
【読み方】
氏名（年齢）
①所属政党
②住所
③得票数
※ 敬称略。年齢は投票日現在

市議会を傍聴してみませんか
　6月から新しい議会がスタート
します。どなたでも傍聴できます
ので、お気軽にお越しください。
議会の日程などは、議会だより、
市 HPなどでお知らせしています。

【議会事務局】

市議会議員県議会議員
（茅ヶ崎市選挙区）

統一地方選で県議・市議が決まる
　4月7日・21日に投開票された統一地方選挙で、市民のみなさんが選んだ31人が決まりました。市内の投票率は、県議会議員選が38.11％、市議
会議員選が39.93%でした。茅ヶ崎の未来をつくる新しい代表者を紹介します。� 【選挙管理委員会】

未来をつくる31人

（左から得票順）（上から得票順）

岸正明（57）
①無所属
②十間坂
③3212

岡崎進（55）
①無所属
②菱沼海岸
③3276

藤村優佳理（48）
①無所属
②香川
③3277

伊藤素明（61）
①無所属
②浜之郷
③3294

小磯妙子（67）
①立憲民主党
②鶴が台
③3559

水島誠司（42）
①自由民主党
②高田
③4806

菊池雅介（57）
①公明党
②柳島海岸
③2522

阿部英光（50）
①公明党
②富士見町
③2762

藤本恵祐（57）
①立憲民主党
②堤
③2764

滝口友美（61）
①公明党
②旭が丘
③2785

青木浩（61）
①自由民主党
②萩園
③2794

加藤大嗣（55）
①無所属
②東海岸北
③3075

永田輝樹（55）
①自由民主党
②松林
③2万3574

桝晴太郎（28）
①自由民主党
②十間坂
③1万2526

日下景子（63）
①無所属
②中海岸
③1万1501

金田俊信（57）
①日本共産党
②今宿
③2261

柾木太郎（58）
①無所属
②東海岸北
③2331

長谷川由美（49）
①無所属
②幸町
③2376

山﨑広子（61）
①公明党
②十間坂
③2394

岩田はるみ（67）
①自由民主党
②十間坂
③2433

木山耕治（37）
①無所属
②浜竹
③2504

中野幸雄（68）
①日本共産党
②下寺尾
③1912

広瀬忠夫（72）
①無所属
②緑が浜
③1994

山田悦子（60）
①自由民主党
②茅ヶ崎
③2006

水本定弘（63）
①無所属
②松浪
③2095

小島勝已（74）
①無所属
②萩園
③2208

新倉真二（53）
①無所属
②本宿町
③2228

豊嶋太一（45）
①無所属
②本村
③1707

杉本啓子（59）
①無所属
②常盤町
③1737

早川仁美（55）
①無所属
②赤羽根
③1905

小川裕暉（48）
①無所属
②円蔵
③1910
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環境
�相模川クリーンキャンペーン

日時 �5月19日㈰9時～11時(雨天中止)
場所 �相模川河口中洲(柳島管理センター西側付近に集

合。青いのぼり旗が目印)
内容 �マイクロプラスチック等から川や海の生きものを

守る清掃活動
問合 �神奈川県湘南地域県政総合センター☎0463(22)2711
　　�(当日は☎090(9340)6453峯谷)

湘南里浜みどりプロジェクト
海浜植物保護のため、外来植物を取り除く～除草作業

日時 �5月25日㈯9時～(1時間～1時間30分程度)
場所 �茅ヶ崎漁港サイクリングロード南側
ほか �茅ヶ崎漁港サイクリングロード共同トイレ付近集合
問合 �認定NPO法人ゆい☎090(3914)0062荒井、景観みど

り課みどり担当
柳
やなぎやと

谷定例自然観察会　
初夏の生きものを探そう

日時 �5月26日㈰10時～12時　
場所 �県立茅ケ崎里山公園
ほか �歩きやすい靴着用(虫眼鏡があると便利)。県立茅

ケ崎里山公園パークセンター集合
問合 �柳谷の自然に学ぶ会☎(88)5586、県立茅ケ崎里山

公園☎(50)6058
海岸清掃にご参加ください
美化キャンペーンクリーン茅ヶ崎

日時 �6月2日㈰7時～8時30分(小雨決行、荒天時は6月9
日㈰に延期)

場所 �茅ヶ崎海岸全域(次の各場所で受け付け。小和田
浜公園東側信号下、菱沼海岸信号下、第一中学校
入口信号下、茅ヶ崎駅南口入口信号下、サザンビー
チちがさき、西浜中学校前信号下、柳島歩道橋下)

ほか �軍手などの清掃用具を持参。ごみ袋のみ配布
問合 �環境保全課環境保全担当

清
し

水
みず

谷
やと

定例観察会(6月)
日時 �6月2日㈰9時30分～
ほか �長袖・長ズボン・長靴着用。市民の森駐車場集合。

毎週火曜日に保全作業(草刈りなど)を実施
問合 �清水谷を愛する会☎(83)3366平石

相模川沿いの自然環境を保全し、心地よい汗をかこう
日時 �6月9日㈰9時30分～11時30分
内容 �生物多様性のある河

か

畔
はん

林
りん

とするための保全管理作
業（オドリコソウなどの生育地域の草取り）

ほか �長袖・長ズボン・帽子着用。軍手、鎌、飲み物など
持参。相模川堤防上集合（温水プール西側）。駐車
不可

問合 �相模川の河畔林を育てる会事務局☎(82)5587村中

市民参加・市民活動
市民の集い(市民集会)～南湖地区

日時 �6月15日㈯13時30分～
場所 �南湖公民館
内容 �南湖地区まちぢから協議会が主催し、市民と行政

(市長・職員)との対話を図る
問合 �市民自治推進課地域自治担当

夏はなんでも夜市
出店店舗、ボランティア募集

日時 �8月3日㈯16時～20時
場所 �中央公園
内容 �①フリーマーケットゾーン②飲食・模擬店ゾーン

③当日ボランティア
対象 �市内在住・在勤・在学の個人または市内で活動す

る市民活動団体①120区画②20区画③20人程度〈い
ずれも申込制(抽選)。②は市民活動団体に限る〉

申込 �5月24日㈮～6月4日㈫に申込書(5月17日㈮～市役所
市民自治推進課で配布。市HPで取得も可)を持参

ほか �①②申込受付と同時に整理券を配布
問合 �なんでも夜市実行委員会(市民自治推進課内)

まちづくり
建築なんでも相談(無料耐震相談)
木造住宅の耐震相談、リフォーム相談、欠陥住宅

日時 �6月2日㈰13時～16時
場所 �うみかぜテラス(体験学習センター)
申込 �5月31日㈮までに☎で
ほか �建築確認の副本または間取り図などを持参
問合 �建築指導課建築安全担当

産業・雇用
街頭労働相談会
働く上での悩み相談

日時 �5月21日㈫11時～17時
場所 �イオン茅ヶ崎中央店1階正面出入口内イベントス

ペース
ほか �相談員はかながわ労働センター湘南支所職員、社

会保険労務士
問合 �雇用労働課雇用労働担当

相模湾の鮮魚と地場野菜など
旬が並ぶ「さかなの市」

日時 �6月4日㈫9時～売り切れ次第終了
場所 �茅ヶ崎漁港荷さばき所
内容 �茅ヶ崎を中心に相模湾で水揚げされた旬の鮮魚や

地元野菜の直売、地元飲食店による出店
問合 �茅ヶ崎市漁業協同組合☎(82)3025

就職支援～求職者のためのパソコン基礎講座エクセル編
日時 �6月10日㈪～13日㈭18時30分～21時30分(全4回)

場所 �勤労市民会館
対象 �40歳以上でパソコン(Office2010以上)の基本操作

ができる方24人〈申込制(抽選)〉
申込 �6月3日㈪(必着)までに往復はがきに講座名、住所・

氏名・電話番号・年齢、パソコン貸し出し希望の
有無を記入し、〒253-0044新栄町13-32茅ヶ崎市勤
労市民会館へ郵送

ほか �パソコン貸し出し1日300円
問合 �勤労市民会館☎(88)1331

仕事の探し方と企業研究講座
求人情報の見つけ方や企業調査の方法を学ぶ

日時 �6月15日㈯9時30分～12時30分
場所 �勤労市民会館
定員 �20人〈申込制(先着)〉
申込 �5月20日㈪～6月14日㈮の10時～☎で(勤労市民会

館HPも可)
問合 �勤労市民会館☎(88)1331

茅ヶ崎商工会議所女性会�創立30周年記念講演会
「出会いの人生から学んだこと」

日時 �6月17日㈪19時～20時40分
場所 �市民文化会館小ホール
講師 �菊地幸夫さん(弁護士)
定員 �350人〈申込制(先着)〉
申込 �6月7日㈮までに茅ヶ崎商工会議所女性会HPで(住

所・氏名・電話番号を記入し、 (86)6601も可)
問合 �茅ヶ崎商工会議所☎(58)1111

中高年のための傾聴法講座
豊かな人間関係を築くために聴く力を身につける

日時 �6月22日㈯9時30分～12時
場所 �勤労市民会館
定員 �20人〈申込制(先着)〉
申込 �5月15日㈬～6月21日㈮の10時～☎で(勤労市民会

館HPも可)
問合 �勤労市民会館☎(88)1331

福祉
�
翔の会2019年地域セミナー
「地域でゆるやかに支えあう場をめざして」

日時 �5月25日㈯13時～15時45分(開場12時30分～)
場所 �市役所分庁舎コミュニティホール5階会議室A・B
内容 �①②基調講演③シンポジウム・質疑応答
講師 �①斎藤環

たまき

さん(筑波大学医学医療系社会精神保健
学教授)②林恭

きょう

子
こ

さん(ひきこもりUX会議代表理事)
定員 �80人〈申込制(先着)〉
申込 �5月24日㈮17時までに☎で(住所・氏名・電話番号

を記入し、 (54)5498も可)
問合 �翔の会地域セミナー実行委員会☎(54)5424、福祉

政策課福祉政策担当

ポール貯
ちょ

筋
きん

ウオーキング体験講座
日時 �5月28日㈫10時30分～12時

◆ 　　欄に詳細がないものは　　へ☎（市役所は☎（82）1111・
　来庁（来館 ・ 来所）で開庁（開館 ・ 開所）時間内に申し込み
明記のないものは
●持ち物はお問い合わせください　●費用は無料

問合

（3面へ続く）

茅ヶ崎市のHP（パソコン用）URL http://www.city.chigasaki.kanagawa.jp/

広告掲載のお申し込み・お問い合わせは秘書広報課へ
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場所 �萩園いこいの里
講師 �安江千佳さん(日本ポールウォーキング協会マス

ターコーチプロ)
対象 �運動の禁止や制限がなく歩行可能な方20人〈申込

制(先着)〉
申込 �5月27日㈪16時30分までに☎で
ほか �費用300円(ポールを持参した方は無料)。運動し

やすい服着用。飲み物持参
問合 �萩園いこいの里☎(88)7513

被爆者援護手当の申請
対象 �被爆者健康手帳の交付を受けていて、6月1日現在、

市の住民基本台帳に登録されている方(過去に本
市で手続き済みの場合は申請不要)

申込 �6月3日㈪～7月1日㈪に窓口で
ほか �印鑑、被爆者健康手帳、本人名義の預金通帳を持参
問合 �福祉政策課福祉政策担当

転倒予防教室～ストレッチ、簡単な筋力
運動、介護予防の話、ちがさき体操など

対象 �市内在住で65歳以上の方
ほか �費用1回200円。運動しやすい服・靴着用。飲み物

持参。病気の方は主治医へ相談。申込不要
日程(6月) 時間 場所
4日㈫ 10時～12時 パルバル湘南スポーツクラブ※
5日㈬ 10時～12時 うみかぜテラス(体験学習センター)
6日㈭ 10時～12時 茅ヶ崎地区コミュニティセンター
7日㈮ 10時～12時 小和田公民館

9日㈰ 9時30分～
11時30分 汐見台パシフィックステージ※

11日㈫ 14時～16時 ハマミーナまなびプラザ※
12日㈬ 10時～12時 鶴嶺西コミュニティセンター

13日㈭ 14時～16時
松浪コミュニティセンター
ダンロップスポーツクラブ茅ヶ崎店※

16日㈰ 10時～12時
茅ヶ崎たすけあいひろばぽかぽか※
松林ケアセンター※

18日㈫ 10時～12時 萩園いこいの里

19日㈬
10時～12時

浜須賀会館
小和田地区コミュニティセンター※

14時～16時 青少年会館
20日㈭ 14時～16時 鶴が台団地※

21日㈮
10時～12時 小出地区コミュニティセンター※
14時～16時 高砂コミュニティセンター

25日㈫ 10時～12時 コミュニティセンター湘南
26日㈬ 14時～16時 鶴嶺公民館

27日㈭ 10時～12時
さがみ農協茅ヶ崎ビル
しおさい南湖

28日㈮
10時～12時

鶴嶺東コミュニティセンター
香川公民館

14時～16時
香川公民館
海岸地区コミュニティセンター※

※印の会場は上履きを持参
問合 �高齢福祉介護課支援給付担当

歌体操ボランティア(7期生)養成講座
日程 �6月7日・14日・21日・28日のいずれも金曜日
　　14時～16時30分
場所 �総合体育館
内容 �介護予防体操を地域に普及するボランティアの養成

19日㈬9時30分～10時30分、6月29日㈯18時～19時
対象 �15歳以上の方各30人〈申込制(先着)。中学生不可〉
申込 �①5月22日㈬8時30分～②5月30日㈭9時～各施設窓

口または☎で
問合 �①総合体育館☎(82)7175②屋内温水プール☎(84)�

1144
新体力テスト
自分の体力を確認してみませんか

日時 �①6月15日②6月22日③④6月29日いずれも土曜日
10時～11時30分

場所 �①小出小学校②柳島小学校③松浪小学校④室田小
学校

対象 �市内または寒川町に在住・在勤・在学で20歳以上
の方各30人〈申込制(先着)〉

申込 �①6月13日②6月20日③④6月27日のいずれも木曜
日17時までに☎で(土・日曜日を除く)

問合 �スポーツ推進課推進担当☎(82)7136
茅ヶ崎万歩クラブ　
開成町あじさいの里ウオーク(約11km)

日時 �6月16日㈰9時～
ほか �費用500円(入園料などは別途)。JR御殿場線松田

駅集合・解散。詳細は市HP参照
申込 �茅ヶ崎万歩クラブ☎090(2497)8972石田

茅ヶ崎ソフトバレーボール大会
日時 �6月22日㈯9時～
場所 �総合体育館
対象 �市内在住・在勤・在学の方で編成されたチーム〈申

込制〉
申込 �6月3日㈪までに☎で(住所・氏名・電話番号を記

入し、 (83)1953も可)
問合 �茅ヶ崎ソフトバレーボール連盟☎(83)1953山上

茅ヶ崎インディアカ総合大会
男子・女子・交流の部

日時 �6月23日㈰9時～
場所 �市体育館
対象 �茅ヶ崎インディアカ協会員(男子・女子)・市内在

住の愛好者で編成されたチームまたは個人(交流
の部)〈申込制〉

申込 �6月7日㈮17時までに申込書(茅ヶ崎インディアカ
協会HPまたは市HPで取得可)を (88)6007で

ほか �費用1チーム2000円(交流の部は1人100円)
問合 �茅ヶ崎インディアカ協会☎(88)6007森元

�初心者社交ダンス講習会
日時 �7月3日～8月28日の毎週水曜日15時～17時(全9回)
場所 �総合体育館
対象 �50歳以上で社交ダンス未経験の方〈申込制〉
申込 �6月15日㈯までに住所・氏名・年齢・電話番号を記入

し、 (86)1346または birth_rule＠yahoo.co.jpへ
ほか �費用1回500円(テキスト代込み)
問合 �NPO法人シニアダンスサポート☎090(4126)7905横田

春の市民沢登り教室
日時 �7月7日㈰6時～
場所 �西丹沢モロクボ沢～畦

あぜ

が丸(山北町西丹沢)
対象 �小学4年生以上の方40人〈申込制(先着)。最少催行

人数10人〉
申込 �5月15日㈬～6月22日㈯に住所・氏名・生年月日・

対象 �介護予防に関心があり、4日間すべて受講でき、
講座終了後、無償で市内の教室でボランティア活
動ができる方20人〈申込制(先着)。活動場所は相
談の上決定〉

申込 �5月13日㈪～6月4日㈫に☎または窓口で
問合 �高齢福祉介護課支援給付担当

肢体不自由児者ふれあい交流会
日時 �6月16日㈰7時～
場所 �東京ディズニーシー(千葉県浦安市)
対象 �肢体不自由児者とその家族10組20人〈申込制(抽

選)。1組2人〉
申込 �5月31日㈮までに☎で肢体不自由児者父母の会へ
ほか �費用1組7000円。市役所本庁舎ロータリー集合
問合 �肢体不自由児者父母の会☎(57)7669村越、障害福

祉課障害福祉推進担当
オストメイト健康相談会(講演、グループ懇談、
個別相談、装具の展示)

日時 �6月23日㈰13時30分～16時30分
場所 �藤沢市民会館
講師 �栗原大輔さん(湘南鎌倉総合病院)
対象 �人工肛門・人工膀

ぼうこう

胱保有者の方と家族、医療関係
者、関心のある方70人〈当日先着〉

問合 �日本オストミー協会神奈川支部☎070(4003)1239白
しらとり

鳥

市役所で職場体験(印刷、PC入力などの事務)
日時 �①6月24日㈪～7月5日㈮②7月22日㈪～8月2日㈮い

ずれも土・日曜日、祝日を除く9時～15時
対象 �市内在住で就労を目指す障害のある方2人〈申込制

(選考)〉
申込 �5月31日㈮までに申込書・自己チェックシート(市

役所障害福祉課で配布中)を本人が持参
ほか �6月11日㈫の個別面談で体験者を決定。報酬なし
問合 �障害福祉課障害者支援担当

介護サービス相談員
人数 �1人
内容 �施設で生活する介護サービス利用者の相談
対象 �市内在住の介護保険被保険者〈申込制〉
申込 �6月14日㈮までに履歴書(顔写真貼付)と作文「私が

介護サービス相談員に応募した動機」(600～800
字)を持参

ほか �活動内容など詳細は市HPまたは☎で
問合 �高齢福祉介護課支援給付担当

スポーツ
みんなで勝利を目指そう
寒川町チャレンジデー2019

日時 �5月29日㈬0時～21時
内容 �広島県三

み

次
よし

市を対戦相手に運動やスポーツを15分
以上継続した住民の参加率を競い合う

対象 �寒川町内で当日15分間以上継続して運動(散歩、
買い物なども可)をした方(茅ヶ崎市民の参加も可)

ほか �報告方法など詳細は寒川町HP参照
問合 �寒川町健康・スポーツ課☎(74)1111

�
トレーニング室利用者講習会
①総合体育館②屋内温水プール

日時 �①6月5日㈬18時～18時45分・18時45分～19時30分、
6月22日㈯9時～9時45分・9時45分～10時30分②6月

ヘルシークッキング「煮魚料理」

（4面へ続く）

6/1（土）〜6/9（日）  9 日間

街路樹やベンチの新設完了 

歩いて楽しい鉄砲道 
　₂₀1₆年度から行ってきた鉄砲道（雄三
通り～学園通りの約₂.1km）のリニューア
ルが完了しました。街路樹を延焼遅延効
果がある常緑樹に植え替え、植栽の幅を狭めて歩行空間を確保しました。
また、ベンチを設置し、花を植えることで庭のような雰囲気を作りました。�
花の植え替えや草取りは地域の方と協力して行っています。花や緑を眺めな
がら、のんびりと散歩を楽しんでください。��
�

【景観みどり課景観担当】�

茅ヶ崎市のHP（パソコン用）URL http://www.city.chigasaki.kanagawa.jp/

広告掲載のお申し込み・お問い合わせは秘書広報課へ
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募集数　　テント10区画程度〈申込制（抽選）〉�
対象　　　市内の飲食店、市民活動団体など(個人での出店不可)�
出店条件　①抽選後の出店者説明会に参加すること�
　　　　　②販売物品は飲食物に限る�
　　　　　③政治・宗教に関する活動はしないこと�
　　　　　④各団体のテント代等の諸経費は自己負担すること�
　　　　　⑤区画外でのPR活動、会員等の勧誘活動はしないこと�
申込　　　5月15日㈬～6月14日㈮�に☎または (85)3119で�

消防防災フェスティバル出店者募集

「食」で盛り上げよう
　楽しみながら消防防災意識の向上を図る体験型
イベント「ちがさき消防防災フェスティバル2019」
を一緒に盛り上げてくれる出店者を募集します。�

※�詳細は市HPの募集要項を参照�

【消防総務課企画担当】

ショウボーグ
�119号

出店者公募案内

ちがさき消防防災フェスティバル2019�
日時　10月20日㈰10時～15時（荒天中止）�
場所　中央公園、市役所本庁舎市民ふれあいプラザ、
　　　�総合体育館前庭�
内容　�キッズレンジャー・放水・消火器・119番通報・応急手当

体験、消防団の広報、地震体験、�防災関係機関の展示他�

　市教育委員会と市中学校長会は、原則自粛としていた中
学生の部活動等における移動時の自転車使用を、4月から原
則禁止としました。ただし、関係団体等からの意見も踏まえ、
「ヘルメット着用などの安全確保を条件に集合場所の最寄り
駅までは使用可能」とします。
� 【学校教育指導課指導担当】

部活動等での自転車使用を原則禁止

�ヘルメット着用で最寄駅までは使用可
　部活動等における自転車での集団移動は事故のリスクが高まることから、
「移動は徒歩や公共交通機関を利用すること」としました。ただし、南北をつ
なぐ路線バスが少ないことや交通費の負担、早朝のバスの本数が少ないこと
などを考慮し、集合場所が学区の最寄り駅の場合は、自転車用ヘルメットの
着用など安全確保の徹底を条件に、各家庭の責任で自転車を使用することが
できます。
部活動運営の見直しも
　昨年度開催した関係団体へのヒアリングでは、教員が自発的に行ってきた
休日や勤務時間外の部活動の運営方法を見直すべきとの意見が出ました。
　市教育委員会と市中学校長会は、今後の社会情勢の変化などに対応しなが
ら、運営の見直しを行っていきます。

中学校

電話番号を記入し、 0466(43)9314または isao8880�
@gmail.comへ

ほか �費用1人7000円(中学生以下5000円。交通費・保険料
含む)。JR茅ケ崎駅北口集合。7月3日㈬19時～総合
体育館会議室で事前説明会あり。詳細は市HP参照

問合 �茅ヶ崎山岳協会☎0466(43)9314水島

市総合体育大会～水泳競技
日時 �7月7日㈰9時～
場所 �屋内温水プール
内容 �自由形・平泳ぎ・背泳ぎ・バタフライいずれも小

学生・中学生・一般・一般団体(各男・女)の部
対象 �市内在住・在勤・在学で小学生以上の方または

茅ヶ崎水泳協会登録者〈申込制。小学3年生以下は
5人につき保護者1人同伴〉

申込 �6月7日㈮17時までに申込書(総合体育館内スポー
ツ推進課で配布中。市HPで取得も可)を持参

ほか �競技順などは大会要項(市HPで取得可)参照。大会
補助役員募集中

問合 �スポーツ推進課推進担当☎(82)7136

市総合体育大会～柔道競技�個人・団体
日時 �7月7日㈰10時～
場所 �総合体育館
内容 �幼年・小学生・中学生(男女)・一般無段者・一般

有段者の部(参加人数により変更あり)
対象 �市内在住・在勤・在学または茅ヶ崎柔道協会登録

の方〈申込制〉
申込 �6月14日㈮17時までに申込書(総合体育館内スポー

ツ推進課で配布中。市HPで取得も可)を持参
問合 �スポーツ推進課推進担当☎(82)7136

子育て・教育
�保健所の講座

申込 �いずれも実施日の前日までに☎で(土・日曜日、
祝日の場合はそれ以前の平日)

区分(いずれも申込制) 対象 日程(6月)

ママサポ教室 初めて父親になる方と妻 1日㈯・3日㈪

プレママ教室 初めて出産を迎える方 10日㈪

離乳食講習会 4～6か月児の保護者※ 13日㈭・27日㈭

1歳児の食事と歯の教室 2018年6月・7月生まれの子
どもと保護者※ 17日㈪

※�第1子優先。対象の詳細は要問い合わせ
問合 �保健所健康増進課こども健康・予防接種担当
　　☎(38)3331

夫婦でマタニティクッキング
初めてママ・パパになる方へ

日時 �6月8日㈯10時～13時30分
場所 �男女共同参画推進センターいこりあ

内容 �妊娠期の食事と調理実習、簡単な離乳食の紹介
対象 �初妊婦の夫婦12組〈申込制(先着)〉
申込 �6月6日㈭までに☎で
ほか �費用1組700円
問合 �保健所健康増進課こども健康・予防接種担当☎(38)�

3313
第29回のびのび子育て応援講座
アロハ！親子でフラダンス

日時 �6月8日㈯10時30分～12時
場所 �市役所分庁舎6階コミュニティホール
講師 �今井裕

ゆう

子
こ

さん(カロケ・メレメレ・フラスタジオ、
トカリガ主宰)

対象 �2歳～未就学児と保護者80組160人〈申込制(先着)〉
申込 �5月15日㈬～6月6日㈭に☎で
ほか �託児10人程度〈申込制(先着)〉
問合 �浜竹子育て支援センターのびのび☎(85)7900

2020年度使用小学校教科用図書
見本の閲覧

期間 �6月18日㈫～21日㈮・25日㈫いずれも10時～12時・
13時～16時

場所 �教育センター
ほか �図書館で閲覧も可
問合 �学校教育指導課指導担当

�乳幼児期の子育ち・子育て出前講座
日時 �6月22日㈯10時～12時
場所 �市立香川保育園
内容 �講演「よりよいメディアとの付き合い方―乳幼児

期の子育ての環境を考える」
講師 �旦

だん

直子さん(帝京科学大学准教授)
対象 �市内在住・在勤の方30人〈申込制(先着)〉
申込 �5月17日㈮～6月18日㈫に☎または市HPで(氏名・

電話番号を記入し、 (88)1394も可)
ほか �託児1歳以上～未就学児8人〈申込制(先着)。6月11

日㈫までに☎で〉
問合 �教育センター研究研修担当☎(86)9965

子ども会リーダーキャンプ「遊び体験教室」
豊かな自然の中で楽しくキャンプ

日時 �①7月13日㈯9時30分～11時30分②7月23日㈫～24日㈬
場所 �①市役所本庁舎会議室1②表丹沢野外活動セン

ター(秦野市菩提)、サザンビーチちがさき
内容 �①事前研修(参加必須。保護者同伴)②宿泊研修(レ

ク、野外炊事、キャンプファイア、海遊び他)
対象 �子ども会に加入している5・6年生30人〈申込制（抽

選）〉
申込 �5月15日㈬～6月11日㈫に申込書(市内公共施設で

配布中。市 HPで取得も可)を〒253-8686茅ヶ崎市
役所青少年課へ郵送(持参も可)

ほか �費用3500円。食物アレルギーがある方は要相談。
抽選結果は6月21日㈮までに郵送で通知

問合 �青少年課育成担当

子どもを預かる・預けたい会員募集
ファミリー・サポート・センター

内容 �アドバイザーが会員を仲介し、保育園などへの送
迎や預かりなどの子育て支援活動を有償で行う

対象 �〈支援会員(子どもを預かる方)〉市内在住で保育
に理解と熱意があり、安全な保育環境を持つ
方。研修の受講が必要〈依頼会員(子どもを預け
たい方)〉市内在住・在勤・在学で生後3か月～
小学6年生の保護者〈両方会員(支援と依頼の両
方を希望する方)〉支援・依頼会員両方の条件を
満たす方

申込 �随時
ほか �支援会員研修会を6月3日㈪～5日㈬9時10分～12時

に男女共同参画推進センターいこりあで開催〈申
込制(先着)。託児10人まで〉

問合 �ファミリー・サポート・センター☎(87)8070

防災・消防
6月2日㈰～8日㈯は危険物安全週間
｢無事故への�構え一分の�隙も無く」

　危険物の保安に対する意識の高揚や啓発を推進する
ため、6月2日～8日に危険物安全週間が全国一斉に実
施されます。ガソリンなどの危険物は、火災を発生さ
せる危険性が非常に高く、ちょっとした不注意が思わ
ぬ事故につながる恐れがあります。ガソリンや灯油、
塗料、潤滑油スプレーといった身近な危険物の保管方
法を確認し、安全に取り扱いましょう。
問合 �予防課危険物担当

防火に関する講習会と消火器訓練
日時 �6月6日㈭13時30分～16時30分
場所 �モリタ宮田工業(株)(下町屋)
対象 �市内事業所やテナント等の防火管理者20人〈申込

制(先着)〉
申込 �5月31日㈮までに☎で
問合 �予防課査察指導担当

上級救命講習会(救急法)
心肺蘇生法、AEDの使用方法、搬送法他

日時 �6月15日㈯9時～18時
場所 �消防署北棟
対象 �市内在住・在勤・在学で中学生以上の方25人〈申

込制(先着)〉
申込 �5月15日㈬～6月5日㈬に消防指導課☎(85)4594へ
ほか �受講者には修了証を発行
問合 �消防指導課消防指導担当☎(85)4594

広げよう�救命の輪�普通救命講習会(救急法)
心肺蘇生法、AEDの使用方法他

日時 �①6月23日㈰9時～12時②7月7日㈰9時～12時　
場所 �①南湖公民館②消防署北棟　
対象 �市内在住・在勤・在学で中学生以上の方各25人〈申

込制(先着)〉

◆ 　　欄に詳細がないものは　　へ☎（市役所は☎（82）1111・
　来庁（来館 ・ 来所）で開庁（開館 ・ 開所）時間内に申し込み
明記のないものは
●持ち物はお問い合わせください　●費用は無料

問合

〈丸ごと博物館まち歩き「懐
ふところ

島
じま

郷
ごう

を歩く」〉　日時 12月13日㈬9時30分～12時30分（雨天延期12月20日㈬）内容 ちがさき丸ごと博物館アクションプロジェクト・ガイド部会の案内によ
るまち歩き定員 20人〈申込制(先着)〉申込 11月20日㈪～☎でほか市役所集合� 【社会教育課文化財保護担当】

（5面へ続く）

広報ちがさきをいつでもどこでも　広報ちがさきをスマホやタブレットで手軽に読むことができます。便利な機能も多数あります。「マチイロ」のアプリをダウンロードし、
「茅ヶ崎市」を登録してください。詳細は市 をご覧ください。
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湘南シニアクラブ

【ちがさき市民活動サポートセンター☎(88)7546】

活動日　定例会毎月第3土曜日、行事や同好会は月2～3回　
場　所　市内公共施設など
問　合　安斎洋太郎☎090(2443)0841、 (58)7517、 you-anzai@jcom.home.ne.jp

　人生の多様な道を歩んできたシニアが集い、仲間の輪を広
げ、自主的活動を通じて自己研さんと社会に貢献することを
目的に1994年に設立。人生100年時代に向かって、健康で
生きがいのある日々を送ることを目指しています。

シニアライフを楽しく、 生きがいを持って

　毎月の定例会では、社会・経済、医療介護、文化教養など幅広い分野の講師
による講演会と、会員による経験談や専門分野の発表会を実施。健康とリフレッ
シュのために歩く会や旅行会、料理を楽しむ会な
どの同好会、湘南国際マラソンのボランティアも
行っています。会員はどの活動にも自由に参加で
き、和やかで充実した時間を過ごしています。
　興味のある方（年齢、性別、国籍、住所不問）は
お気軽にご連絡ください。

リトルアポロンズ

安
やす
丸
まる
元
げん
一
いち
代表

秋の旅行会では山梨の恵林寺へ

自分に合った禁煙方法を
　たばこの煙に含まれるニコチンには依存性があり、たばこをやめにくくし
ます。まずは自分に合った禁煙方法を見つけましょう。禁煙には次のような
方法があります。
① �吸いたくなったら他の行動をとる、たばこに関する

物を捨てるなど自力で禁煙する
② �ニコチンガムやパッチなどの禁煙補助薬を使う
③ �禁煙外来を受診する
■個別の禁煙相談「禁煙サポート」〈申込制〉
　一人で続ける自信がない方、何から始めればいいのか分からない方は禁煙
サポートをご利用ください。詳細は広報ちがさき4月15日号2面を参照、また
は保健所健康増進課までお問い合わせください。
■禁煙にまつわる展示（ポスター展示、チラシ・リーフレットの配架）
日時　5月27日㈪～6月7日㈮8時30分～17時
場所　市役所本庁舎市民ふれあいプラザ　※�食育月間の展示と同時開催

　たばこには数千種類もの化学物質が含まれており、たばこを吸う人とその
煙を吸う周りの人の肺がんや脳卒中などの病気を引き起こすリスクを高めま
す。この日をきっかけに禁煙を考えてみましょう。
� 【保健所健康増進課健康づくり担当☎(38)3331】

5月31日㈮は世界禁煙デー 禁煙を考える
き っ か け に

申込 �①5月17日㈮～6月14日㈮に南湖公民館☎(86)4355
へ②6月4日㈫～28日㈮に消防指導課☎(85)4594へ

ほか �救命技術・知識の維持向上のため、2年ごとの受
講を推奨。受講者には修了証を発行

問合 �消防指導課消防指導担当☎(85)4594
広げよう�救命の輪
応急手当普及員養成講習会(24時間)

日時 �6月29日㈯・30日㈰9時～18時　
場所 �消防署北棟　
内容 �心肺蘇生法などの指導技術習得と、別日に市内で

行う実践的研修(2回)で指導者を目指す
対象 �市内在住・在勤・在学の16歳以上で過去2年以内

に上級または普通救命講習会を修了した方16人
〈申込制(先着)〉

申込 �5月20日㈪～6月14日㈮に☎で
ほか �費用4937円(テキスト代)。認定を受けた受講者に

は認定証を発行
問合 �消防指導課消防指導担当☎(85)4594

生活
優良運転者の表彰
10・15・20・30年間無事故無違反の方へ

　茅ヶ崎地区交通安全協会会員で、10・15・20・30年
間無事故無違反の方へ優良運転者表彰を行います。6
月7日㈮までに申告書(5月14日㈫～24日㈮に茅ヶ崎地
区交通安全協会、市役所安全対策課で配布)と無事故
無違反証明書を茅ヶ崎地区交通安全協会へ提出してく
ださい。
問合 �一般財団法人茅ヶ崎地区交通安全協会☎(83)�

3231、安全対策課安全対策担当

ヘルシークッキング「煮魚料理」
日時 �5月23日㈭10時～12時
場所 �ハマミーナまなびプラザ調理室
講師 �加藤イセ子さん(まなびの市民講師)
対象 �20歳以上の方15人〈申込制(先着)〉
申込 �5月15日㈬～加藤☎090(2202)6416へ
ほか �費用1000円
問合 �文化生涯学習課生涯学習担当

編み物初心者教室
棒針編みやかぎ針編みでモチーフ作り

日時 �6月6日㈭10時～11時30分
場所 �茅ヶ崎ショッピングセンター(新栄町）
講師 �津田糸店編み物教室指導者、ヤーンボンビング

茅ヶ崎メンバー
定員 �15人〈申込制（先着）。子連れの参加可〉
申込 5月22日㈬～☎で
ほか �費用1人200円（材料費）。託児なし
問合 �社会教育課社会教育担当

チャレンジ伝統工芸�はじめての鎌倉彫講座
小刀によるV字型の薬

や

研
げん

彫
ぼり

を体験
日時 �6月7日・21日、7月5日・19日、8月2日いずれも金

曜日10時～12時(全5回)
講師 �小

お

園
ぞ の

敏樹さん(鎌倉彫伝統工芸士)
対象 �市内在住の方20人〈申込制(先着)。60歳以上の方

10人、60歳未満の方10人〉
申込 �5月20日㈪9時～☎または窓口で
ほか �費用1600円(材料費。希望者は別途漆塗り代)
問合 �老人福祉センター☎(85)3536

まなびの市民講師自主企画講座
コンピューター音楽講座

日時 �6月22日～7月13日の毎週土曜日13時30分～16時30分
場所 �ハマミーナまなびプラザ会議室(最終日のみ音楽室)
内容 �楽譜の読み方から指導し、コンピューターを使っ

た作曲・編曲・楽器との共演技術を学ぶ
講師 �菊地孝之さん(まなびの市民講師)
対象 �20歳以上でWord、 Excelなどパソコンの基本操作

ができる方10人〈申込制(先着)〉
申込 �5月15日㈬～住所・氏名・電話番号、メールアドレ

スを記入し、菊地 ad39552@tb4.so-net.ne.jpへ
問合 �文化生涯学習課生涯学習担当

製造事業所のみなさんへ
2019年工業統計調査を6月1日時点で実施

　この調査は統計法に基づき国内の工業の実態を明ら
かにすることを目的としています。全ての製造事業所
を対象に、従業者数・製造出荷額等を調査し、中小企
業施策や地域振興などの基礎資料として利活用されま
す。5月中旬より統計調査員が訪問または郵送で調査
票が配布されます。調査へのご理解、ご協力をお願い
します。なお、記入された調査票の内容は、統計作成
目的以外で使用しません。
問合 �工業統計調査コールセンター☎0120(805)071(5月8

日㈬～12月27日㈮の土・日曜日、祝日を除く9時
～18時)、県統計センター事業所・工業統計課☎
045(313)7218、行政総務課統計担当
全国すべての事業所を対象とした「2019
年経済センサス�基礎調査」にご協力を

　全国すべての事業所・企業を対象に、6月～2020年3
月にかけて実施します。この調査は統計法に基づき国
内の産業分野における事業所・企業の活動状況等の基
本的構造を全国および地域別に明らかにすることを目
的としています。調査結果は企業経営や学術研究の資
料として、幅広く利用されます。5月中旬より統計調査
員が事業所の活動状況の確認を行います。新たに把握
した事業所・企業には統計調査員が調査票を配布しま
す。回答はインターネットまたは郵送となります。調
査へのご理解、ご協力をお願いします。なお、記入さ
れた調査票の内容は、統計作成目的以外で使用しません。
問合 �経済センサス�基礎調査コールセンター☎0120�

(500)553(土・日曜日、祝日、年末年始を除く9時
30分～18時)、行政総務課統計担当

「市長の一日相談」が「市政相談」に変更
　市民のみなさんが市政に関することを市長に相談す
る制度を「市長の一日相談」の名称で運用してきました
が、市長または副市長に相談する「市政相談」に変わり
ました。
問合 �市民相談課市民相談担当

文化・歴史
六
ろ っ か
花日本文学朗誌会�豊島与志雄�作

「市郎の店」、獅子文六�作「ある結婚式」
日時 �5月22日㈬11時～
場所 �ハスキーズギャラリー(JR茅ケ崎駅山治ビル)
講師 �里村由美さん、椿野枝さん(いずれも朗読ユニッ

ト「六花」)
ほか �費用500円(内200円を市民活動げんき基金に寄付)
問合 �ハスキーズギャラリー☎(88)1811

旧藤間家住宅�ミニ展示会
「藤間家伝来の民具～400石船で使われた品々～」

日時 �6月7日㈮・8日㈯・14日㈮・15日㈯・21日㈮・22
日㈯・28日㈮・29日㈯、7月5日㈮・6日㈯いずれ
も9時～16時

場所 �民俗資料館旧藤間家住宅　
ほか �鑑賞は屋外からのみ可
問合 �文化資料館☎(85)1733

知らなかった、ぼくらの日本語
宮澤賢治から広がる世界

日時 �6月8日㈯15時～17時30分
場所 �市役所分庁舎6階コミュニティホール
内容 �アーサー・ビナードさん(詩人)、大友剛

たけし

さん(ミュー
ジシャン＆マジシャン)によるピアノ、マジックなど

講師 �青木照明さん(まなびの市民講師)
定員 �250人〈申込制(先着)。前売り優先〉
ほか �費用前売り1000円、当日1500円(中学生以下無料)
問合 �茅ヶ崎・読書文化を広める実行委員会☎070(5518)
　　2042人見

茅ヶ崎ウィンドシンフォニー
レギュラーコンサート2019

日時 �6月9日㈰13時30分～(開場13時)
場所 �市民文化会館大ホール
内容 �All Wishes～すべての願いを込めて～(清水大

輔)、サザンオールスターズ☆アーリー・ヒッツ
(小

こ

長
は

谷
せ

宗一)他
問合 �茅ヶ崎ウィンドシンフォニー☎050(5307)7938芳賀

旧藤間家住宅見学会
国登録有形文化財の主屋内をご案内

日時 �6月16日㈰①10時～11時30分②14時～15時30分
場所 �民俗資料館旧藤間家住宅
定員 �各25人〈申込制(先着)〉
申込 �5月17日㈮～☎で
ほか �詳細は申し込み後に郵送
問合 �文化資料館☎(85)1733

健康
春の市民まつりで献血にご協力を(400ml献血)

日時 �5月19日㈰10時～12時・13時30分～15時
場所 �中央公園
内容 �17歳～69歳の男性、18歳～69歳の女性(65歳以上

の方は男女とも60歳～64歳に献血をした経験があ
る方)で、いずれも体重50kg以上の方

問合 �保健所地域保健課地域保健担当☎(38)3314
献血にご協力を(400ml献血)
追加実施の日程は市 HPに掲載

日時 �6月3日㈪10時～12時・13時30分～16時
場所 �さがみ農協茅ヶ崎ビル南側
内容 �17歳～69歳の男性、18歳～69歳の女性(65歳以上

の方は男女とも60歳～64歳に献血をした経験があ
る方)で、いずれも体重50kg以上の方

問合 �保健所地域保健課地域保健担当☎(38)3314
精神科医によるこころの健康相談
(精神保健福祉相談)

日時 �6月5日㈬・13日㈭・28日㈮いずれも14時～17時
場所 �保健所保健予防課
申込 �随時☎で
問合 �保健所保健予防課保健対策担当☎(38)3315

（6面へ続く）
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加入条件
①�事業所単位の加入
	 茅ヶ崎市・藤沢市・鎌倉市内の事業
所で、中小企業※の事業主および従
業員（パートタイマーも可）の方

②個人加入
　	茅ヶ崎市・藤沢市・鎌倉市内在住で
市外の中小企業※に勤務し、勤務地に
同種の制度がない方

　	※	常時雇用する従業員が300人以下の事業所

＼新規加入キャンペーン／
従業員に充実の福利厚生を
　湘南勤労者福祉サービスセンター(愛称：しおかぜ湘南)では、中小企業や個人
商店などの従業員向けに福利厚生サービスを提供しています。レジャー施設の利
用割引や各種チケットあっせんのほか、慶弔給付金や人間ドック検診料の補助、
宿泊助成などが受けられます。
　6月から、新規加入の方に2か月間会費無料キャンペーンを実施します。ぜひこ
の機会にご加入をご検討ください。

【雇用労働課雇用労働担当】
メリット
⑴事業主
　・	事務や経費の負担が少なく、従業員
の福利厚生の充実が図れる

　・	当事業の経費は、法人企業は損金、個
人企業は必要経費として計上できる

⑵従業員
　・	各種事業、施設を割引料金で利用できる
　・余暇活動を充実させることができる

加入の申し込み、お問い合わせは、しおかぜ湘南事務局☎0466（50）3900へ

会費　1人月額500円（原則事業主が負担。2か月間会費無料キャンペーンは6月3日㈪～
　　　8月20日㈫に加入した方が対象)

	●市役所の人権相談（面談制、要予約）	
　日時　毎月第2金曜日・第4火曜日	
　　　　いずれも13時～16時	
　場所　市民相談課	
●電話相談　平日8時30分～17時15分�
　みんなの人権110番　　　0570（003）110	
　子どもの人権110番　　　0120（007）110	
　女性の人権ホットライン　0570（070）810	

あなたの街の
相談パートナー 人権擁護委員

　みなさんの身近な相談相手として、法務大臣から委嘱された人権擁護委
員が全国の市町村で活動しています。市内では12人の委員が、人権啓発や
人権相談などを行っています。�
� 【市民相談課市民相談担当】
人権
相談 6月3日㈪13時～16時(要予約)�

市役所市民相談課に特設人権相談窓口を開設�
　人権擁護委員が、いじめや差別、虐待、セクハラ、配偶者やパートナー
からの暴力、近所間のトラブルなど、人権に関わる問題の相談に応じます。
また、人権を侵害されたという被害者からの申し出を受け、法務局の職員と
協力して調査し、必要に応じて適切な措置をとります。�

人権イメージキャラクター
人KENまもる君・人KENあゆみちゃん

統合失調症家族教室～統合失調症を理解する
「病気の症状と治療について」

日時 �6月6日㈭14時～16時
場所 �市役所分庁舎5階コミュニティホール会議室
講師 �朝倉新

あらた

さん(新泉こころのクリニック)
対象 �統合失調症の方の家族30人〈申込制(先着)〉
申込 �6月5日㈬までに☎で
問合 �保健所保健予防課保健対策担当☎(38)3315

東大のプログラムで健康チェック
楽しくフレイルチェックしませんか

日時 ①�6月12日㈬②�6月25日㈫いずれも14時～16時
場所 �①香川公民館②南湖公民館
対象 �市内在住のおおむね65歳以上の方各30人〈申込制

(先着)〉
申込 �①6月11日㈫まで②6月24日㈪までにいずれも☎で
問合 �①香川公民館☎(54)1681②南湖公民館☎(86)4355

歯と口の健康週間講演会
日時 �6月13日㈭10時～12時
場所 �保健所講堂
内容 �知らないと歯もカラダも損する！？歯医者さんが教

える、大人のためのお口の健康法
講師 �宮村篤さん(茅ヶ崎歯科医師会歯科医師)
定員 �50人〈申込制(先着)〉
申込 �5月15日㈬～6月12日㈬に☎または市HPで
問合 �保健所健康増進課健康づくり担当☎(38)3331

がん集団検診～胃・大腸・乳(マンモグ
ラフィ)・子宮がん

日時 �6月22日㈯
場所 �保健所講堂
申込 �5月28日㈫～〈申込制(先着)〉

区分 対象 検診時間 定員 費用
胃がん(Ｘ線撮影) 40歳以上 午前のみ 100人 1000円
大腸がん
(便潜血検査) 40歳以上

午前・午後

100人 600円

乳がん
(マンモグラフィ)

40歳以上の
偶数歳 120人 ※1

子宮がん(頸部) 20歳以上の
偶数歳 160人 900円

※1��40歳代の方はマンモグラフィ2方向で1500円、50歳以上の方
はマンモグラフィ1方向で1000円

※��年齢は2020年3月31日現在
※��次のいずれかに該当する方はがん集団検診の費用が免除にな
ります。(A)75歳以上(1945年3月31日以前生まれ)の方、後期
高齢者医療の被保険者(B)生活保護世帯の方(C)市民税非課税
世帯の方(同一世帯の全員が課税されていない方)、(B)・(C)
に該当する方は受診日の5日前(閉庁日を除く)までにお申し出
ください

問合 �保健所健康増進課健康づくり担当☎(38)3331
中高年齢者のための
「頭を打たない転び方」勉強会

日時 �6月23日㈰12時30分～14時30分
場所 �総合体育館柔剣道場
内容 �転倒時に頭を打たない筋力運動や自転車との衝突

時や階段での倒れ方など
定員 �100人〈申込制(先着)〉
申込 �6月20日㈭17時までに☎で(平日のみ総合体育館内

スポーツ推進課推進担当☎(82)7136も可)
問合 �茅ヶ崎柔道協会事務局☎(51)7370高橋

保険・税金
�
平成31年度市県民税課税証明・非課税証明書の
発行は6月3日㈪から

　平成31年度(平成30年分)の市県民税課税証明・非課
税証明書は6月3日㈪から市役所市民課、小出支所、各
出張所、各市民窓口センターで発行します。証明を請
求できる方は、本人、市内在住で本人と住民票上同一
世帯の親族、本人からの委任状などを持参した方に限
られます。また、窓口に来た方の身分証明書(免許証
など)の提示が必要となります。
問合 �市民税課市民税担当

採用・人事
市役所の臨時職員

職種 �①一般事務②保健師③助産師④管理栄養士(栄養
士含む)⑤歯科衛生士⑥保育士⑦夜間管理業務員
⑧現場作業員⑨給食調理員

対象 �①⑦⑧⑨資格年齢不問②～⑥当該免許証または資
格証を持つ人

待遇 �①⑨時給1000円②～⑤時給1280円(栄養士は1020
円)⑥時給1120円～⑦⑧時給990円。いずれも自宅
から勤務地まで2㎞以上かつ交通用具(交通機関)利
用の場合に限り交通費支給(1日400円を上限)

採用 �2020年3月31日㈫までの登録。1～6か月間の臨時
的業務が発生した場合に選考し採用

申込 �申込書(市役所職員課で配布中。市HPで取得も可)
に写真を貼り本人が持参

問合 �職員課人財育成担当

市立病院の臨時職員
職種 �①給食調理員(主として食器洗浄業務)②管理栄養

士(主として栄養指導に関する業務)③看護補助員
④事務員(医師事務作業補助者)

人数 �①3人②1人③④若干名
対象 �①資格必要なし、18歳以上(学生不可)の方②当該

免許を取得している方③資格必要なし、18歳以上
(学生不可)の方④資格必要なし、パソコンで
Excel入力、Word入力作業ができる方(学生不可)

待遇 �①時給1000円。9時～17時の実働4時間、6時30分
～17時30分の実働7.5時間いずれも週4～5日勤務
(土・日曜日、祝日出勤あり)、勤務時間の相談可
能②時給1220円。8時30分～12時30分の実働4時間、
週5日勤務(土・日曜日、祝日を除く)、勤務日数
の相談可能③時給1000円。夜間手当あり。8時30

分～17時の実働7.5時間、8時30分～17時の実働4
時間、7時30分～19時の実働7.5時間、7時30分～
19時の実働7.5時間および16時30分～9時の実働15
時間(夜勤は週1～2回程度)。いずれも週4～5日勤
務(土・日曜日、祝日出勤あり、勤務時間・日数
の相談可能)④時給1000円。8時30分～17時の実働
7.5時間。週5日勤務(土・日曜日、祝日を除く)

申込 �随時。応募する職種、時間帯を記載した履歴書(写
真貼付)を簡易書留で〒253-0042本村5-15-1市立病
院病院総務課へ郵送または持参(管理栄養士の応
募の場合は当該職種の免許の写しを併せて送付)

ほか �書類選考の上、面接あり
問合 �市立病院病院総務課経営総務担当☎(52)1111

一日看護体験(看護師の仕事を体験)
日時 �7月26日㈮8時30分～16時
場所 �市立病院
対象 �中学生以上の方30人〈申込制(先着)〉
申込 �6月7日㈮までに市立病院HPで
問合 �市立病院看護部☎(52)1111

ふれあい補助員の登録
職種 通常級担当・特別支援学級担当・個別支援担当
内容 �市立小・中学校での学習・生活指導の補助、身辺

介助など(月～金曜日8時30分～15時。年間約150日)
対象 �4月1日現在で18歳以上の方(通常級担当は教員免

許を持っていることが望ましい)
申込 �2020年2月28日㈮までに申込書(市役所学校教育指

導課で配布中。市HPで取得も可)を本人が持参
ほか �欠員時に書類選考と面接、小論文試験を実施(登

録は他への就職活動を制限するものではない)
問合 �学校教育指導課指導担当

消防吏員採用試験
人員 �若干名
対象 �1994年4月2日～1999年4月1日の間に生まれた方

(2020年3月大学卒業見込含む)、1993年4月2日以降
に生まれた方で救急救命士の資格を有している方、
2020年3月の救急救命士国家試験を受験する方

申込 �6月17日㈪～21日㈮に申込書(6月3日㈪～消防署、
市役所市政情報コーナーなどで配布。消防本部HP
で取得も可)を本人が持参

ほか �1次試験6月30日㈰
問合 �消防総務課総務担当

寄付(敬称略)
〈市へ〉 ▽国際ソロプチミスト茅ヶ崎＝絵画 ▽国際ソロ
プチミスト茅ヶ崎＝10万円 ▽株式会社伊藤園＝1万
7872円 ▽株式会社ジャパンビバレッジホールディング
ス＝2万8264円
〈社会福祉協議会へ〉 ▽匿名＝1万円

◆ 　　欄に詳細がないものは　　へ☎（市役所は☎（82）1111・
　来庁（来館 ・ 来所）で開庁（開館 ・ 開所）時間内に申し込み
明記のないものは
●持ち物はお問い合わせください　●費用は無料

問合
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松林公民館
〒253-0018　室田1-3-2　　
☎（52）1314　 （52）1315

子 ど も の 広 場
日時 5月18日㈯10時～11時30分
対象 未就学児～小

こ ど も お は な し 会
日時 5月18日㈯11時～11時40分
対象 乳幼児と保護者

シネマ松林①風と共に去りぬ
（後編）②わが谷は緑なりき

日時 �①5月18日㈯13時30分～16時②6月8
日㈯9時30分～12時
子育てホッと広場～手遊び、体操など

日時 5月22日㈬10時～11時30分
対象 乳幼児と保護者

さ つ き 展
日時 �5月25日㈯9時30分～16時、5月26日㈰

9時30分～15時
￥おいしいシソ入り梅干しづくり

日時 �6月1日㈯・15日㈯いずれも9時30分
～11時30分

定員 12人〈申込制（抽選）〉
申込 5月15日㈬～5月23日㈭
ほか 託児6か月以上6人〈申込制〉

初 級 太 極 拳 教 室
日時 6月4日㈫・11日㈫いずれも10時～12時
講師 山田光代さん（茅ヶ崎太極拳協会）
定員 20人〈申込制（先着）〉
申込 5月21日㈫～

ふれあいスポーツ広場
3 B 体 操 体 験

日時 6月8日㈯13時30分～15時
定員 10人〈申込制（先着）〉
申込 5月18日㈯～

R
リ ラ ッ ク ス

e l a x ま ま ヨ ガ
日時 �6月11日㈫・25日㈫いずれも10時～

11時30分
定員 各10人〈申込制（抽選）。幼児同伴可〉
申込 5月16日㈭～30日㈭

￥ ス タ ン プ あ そ び
ぴ よ ぴ よ ア ト リ エ

日時 6月12日㈬10時30分～12時
対象 1歳～未就学児と保護者10人〈申込制（抽選）〉
申込 5月22日㈬～6月5日㈬

￥これから始めるスマホ講座
日時 �6月18日㈫・19日㈬・25日㈫・26日

㈬いずれも9時30分～12時
講師 酒井健

けん

さん（パソボラ湘南）
定員 20人〈申込制（先着）〉

介 護 予 防 教 室
日時 6月21日㈮13時～15時
定員 20人〈申込制（先着）〉

鶴嶺公民館
〒253-0071　萩園2028-55
☎（87）1103　 （87）1103

子育ての広場カルガモ
乳幼児と家族の憩いの場

日時 5月23日㈭12時～16時
内容 14時～おばんばやしと遊ぼう

￥シニアのためのミニ講座～遊々クラブ
６月 は 梅 仕 事 ～ カ リ カ リ 梅 を 作 ろ う

日時 6月1日㈯10時～12時
対象 65歳以上の方15人〈申込制（先着）〉
申込 5月17日㈮～

ス ポ ー ツ 吹 矢
日時 6月16日㈰10時～12時
定員 20人〈申込制（先着）〉
申込 5月16日㈭～

悪徳商法・振り込め詐欺撃退講座
日時 6月26日㈬10時～11時30分
定員 60人〈申込制（先着）〉
申込 5月26日㈰～

サマーライブ出演者の募集
音楽・ダンス（個人・団体可）

日時 8月24日㈯13時～17時
対象 中～39歳の方10組〈申込制（先着）〉
申込 5月19日㈰～6月23日㈰

➡

申込すべて5月28日㈫～

➡

南湖公民館
〒253-0061　南湖6-15-1　
☎（86）4355　 （86）4355

ひだまり（子育てサポート）
フ リ ー ス ペ ー ス

日時 �①5月24日㈮②6月14日㈮いずれも10
時～14時

内容 ①11時～「一升餅でお祝い」
対象 未就学児と保護者

絵 本 と お 話 の 時 間
日時 6月8日㈯11時～11時40分

卓 球 開 放
日時 6月8日㈯13時～16時

￥じゃがいも掘ってカレーをつくろう
日時 6月15日㈯9時30分～13時
対象 小10人〈申込制（抽選）〉
申込 5月21日㈫～26日㈰

地 域 交 流 会
交 通 ル ー ル と マ ナ ー

日時 6月22日㈯10時～12時
定員 100人〈当日先着〉

￥チャレンジいけばな「七夕」
日時 6月29日㈯10時～11時30分
講師 松田光

こう

美
び

さん（いけばな講師）
対象 小以上の方10人〈申込制（先着）〉
申込 5月25日㈯～

ハワイ気分でフラ体験（男性）
日時 7月7日㈰13時30分～15時
講師 �角川聖

きよ

範
のり

さん（フラ・ハラウ・オ・レイナニ）
対象 小以上の男性15人〈申込制（先着）〉

親子で学ぶ普通救命講習会
日時 7月28日㈰13時30分～15時30分
対象 小以上の親子8組〈申込制（先着）〉
ほか �託児6か月～6歳5人〈申込制。7月14

日㈰まで〉

香川公民館
〒253-0082　香川1-11-1　
☎（54）1681　 （54）1681

か が わ キ ッ ズ デ ー
おはなし広場、将棋など

日時 6月1日㈯10時～15時
対象 幼児～

鶴 が 台 保 育 園「の び の び 広 場 」
保育士とリズム遊びや子育て相談

日時 6月5日㈬10時30分～11時30分
対象 未就学児と保護者15組〈当日先着〉

親子でのびのびリトミック
日時 �6月7日㈮・14日㈮いずれも10時～11

時30分
対象 �2日間参加できる1歳～4歳の親子10

組〈申込制（先着）〉
申込 5月16日㈭～

庭 木 の 剪
せ ん

定
て い

教 室
日時 6月9日㈰10時～16時（雨天時6月16日㈰）
定員 15人〈申込制（先着）〉
申込 5月18日㈯～

山田耕筰の茅ヶ崎の歌～一緒に歌おう
日時 6月9日㈰14時～16時
講師 内山喜代子さん
定員 70人〈申込制（先着）〉
申込 5月17日㈮～

文学講座～同時代に生きた芥川龍之介、
中島敦、カフカの人生テーマを考える

日時 6月23日㈰13時～15時
講師 中田雅敏さん（八洲学園大学教授）
定員 25人〈申込制（先着）〉
申込 5月19日㈰～

みんなの経済教室～初めての投資信託
仕 組 み、 種 類、 選 び 方 な ど を 学 ぶ

日時 6月30日㈰13時～15時
講師 山

やま

木
き

戸
ど

啓
けい

治
じ

さん（投資信託協会）
定員 25人〈申込制（先着）〉
申込 5月26日㈰～

キ ッ ズ エ ア ロ
日時 �6月1日㈯9時30分～10時15分・10時

45分～11時30分
対象 4歳～6歳の親子各回10組〈申込制（先着）〉

➡

申込すべて6月1日㈯～

➡

➡

申込すべて5月15日㈬～

➡

ほか 香川公民館HPで申し込みも可
プ ロ グ ラ ミ ン グ 講 座

日時 6月8日㈯①10時～12時②13時～15時
対象 �①小と保護者10組②スクラッチの基

本的な操作を習得している小と保護
者10組〈いずれも申込制（先着）〉

ほか 香川公民館HPで申し込みも可
学び語りあい未来をつくる
公 民 館 か ら の 広 が り

日時 6月22日㈯13時30分～16時、他2回
定員 50人〈申込制（先着）〉

小和田公民館
〒253-0023　美住町6-20　
☎（85）8755　 （85）8788

子どもの広場～マジックで楽しもう
日時 6月8日㈯10時～11時30分
対象 小以下

ちびっこ広場～リトミック・パネルシアター・
工 作・ 子 育 て サ ー クルコ ー ナ ー な ど

日時 6月11日㈫10時～11時30分
対象 乳幼児と保護者

元 気 ア ッ プ 体 操 教 室
①3B体操②アステム湘南

日時 �①6月21日㈮②7月19日㈮いずれも10
時～11時30分

定員 20人〈当日先着〉
脳トレ教室「健康マージャン」

日時 �7月6日・20日、8月3日・24日、9月
14日・21日、10月5日・19日いずれも
土曜日9時30分～12時

定員 16人〈申込制（先着）〉
申込 6月1日㈯～
ほか 松村次昭さん（すずめ会）協力

￥ 穏 や か な 暮 ら し「 寺 活 」
塗

ず

香
こ う

づくり、阿字観体験、瞑
め い

想
そ う

日時 6月18日㈫10時～12時
場所 長福寺
講師 �西島紫

むらさき

さん（和の調香師）、堀川隆
りゅうかん

寛
さん（長福寺住職）

定員 20人〈申込制（先着）〉
元気なうちに「実家片づけ講座」
介 護 の 準 備・遺 品 整 理 な ど

日時 6月23日㈰10時～12時
講師 川上さち子さん（ライフオーガナイザー）
定員 25人〈申込制（先着）〉
ほか 託児1歳以上6人〈申込制〉
うみかぜテラス
（体験学習センター）

〒253-0055　中海岸3-3-9　
☎（85）0942　 （85）0959

卓 球 開 放
日時 �6月2日㈰・23日㈰いずれも9時30分～

12時30分、6月14日㈮・17日㈪・28
日㈮いずれも13時30分～17時30分
写真映えするオブジェ作り

日時 6月8日㈯13時～17時
対象 �未就学児以上の方100人〈当日先着。

未就学児は保護者同伴〉
パラソル水族館を作ろう

日時 6月15日㈯9時～17時
対象 小5年生以上の方20人〈申込制（先着）〉
申込 5月17日㈮～

青少年会館
〒253-0045　十間坂3-5-37
☎（86）9961　 （86）9962

￥バスで行く江戸東京博物館と日本橋
日時 6月22日㈯8時30分～17時
対象 小～高と保護者19人〈申込制（抽選）〉
申込 5月15日㈬～22日㈬
ほか マイクロバスで送迎

図書館
〒253-0053　東海岸北1-4-55
☎（87）1001　 （85）8275

映画会①一般向け②子ども向け
日時 6月8日㈯①9時30分～②14時～
内容 �①「見知らぬ乗客」（字幕付き）②「ユ

➡

申込すべて5月17日㈮～

➡

ニコ」（手塚治虫原作アニメ）
おはなし会①小さい子向け
②赤ちゃん向け③小学生向け

日時 �①6月12日㈬・26日㈬いずれも15時～
②6月19日㈬10時30分～（受付10時～）
③6月1日・8日・22日いずれも土曜日
15時～
ミュージックD

デ ー

AY「はだかの王様
（劇団四季）」（日本語字幕付き）

日時 6月15日㈯9時30分～
茅ヶ崎の民話上演「馬

ば

頭
と う

観
か ん

世
ぜ

音
お ん

」、「香
か

川
が わ

義
ぎ

人
じ ん

伝
で ん

三
み つ

橋
は し

勘
かんじゅうろう

重郎」
日時 6月15日㈯14時～

￥楽しいフラワーデザイン
初 夏 の アレン ジメント

日時 6月18日㈫10時～12時
講師 吉澤美智子さん（まなびの市民講師）
定員 15人〈申込制（先着）〉
申込 5月17日㈮～

小学校での読み聞かせ　特別講演会
日時 6月22日㈯10時～12時
講師 徐

じょ

�奈美さん
定員 40人〈申込制（先着）〉
申込 6月2日㈰～

図 書 館 で 木 版 画
日時 �6月28日・7月26日・8月23日いずれも

金曜日10時～12時（全3回）
講師 �ナカムラケイイチさん（まなびの市

民講師）
定員 15人〈申込制（先着）〉
申込 6月1日㈯～

講座「おひとりさま」の備え
日時 6月29日㈯10時～12時
講師 渡辺和也さん（神奈川県行政書士会）
定員 30人〈申込制（先着）〉
申込 6月5日㈬～

図書館香川分館
〒253-0082　香川1-11-1
☎（51）4946

香川分館ブックリサイクル
日時 �5月25日㈯9時～17時、5月26日㈰9時

～16時
香川分館映画会「きょうはな
んてうんがいいんだろう」

日時 6月1日㈯14時～
香 川 分 館 お は な し 会
小 さ い 子 向 け

日時 6月15日㈯14時～

市民文化会館
〒253-0041　茅ヶ崎1-11-1
☎（85）1123　 （86）2754

東京バレエ団～子どものため
のバレエ「ドン･キホーテの夢」

日時 8月3日㈯14時～
ほか �全席指定S席大人5000円、高以下

2500円、A席大人4000円、 高以下
2000円。3歳以下不可。5月15日㈬～
前売開始
ミュンヘン･バッハ管弦楽団
バ ロ ッ ク の 神 髄

日時 9月29日㈰14時～
ほか �全席指定S席7500円、A席6000円、B席

4000円。未就学児不可

美術館
〒253-0053　東海岸北1-4-45
☎（88）1177　 （88）1201

第37回茅ヶ崎美術家協会展
日時 �6月11日㈫～7月7日㈰10時～18時（入

館は17時30分まで）
内容 �茅ヶ崎美術家協会会員と一般公募の

作品展示
￥香りを楽しむハーブティー会

日時 6月14日㈮13時～14時30分
�内容 �美術館の畑でハーブを収穫し、ハー

ブティーを楽しむ
対象 18歳以上の方16人〈申込制（先着）〉
申込 5月24日㈮～

ち が さ き
◆�申込欄に詳細がないものは9時～（美術館・うみかぜテラスは10時～）☎・来館で
◆￥があるものは有料
◆持ち物はお問い合わせください
◆小→小学生　㊥→中学生　高→高校生

6月の施設の休館日は8面をご覧ください
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　今年も湘南祭の季節がやってきました。特設ステージでは、フラダンスやハワイアン音楽などの華やかなショーが
繰り広げられ、会場には茅ヶ崎メンチやちがさき牛のハンバーガーをはじめ茅ヶ崎グルメを中心に50店以上の飲食や
物販ブースが並びます。ビーサン跳ばし選手権やビーチ雪合戦など、子どもが参加できるイベントも多く、家族で
一日中楽しめます。� 【湘南祭実行委員会事務局☎（58）1111、産業振興課観光担当】

ホストタウン　2020年東京大会に向けて、地域の活
性化や観光振興などの観点から、参加国・地域との

人的・経済的・文化的な相互交流を図る地方公共団体を国
が登録する制度です。

公民館、地域集会施設、文化資料館 3日・10日・17日・24日
うみかぜテラス（体験学習センター） 11日
青少年会館 1～17日・24日
図書館本館、図書館香川分館 3日・10日・17日・20日・24日
市民文化会館 24日
美術館 3～10日・17日・24日
ちがさき市民活動サポートセンター 19日
男女共同参画推進センターいこりあ 2日・9日・16日・23日・30日
勤労市民会館 24日
開高健記念館、茅ヶ崎ゆかりの人物館 3～6日・10～13日・17～20日・24～27日
スポーツ施設 10日

お財布と地球にやさしい食品ロス対策
もったいない！でムダなく暮らそう

6月主な施設の の休館日

相　談　名 日　時　・　場　所
市民相談 月〜金 8 時30分〜17時

市
　民
　相
　談
　課

市民安全相談／交通事故相談／防犯相談 月〜木 9 時〜17時

予
　約
　制

行政相談 第 2・4 水 13時〜15時

建築紛争相談 原則第 3 水 11時〜17時

法律相談（同じ内容は1人1回のみ） 火・木 10時〜15時30分

人権相談 第 2 金、第 4 火 13時〜16時

税務相談 第 1・3 水、第 4 木 13時〜16時

公証相談（遺言、大切な契約など） 第 2 月 13時〜16時

不動産相談 第 1・3 金 13時〜16時

多重債務法律相談 第 1 月、第 4 金 13時15分〜16時15分

分譲マンション管理相談 第 2 金 13時〜16時

司法書士相談（不動産、商業登記など）
第 2 火 13時〜16時

第 2 金 13時〜16時　寒川町役場町民相談室☎（74）1111

暮らしと事業の相談（相続手続きなど） 第 4 月 13時〜16時

多重債務相談 月〜金 8 時30分〜17時

犯罪被害者等支援相談
職員 月〜金 8 時30分〜17時

ピア神奈川 第 1・3 水 10時〜16時

消費生活相談
月〜金 9 時30分〜16時（消費生活センター）

月・木 10時〜16時（受付は15時まで）
寒川町役場消費生活相談室☎（74）1111

予
約
制

消費生活法律相談 第 2 金 13時〜16時（消費生活センター）

家計あんしん相談 第 1・3 木 11時〜11時50分、13時15分〜16時 5 分
（消費生活センター）

発明相談 第 3 金 13時〜16時 産業振興課商工業振興担当

生活自立相談 月〜金 8 時30分〜17時 生活自立相談窓口（市役所分庁舎 2 階）

がん相談 月〜金 8 時30分〜17時 市立病院がん相談支援センター☎（52）1111

相 談 窓 口 一 覧

相談日の前日 17 時
(法律相談、多重債務
法律相談は相談日の
前日15時)までに予約
がない場合は相談は
開設しません

湘南祭
5月25日㈯・26日㈰
10時～16時（雨天決行）
会場 サザンビーチちがさき

家族や友達と一日中楽しもう！

【臨時シャトルバス】
「茅ケ崎駅南口」～「サザン通り南」間の往復運行　運賃：現金180円（ICカード175円、小学生
以下は半額）　茅ヶ崎駅南口1番乗り場より8時5分から約15分間隔で運行（所要時間約10分）
【徒歩】JR茅ケ崎駅南口から会場まで約20分

★は当日参加OK

※�開催イベントは変更となる場合があります

2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会

北マケドニア共和国のホストタウンに登録
　市は4月26日に2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会における北マケドニア共和国
のホストタウンに登録されました。今後は、市民のみなさんに北マケドニア共和国を知ってもらう
ため、さまざまな交流を行います。 【男女共同参画課多文化共生担当☎（57）1414】

　平塚市のホストタウン相手国であるリトアニア共
和国のパラアスリートが、テストキャンプのために
来日します。期間中は柳島スポーツ公園総合競技
場でも練習を行います。この機会にパラアスリート
の練習を間近で見学してみませんか。

【スポーツ推進課推進担当☎（82）7136】

日時　5月21日㈫・23日㈭
いずれも9時30分〜12時（予定）

場所　柳島スポーツ公園

　やり投げ・砲丸投
げ・円盤投げなどの
投てき種目や、幅跳び、
100m走など7人の選
手が練習を行う予定で
す。練習中は静かに見
学しましょう。

柳島スポーツ公園

リトアニア共和国のパラ選手を応援しよう

ホストタウン登録記念イベント
マザー・テレサの国 北マケドニア共和国を知ろう
日時　5月20日㈪15時〜17時
場所　市役所分庁舎6階コミュニティホール
内容　 アナ・デレバン・ブラジェスカ臨時代理大使に

よる北マケドニア共和国の紹介など
定員　100人〈申込制(先着)〉
申込　5月17日㈮までに☎または市 で
ほか　 5月13日㈪〜17日㈮に市役所本庁舎市民ふれあ

いプラザでマザー・テレサパネル展を開催 　北マケドニア共和国は1945年、旧ユーゴス
ラビア構成共和国の一つとして発足。1991年、
旧ユーゴより独立。面積は約2万6000㎢で九州
の約3分の2の大きさで、人口は208万人、首都
はスコピエ（外務省 から引用）

　冷蔵庫の中の食品ロスから地球全体のムダまで、ちょっとした工夫で
ムダを減らしてみませんか。 

【保健所健康増進課健康づくり担当☎（38）3331】
日時　6月7日㈮10時〜12時
場所　市役所本庁舎4階会議室1・2
講師　 上村協子さん(東京家政学院大学教授、消費者庁「もったいないを行動

に！食品ロス削減のための戦略企画会議（外食分野）」座
長)、山本高大さん（NPO法人もったいないジャパン代表）

定員　100人〈申込制(先着)〉
申込　6月6日㈭までに☎または市 で

ステージエリア 屋台エリア
メインステージイベント
サザンCステージイベント
湘南ガールコンテスト2019（26日）

湘南屋台村
うみだしマーケット
子ども神

み

輿
こし

体験★
FM湘南ナパサ生放送
湘南ベルマーレブース

ビーチエリア
ビーチ�DE�福釣り★
ピストン砂浜ボクシング★
フレスコボール
第25回ビーチサッカー大会（25日）
桑田佳祐杯第17回パドルレースコンテスト（25
日）ビーサン跳ばし選手権（25日）★
ちびっ子ラグビー教室（26日）★
第4回ビーチラグビー大会（26日）
第20回SKIMBOARD�CONTEST（26日）
ビーチ雪合戦（26日）★

食 育
講演会

本部横のテントで一口100円で
販売。旅行券や家電など豪華賞
品が当たるかも！

昨年来日したパラアスリート

北マケドニア

セルビア

イタリア

ア ド リ ア 海

ボスニア・
ヘルツェゴビナ

モンテネグロ
コソヴォ

ブルガリア

ギリシャ

ア
ル
バ
ニ
ア

スポーツとして注目を集め
る雪合戦を砂浜で

毎年大人気！茅ヶ崎発祥の
ビーサン跳ばし

食育月間講演会

湘南在住で女優の
奥山佳恵さんが登場！
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人　口▶	 241,723人	 （前月比300人減）
世帯数▶	102,286世帯	（前月比175世帯増）

茅ヶ崎市 HP
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