
◆ 　　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

表彰

環境
保護猫たちの幸せ探し会 
市内で保護された猫たちの譲渡会

日時 �7月20日㈯、8月17日㈯いずれも11時～14時30分
場所 �ハスキーズギャラリーなど
ほか �譲渡条件などはChigasaki�Cat’s ProtectHP参照
問合 �保健所衛生課環境衛生担当☎(38)3317

かながわサイエンスサマー〜施設公開、ミニ 
講演会、簡単な科学実験体験など

日時 �7月25日㈭9時30分～15時30分
場所 �県衛生研究所(下町屋)
問合 �県衛生研究所企画調整課☎(83)4400

あまみずプロジェクト〜ポリバケツを 
使った雨水タンクをつくる工作教室

日時 �7月28日㈰10時～11時30分
場所 �市役所分庁舎F会議室
対象 �市内在住・在学・在勤の方5人〈申込制(先着)。親子参加も可〉
申込 �7月1日㈪～10日㈬に☎で
ほか �費用2000円(材料費)。製作した雨水タンクは各自

持ち帰り。見学のみは要事前連絡
問合 �下水道河川建設課水環境担当

湘南エコウェーブ「みんなで森を知ろう」 
みどりの勉強と森の探検

日時 �7月31日㈬8時30分～12時
場所 �日本大学生物資源科学部演習林(藤沢市亀井野)他
講師 �園

そ の

原
は ら

和
わ

夏
か

さん(日本大学生物資源科学部専任講師)
対象 �小学生15人〈申込制(先着)。親子参加も可〉
申込 �7月3日㈬～17日㈬に☎で
ほか �市役所集合・解散。マイクロバスで送迎。帽子・

長袖・長ズボン着用。水筒持参
問合 �環境政策課温暖化対策担当

福祉
土曜ミュージックサロン〜夜桜お七、思い出 
の渚、月の夜は、ジンジャー・ブロッサム他

日時 �7月20日㈯13時45分～14時45分
場所 �萩園いこいの里
ほか �アンドーバンド＆カメアロハ出演
問合 �萩園いこいの里☎(88)7513

高齢者の住まい探し相談会〜年齢を理由に 
断られた、一人で不動産店に行きづらいなど

日時 �7月25日㈭13時30分～
場所 �茅ヶ崎市社会福祉協議会
対象 �市内在住で民間賃貸住宅を探している60歳以上の

方5組〈申込制(先着)〉
申込 �7月24日㈬までに☎で
問合 �かながわ住まい・まちづくり協会☎045(664)6896

おはなしきいてね〜おばん囃
ば や し

子のみなさんに 
よる絵本の読み聞かせ、手遊び、絵描き唄など

日時 �7月25日㈭15時50分～16時20分
場所 �萩園いこいの里
問合 �萩園いこいの里☎(88)7513

子育て・教育
ポタジェガーデンを学ぼう〜第４弾 
収穫と調理

日時 �①7月17日、8月7日、9月4日･25日いずれも水曜日
10時～12時②7月21日、8月4日、9月8日･29日いず
れも日曜日10時～12時（いずれも全4回）

場所 �うみかぜテラス(体験学習センター)
講師 �長

な が

谷
た に

享
たかし

さん(半
は ん

農
の う

半
は ん

x
エックス

を楽しむ会)
定員 �各6人〈申込制(先着)〉
申込 �7月2日㈫～11日㈭
ほか �費用2000円(材料費)
問合 �うみかぜテラス☎(85)0942

夏休み自由研究応援講座 
「図書館を使いつくせ！」

日時 �7月23日㈫10時～12時・13時30分～15時30分
場所 �図書館
講師 �湘南ふじさわシニアネット
対象 �小学4～6年生各回10人〈申込制(先着)〉　
申込 �7月10日㈬～21日㈰
問合 �図書館☎(87)1001

藤沢市八ヶ岳野外体験教室(長野県南牧村) 
みんな集まれ!八ヶ岳キッズサマーキャンプ３日間

日時 �8月21日㈬～23日㈮(2泊3日)
内容 �ハイキング・キャンプファイヤーなど
対象 �市内・藤沢市・寒川町に在住・在学の小・中学生

40人〈申込制(先着)。最少催行人員30人〉
申込 �7月7日㈰10時～☎で
ほか �費用3万3000円(保険料込み。兄弟姉妹は2人目か

ら3万1000円)
問合 �八ヶ岳野外体験教室☎0267(98)5156

2歳児のほめ方、叱り方の練習 
「ほしつ☆メソッド」

日時 �8月28日㈬10時～12時
場所 �男女共同参画推進センターいこりあ
対象 �2歳児の保護者10人〈申込制(先着)〉
申込 �8月16日㈮までに☎で
ほか �託児6か月～未就学児〈申込制〉
問合 �こども育成相談課家庭児童相談室☎(82)1151

スポーツ
インディアカでいい汗かこう 
羽根付きのボールを使う４人制バレーボール

日時 �8月7日㈬9時40分～12時
場所 �総合体育館
対象 �新たにスポーツを始めたい方、スポーツ経験を生

かしたい方20人〈申込制(先着)〉
申込 �8月6日㈫までに☎で
ほか �室内用運動靴持参
問合 �茅ヶ崎インディアカ協会☎(88)6007森元

市民参加・市民活動
ようこそのはた in ちがさきサポセン

日時 �7月27日㈯10時～12時
場所 �ちがさき市民活動サポートセンター
内容 �使わなくなった服で東京2020オリンピック・パラ

リンピックに向けた旗づくり
講師 �佐々木枝里さん(C

チ ャ イ ル ド ツ リ ー

hildTree代表)
対象 �3歳以上の方30人〈申込制(先着)〉
申込 �7月1日㈪～22日㈪に☎で(住所・氏名・電話番号を

記入し、FAX(88)7546またはMails-center@pluto.pla
la.or.jpも可)�

ほか �費用100円(材料費)。手話・要約筆記あり
問合 �ちがさき市民活動サポートセンター☎(88)7546

市民の集い(市民集会) 
①松林地区②鶴嶺東地区

日時 �①7月27日㈯②8月4日㈰いずれも13時30分～
場所 �①松林公民館②鶴嶺東コミュニティセンター
内容 �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

文化・歴史
日本文学朗読会 
新美南吉　作「でんでんむしの悲しみ」他

日時 �7月16日㈫11時～
場所 �ハスキーズギャラリー(新栄町)
講師 �すみこさん(朗読サロン「風鈴草」)
ほか �費用500円(うち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

まなびの市民講師自主企画講座 
アートビーチサンダル手彫り体験

日時 �7月23日㈫・24日㈬いずれも14時～16時・16時～18時
場所 �ハマミーナまなびプラザ会議室
講師 �阿部俊行さん(まなびの市民講師)
対象 �小学生以上の方各回20人〈申込制(先着)〉
申込 �7月1日㈪～B

ベ ベ ッ ト

EBET☎080(3215)6173阿部または氏名・�
電話番号を記入し、Mailbebet.shonan@gmail.comへ

ほか �費用1300円(参加費)
問合 �文化生涯学習課生涯学習担当

夏休み子どもワークショップ①海岸の植物の観察と 
標本づくり②貝の観察と樹脂封入標本づくり

日時 �①7月26日㈮、8月23日㈮いずれも10時～12時②8
月23日㈮13時～15時30分

場所 �文化資料館
対象 �小学3年生～中学生各10人〈申込制(抽選)。①は両

日参加できる方〉
申込 �7月2日㈫～7日㈰9時～16時に☎または市HPで
ほか �詳細は申し込み後に郵送
問合 �文化資料館☎(85)1733

まなびの市民講師自主企画講座 
懐かしのフォークソングを歌おう

日時 �7月28日㈰14時～16時
場所 �うみかぜテラス(体験学習センター)

講師 �矢嶋望
のぞみ

さん(まなびの市民講師)
対象 �18歳以上の方20人〈申込制(先着)〉
申込 �7月1日㈪～矢嶋☎090(9233)0273へ
ほか �費用100円(参加費)�
問合 �矢嶋望☎090(9233)0273、文化生涯学習課生涯学習担当

まなびの市民講師自主企画講座 
思い出の小物でリースを作ろう

日時 �8月2日㈮・3日㈯10時～12時
場所 �市民ギャラリー創作室A
講師 �小林ゆう子さん(まなびの市民講師)
対象 �小学生各日8人〈申込制(先着)〉
申込 �7月1日㈪～12日㈮に小林☎(51)2490へ(住所・氏名・

学年・電話番号を記入し、FAX(51)2490も可)
ほか �費用500円(参加費)。思い出の小物1～3個(ボンド

接着可能で軽量な物)、工作ばさみ持参
問合 �文化生涯学習課生涯学習担当

吟詠コンクール①予選②決選(いずれも 
指定の課題詩・課題短歌から選択)

日時 �①8月17日㈯9時20分～②11月3日(日・祝)9時40分～
場所 �①うみかぜテラス(体験学習センター)②市民文化会館
対象 �市内在住・在勤・在学の方で各区分において優勝

経験のない方〈申込制〉
申込 �7月10日㈬(必着)までにはがきに住所・氏名・年齢・�

電話番号、参加区分、本数、伴奏番号を記入し、〒253-�
0073中島1379-2-E-509妹

せ

山
や ま

國
こ く

彰
しょう

へ郵送
ほか �費用中学生以下500円、高校生1000円、一般2000

円(いずれも弁当代込み)。一般で課題詩と短歌両
方に出場する人は3000円

問合 �吟
ぎ ん

剣
け ん

詩
し

舞
ぶ

部
ぶ

会
か い

☎(88)9430妹山

市民文化祭「クラシックコンサート」 
器楽(2台ピアノ可)・声楽の演奏者募集

日時 �10月12日㈯13時～
場所 �市民文化会館
対象 �市内在住・在勤・在学の方〈申込制〉
申込 �7月25日㈭(必着)までに往復はがきに住所・氏名・

年齢(学年)・電話番号、演奏形態・曲目・作曲者名・
演奏時間(10分以内、声楽・高校生以下は7分以内)・
伴奏者氏名を記入し、〒251-0026藤沢市鵠沼東4－
13－203水野玲子へ郵送

ほか �費用4000円。高校生以下は10月3日㈭18時～リハー
サルあり(参加必須)

問合 �茅ヶ崎市文化団体協議会音楽部会☎0466(50)1903水野
茅ヶ崎ロコ・スタイル・フェスティバル 
発表会ステージ参加フラ教室

日時 �10月12日㈯～14日(月・祝)
場所 �市民文化会館大ホール
申込 �7月31日㈬までにフラ教室名、電話番号・メールア

ドレス、担当者名を記入し、Maillocostylefestival@
gmail.comへ

ほか �費用など詳細は要問い合わせ
問合 �茅ヶ崎ロコ・スタイル・フェスティバル実行委員

会Maillocostylefestival@gmail.com、男女共同参
画課多文化共生担当☎(57)1414

健康
成人糖尿病教室 

「糖尿病と付き合う方法」応用編
日時 �7月16日㈫14時～16時
場所 �市立病院
講師 �佐藤忍(市立病院代謝内分泌内科医師)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

検査結果が気になる方の栄養教室 
コレステロール、中性脂肪、血糖値対策

日時 �7月23日㈫10時～12時
場所 �保健所講堂
講師 �管理栄養士(市職員)
対象 �市内在住で40歳～74歳の方30人〈申込制(先着)〉
申込 �7月22日㈪までに☎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

区　分 区分条件(４月1日現在)
合吟の部 5人組(年齢制限なし)
独吟の部・少年の部 中学生以下
一般一部 高校生～49歳の方
一般二部 50歳～65歳の方
一般三部 66歳～79歳の方
一般四部 80歳以上の方
一般五部 短歌(年齢制限なし。他の部と重複出場可)

※ 日本吟剣詩舞振興会指定吟剣詩舞道伴奏集、続吟剣詩舞道伴奏集
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