
あそびフェスタ

　今年のしろやまフェスタは、夏休みの自由研究に最適な工作やスーパージャグリング
ショーなど楽しいイベントが盛りだくさん！南極やホストタウンである北マケドニア共和
国について学ぶ特別講座「市民大

だいがく

楽まなびーな」も開催します。ぜひ遊びに来てください。�
【文化生涯学習課生涯学習担当】

時間　10時～15時
場所　ハマミーナまなびプラザ体育室・音楽室他
ほか　�事前申込制・有料の講座あり

フラワーデザイン、ぷるぷる忍者、P
フ ォ ト シ ョ ッ プ

hotoshop
で塗り絵＆お面、無添加リップクリーム、Ｋ

キ ー プ

EEPレ
フトプレート、編み紙アート、綿棒立体アート、
デコレーションスライム、竹とんぼ、ハワイアン
リボンレイ
フラダンス、ハンドベル、赤とんぼ音頭・浜辺の
歌&浜降サンバ、音楽リトミック

学びフェスタ2019
まなびの市民講師による

　市民団体のみなさんによるステージ
や、桔

ききょう

梗ブラザーズスーパージャグリ
ングショーなどステージイベント多数
（観覧無料）
場所　BRANCH茅ヶ崎2

時間　�10時30分～11時30分
場所　�しろやま公園せせらぎ
問合　��NPO法人まちづくりスポット�

�茅ヶ崎☎(89)2501

第４回 しろやまフェスタ 8月3日㈯
楽しみながら学べるイベントがいっぱい！

しろやまプカプカみずあそび

詳細は市 で

編み紙アート 綿棒立体アートフラワーデザイン

BRANCHフェスタ 10時～15時

桔梗ブラザーズ

時間　10時～15時
場所　まちスポ茅ヶ崎

つくるワークショップ作品展 工作教室の作品展示

時間　10時～14時30分
場所　�ハマミーナまなびプラザ会議室・

調理室
1時限目　南極教室
2時限目　茅ヶ崎市の歴史・自然
3時限目　 北マケドニア共和国料理を 

作って食べよう！

 特別講座

「市民大楽まなびーな」

南極の氷も

見られるよ

学びフェスタと市民大楽まなびーなの申し込みは
7月17日㈬～市役所文化生涯学習課☎(82)1111�
または市 で

工作

体験

（5面へ続く）

2～6年生20人〈いずれも申込制(先着)〉
申込 �8月10日㈯8時30分～総合体育館窓口で
ほか �費用2500円(申し込み時に支払い)
問合 �総合体育館☎(82)7175

茅ヶ崎インディアカ交流大会
①男子・女子・混合の部②交流の部

日時 �9月15日㈰9時～
場所 �市体育館
対象 �①茅ヶ崎インディアカ協会員②市内在住の中学生

以上の愛好者〈いずれも申込制〉
申込 �8月30日㈮17時までに☎または申込書(市HPで取得

可)をFAX(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

市総合体育大会
テニス競技一般の部(ダブルス)

日時 �9月15日㈰・16日(月･祝)・23日(月･祝)・29日㈰、10月
13日㈰いずれも9時～(予備日10月14日(月･祝)・20日
㈰・27日㈰)

場所 �茅ヶ崎公園庭球場
内容 �一般男子A・B、女子A・B、混合ダブルスA・B(Aは

試合経験豊かな中・上級者。Bは初・中級者)
対象 �ペア2人とも市内在住・在勤・在学の方または茅ヶ

崎市テニス協会加盟団体に所属している方〈申込制〉
申込 �7月16日㈫～8月15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(土・日曜日、祝日を除く)

ほか �費用1組1000円
問合 �スポーツ推進課推進担当☎(82)7136

全国統一かけっこチャレンジ2019(50m・100m競走)
記録証、ゴール時の判定写真付き

日時 �9月22日㈰9時～14時
場所 �柳島スポーツ公園
対象 �5歳以上の方計300人〈申込制(先着)〉
申込 �8月5日㈪10時～9月8日㈰23時59分に専用HP(http://

www.kakekko-japan.com/entry2019)で
ほか �費用1種目1100円(高校生以下は600円)
問合 �柳島スポーツ公園☎(73)8632

第14回湘南国際マラソンボランティア募集
日時 �12月1日㈰(大会当日)
対象 �大会当日15歳以上で大会当日以外に11月16日㈯・

17日㈰の「ボランティア準備会」に参加できる①個
人またはグループ(2～10人)②11人以上の団体〈い
ずれも申込制〉

申込 �8月30日㈮までに①申込書(市内各施設で配布中。
湘南国際マラソンHPで取得も可)を〒259-0111中
郡大磯町国府本郷438湘南国際マラソンボラン
ティアセンター宛へ郵送②☎で

ほか �ID、スタッフウェア、帽子、昼食代替を支給。そ
の他準備・片づけなど活動日あり

問合 �湘南国際マラソンボランティアセンター�
☎0463(70)6668(平日10時～17時30分)

市スポーツ全国大会等出場祝金
　市内在住の方で、全国大会以上の競技に出場する選手
や指導者に祝金を交付します。当該大会出場日の30日後
までに申請が必要です。詳細は市HPをご覧ください。
問合 �スポーツ推進課推進担当☎(82)7136

スタンドアップパドルサーフィン(SUP)体験教室
日時 �7月20日㈯～9月1日㈰の8時30分～10時(荒天中

止。除外日あり)
場所 �茅ヶ崎海岸ヘッドランド付近
対象 �4歳～中学生各日4人〈申込制(先着)。参加者は保

護者の同意が必要。小学3年生以下は保護者同伴〉
申込 �希望日の前日までに☎で
ほか �費用1人2000円(保険料、レンタル料込み)
問合 �NPO法人SUPUスタンドアップパドルユニオン�

☎090(7359)2855吉田(16時～20時)

福祉
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。病気の方は主治医へ相談
問合 �高齢福祉介護課支援給付担当

8月 時間 場所
1日㈭ 10時～12時 茅ヶ崎地区コミュニティセンター
2日㈮ 10時～12時 小和田公民館

4日㈰ 9時30分～
11時30分 汐見台パシフィックステージ※

6日㈫ 10時～12時 パルバル湘南スポーツクラブ※

7日㈬ 10時～12時 うみかぜテラス(体験学習センター)
14時～16時 青少年会館

8日㈭
10時～12時 さがみ農協茅ヶ崎ビル
14時～16時 松浪コミュニティセンター
14時～16時 ダンロップスポーツクラブ茅ヶ崎店※

13日㈫ 14時～16時 ハマミーナ※
15日㈭ 14時～16時 鶴が台団地※
16日㈮ 14時～16時 高砂コミュニティセンター

18日㈰ 10時～12時 茅ヶ崎たすけあいひろばぽかぽか※
10時～12時 松林ケアセンター※

20日㈫ 10時～12時 萩園いこいの里

21日㈬ 10時～12時 浜須賀会館
10時～12時 小和田地区コミュニティセンター※

22日㈭ 10時～12時 しおさい南湖

23日㈮

10時～12時 鶴嶺東コミュニティセンター
10時～12時 香川公民館
10時～12時 小出地区コミュニティセンター※
14時～16時 香川公民館
14時～16時 海岸地区コミュニティセンター※

27日㈫ 10時～12時 コミュニティセンター湘南

28日㈬ 10時～12時 鶴嶺西コミュニティセンター
14時～16時 鶴嶺公民館

※印の会場は上履きを持参

翔の会実践発表会
「さまざまな関係の中でわたしを生きる」

日時 �7月28日㈰13時～16時30分(開場12時30分)
場所 �ラスカ茅ヶ崎(元町)
内容 �障害者や家族、支援者の活動を映像とディスカッ

ションを通して学ぶ
定員 �150人〈申込制(先着)〉
申込 �7月27日㈯までに翔の会☎(54)5424へ(住所・氏名・

電話番号、団体名を記入し、FAX(54)5498も可)
問合 �社会福祉法人翔の会☎(54)5424一関･増田

入門要約筆記講習会〜聞こえに不自由の
ある方へ文字で伝える支援方法を学ぶ

日時 �①8月30日～9月27日の毎週金曜日10時～12時(全5
回)②8月30日、9月6日、10月4日・11日・18日いず
れも金曜日10時～12時(全5回)

場所 �市役所分庁舎D会議室他
内容 �①手書きコース②パソコンコース
対象 �市内在住・在勤の方各15人〈申込制(抽選)〉
申込 �8月16日㈮(必着)までにはがきに住所・氏名・電

話番号、講習会名、希望するコースを記入し、
〒253-8686茅ヶ崎市役所障害福祉課へ郵送

ほか �両コース受講も可。②Windowsのパソコンを持参
問合 �障害福祉課障害福祉推進担当

市民参加・市民活動
小出コミセンまつり〜模擬店、寄贈品
販売、キッズコーナーなど

日時 �7月28日㈰9時20分～20時
場所 �小出地区コミュニティセンター、皆楽荘
問合 �小出地区コミュニティセンター☎(54)6525

なんでも夜市〜フリーマーケット、飲食・模擬店、
野外映画、盆踊り・フォークダンス、祭囃

ば や し

子など
日時 �8月3日㈯16時～20時
場所 �中央公園
問合 �市民自治推進課地域自治担当

市と協働して地域課題を解決しませんか
市民提案型協働推進事業の企画案を募集

対象 �市民活動団体など
申込 �8月19日㈪までに申込書(7月15日(月•祝)～ちがさき市

民活動サポートセンターで配布。ちがさき市民活動
サポートセンターHPで取得も可)を〒253-0041茅ヶ
崎3-2-7ちがさき市民活動サポートセンターへ郵送

ほか �意見交換会(9月)の参加必須。詳細は市HP参照
問合 �ちがさき市民活動サポートセンター☎(88)7546

｢神奈川県弁護士会人権賞｣候補者
個人・団体(自薦・他薦可)

　県内で人権侵害に対する救済活動、人権思想の普及・
確立に尽力した個人・団体を募集します。
申込 �7月31日㈬までに推薦書(神奈川県弁護士会HPで取

得可)と関係資料を〒231-0021横浜市中区日本大
通9神奈川県弁護士会業務課「人権賞」係へ郵送(持
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◆ 　　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

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。

1000


