
（6面へ続く）

ス株式会社事業推進室担当課長）、上野ひろみさ
ん（NPO法人ちがさき自然エネルギーネットワーク
代表理事）、益永律子さん（認定NPO法人サポート
ちがさき代表理事）

定員 50人〈申込制(先着)〉
申込 �6月15日㈯～☎で（住所・氏名・電話番号を記入し、

Mails-center@pluto.plala.or.jpまたは FAX(88)7546
も可）

ほか �手話・要約筆記あり。託児6か月～3歳5人〈いずれ
も申込制。6月21日㈮まで〉

問合 �ちがさき市民活動サポートセンター☎(88)7546
市民のつどい（市民集会）浜須賀地区
市民と行政（市長・職員）との対話

日時 �7月13日㈯13時30分～
場所 �浜須賀会館
ほか �浜須賀地区まちのちから協議会主催
問合 �市民自治推進課地域自治担当

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・リフォーム、欠陥住宅など

日時 �7月3日㈬10時～16時
場所 �市役所本庁舎市民ふれあいプラザ
申込 �7月2日㈫までに☎で
ほか �建築確認の副本または間取り図など持参
問合 �建築指導課建築安全担当

文化・歴史
国史跡「下寺尾西方遺跡」文化財講演会
東アジアのなかの南関東弥生文化

日時 �6月22日㈯14時～
場所 �市役所本庁舎会議室3
講師 �寺

てらまえ

前直人さん（駒澤大学教授）
定員 �100人〈当日先着〉
問合 �社会教育課文化財保護担当

「広報ちがさきにみる昭和と平成」
広報紙の変遷から地域社会の移り変わりを紹介

期間 �6月29日㈯～8月31日㈯
場所 �文化資料館
問合 �文化資料館☎(85)1733

ちがさき平和美術展
絵画、彫刻、版画などの作品募集

日時 �7月8日㈪～13日㈯10時~18時（最終日は17時まで）
場所 �市民文化会館展示室
ほか �7月7日㈰10時～16時に絵画・彫刻・版画などを搬

入。出展料1点3000円、2点4000円
問合 �ちがさき平和美術展実行委員会事務局☎

080(5015)7224近藤

�
千羽鶴作成ボランティア募集
折り鶴の色の仕分け、糸通し（全5回）

日時 �7月9日㈫・10日㈬・11日㈭・16日㈫・17日㈬いず
れも10時～12時

場所 �男女共同参画推進センターいこりあ
定員 �24人〈申込制(先着)〉
申込 �7月5日㈮までに☎で（住所・氏名・電話番号を記

入し、FAX(57)1666または市HPも可)
ほか �ふとん針(9cm程度)、はさみ持参。折り鶴がなく

なり次第終了
問合 �男女共同参画課多文化共生担当☎(57)1414

初心者のフラダンス教室（全5回）
日時 �7月12日・19日・26日、8月2日・9日いずれも金曜

日10時～11時30分
場所 �老人福祉センター
対象 �市内在住で60歳以上の方40人〈申込制(抽選)〉
申込 �7月2日㈫(必着）までに往復はがきに、住所・氏名・

年齢・電話番号、講座名を記入し、〒253-0044新
栄町13-44茅ヶ崎市老人クラブ連合会へ

ほか �費用300円（初回のみ）
問合 �茅ヶ崎市老人クラブ連合会☎(58)5281

おやこ茶道教室
親子で気軽に楽しめる入門講座

日時 �7月28日㈰10時～12時
場所 �松

しょうらいあん

籟庵
講師 �茅ヶ崎茶道会(裏千家)
対象 �小・中学生と保護者10組〈申込制(先着)。2人1組〉
申込 �7月3日㈬10時～☎で
ほか �費用1人300円。未就学児の同伴不可
問合 �松籟庵☎(87)5258

講演会「くらしにみる時代の変化」
日時 �8月3日㈯10時～12時
場所 �図書館
講師 �加藤厚子さん(学習院女子大学講師)
定員 �50人〈申込制(先着）〉
申込 �6月18日㈫～☎で
問合 �文化資料館☎(85)1733

健康
成人糖尿病講演会「糖尿病性腎症につい
て」他

日時 �6月25日㈫14時15分～16時
場所 �市立病院2階講堂
講師 �藤本裕

ひろとし

俊(市立病院腎臓内科医師)他
定員 �50人〈当日先着〉
問合 �市立病院病院総務課経営総務担当☎(52)1111

市立病院職員による出張講座
認知症予防の運動～家でも運動しよう

日時 �6月26日㈬14時～15時30分
場所 �鶴嶺西コミュニティセンター
講師 �市立病院リハビリテーション科作業療法士
定員 �100人〈当日先着〉
問合 �市立病院医事課医事担当☎(52)1111

市立病院職員による出張講座
「形成外科ってなにする科？」

日時 �6月27日㈭14時～15時30分
場所 �茅ヶ崎地区コミュニティセンター
講師 �三上太郎（市立病院形成外科科部長）
定員 �100人〈当日先着〉
問合 �市立病院医事課医事担当☎(52)1111

�
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 �7月1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
対象 �男性は17歳～69歳、女性は18歳～69歳(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
る方のみ)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 �7月3日・10日・24日いずれも水曜日14時～17時
場所 �保健所保健予防課
申込 �随時☎で
ほか �申し込み時に相談内容の聞き取りあり
問合 �保健所保健予防課保健対策担当☎(38)3315

統合失調症家族教室
相談・制度・社会資源を知る

日時 �7月23日㈫14時～16時
場所 �保健所第1会議室
講師 �地域生活支援センター元町の家相談員
対象 �統合失調症の方の家族〈申込制〉
申込 �7月22日㈪までに☎で
問合 �保健所保健予防課保健対策担当☎(38)3315

東大プログラムでフレイルチェック～身体や心の
衰えをチェックし、健康でいるためのコツを学ぶ

日時 �①7月26日㈮②8月8日㈭いずれも10時～12時
場所 �①小和田地区コミュニティセンター②小和田公民館
対象 �市内在住でおおむね65歳以上の方30人〈申込制(先

着）〉
申込 �①6月17日㈪～7月25日㈭②6月20日㈭～8月7日㈬

にいずれも☎で
問合 �①高齢福祉介護課支援給付担当②小和田公民館

☎(85)8755

�
口腔がん検診

日時 �7月28日㈰10時～13時
場所 �保健所2階
対象 �市内在住の方50人〈申込制（抽選）〉
申込 �7月4日㈭（必着）までに往復はがき（1人1枚）に、住

所・氏名（ふりがな）・生年月日・電話番号、口腔
がん検診希望と記入、返信用表面に返信先住所・
氏名を記入し、〒253-0041茅ヶ崎3-4-23茅ヶ崎市
地域医療センター2階茅ヶ崎歯科医師会事務局口
腔がん検診係へ郵送

ほか �抽選結果・検診時間は7月中旬に発送予定
問合 �茅ヶ崎歯科医師会☎(62)0981

産業・雇用
起業したい女性のためのSNS活用術
フェイスブック実践編

日時 �7月4日㈭10時30分～12時30分
場所 �勤労市民会館
対象 �自分のスマートフォン(スマホ)にLightroomCC(ア

プリ)をインストール済みの方15人〈申込制(先着）〉
申込 �6月15日㈯～7月3日㈬10時～21時に☎で(勤労市民

会館HPも可)
ほか �費用500円（受講費）
問合 �勤労市民会館☎(88)1331

�
ホノルルウイークプレイベント�ハワイアンデー
ハワイアンバンド演奏・フラダンスショー

日時 �7月6日㈯12時30分～16時30分
場所 �勤労市民会館
問合 �勤労市民会館☎(88)1331

パワーポイントによるプレゼンテーション力向上講座
（Office2010以上のバージョンが対象）

日時 �7月7日㈰10時～16時
場所 �勤労市民会館

【ちがさき市民活動サポートセンター☎(88)7546】

イベント出店予定などはFacebookをご覧ください
問　合　�古知屋友里☎090(8896)0019、 0467(55)1562、�

shonan1leben@gmail.com

市民まつりで里親探し

古
こ ち や

知屋友
ゆ り

里代表

プレミアム付き商品券 取扱店募集
　消費税・地方消費税率の10％への引き上げが低所得者・子育て世帯の
消費に与える影響を緩和するとともに、地域における消費を喚起するこ
とを目的として、市内で使える「茅ヶ崎プレミアム付き商品券」を9月中旬
から販売します。その取扱店を6月17日㈪から募集します。
　7月19日㈮までに申し込みをした店舗は、商品券購入者に配布するパン
フレットに店舗名などが掲載されます。たくさんの申し込みをお待ちし
ています。� 【産業振興課商工業振興担当】

対象　市内に店舗がある事業所〈申込制〉
申込　�申請書(6月17日～市役所産業振興課・市政情報コーナー、茅ヶ崎

商工会議所で配布）に必要事項を記入し、〒253-8686茅ヶ崎市役所
産業振興課へ郵送または持参(市HPまたはプレミアム付き商品券専
用HP (7月開設予定)も可)

ほか　�説明会は7月に開催予定。商品券(1枚500
円)の販売期間は9月中旬～2020年2月末
日(予定)、使用期間は10月1日㈫～2020
年3月31日㈫

プレミアム付き商品
券の詳細は、7月1日
号でお知らせします

湘南1Leben
Facebook

　犬の殺処分制度、生体販売などペットを取り巻く厳しい環境
の改善を目指し、動物に関わる問題を多くの方に知ってもらう
ために活動しています。

　幅広い世代のメンバーが、殺処分の多い県から救出した犬の世話を行って
います。市民まつりなどのイベントでは、犬たちが新しい飼い主に巡り合え
る機会として里親探しをしています。少しでも不幸な命を救い、新しい家族

につなげたいとの思いで活動しています。
　動物の命の尊さを知り、動物を飼う覚悟と正しい知
識を持ち、「真のパートナーとなってほしい」という願
いを込めた啓発活動にも取り組んでいます。　　
　不要になったドッグフードの寄付などは随時受け付
けています。
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