
（6面へ続く）

【ちがさき市民活動サポートセンター☎(88)7546】

活動日　詳細はHPをご覧ください
問　合　�近藤健治☎090(4007)3098、 ken.kondo@nifty.com

ほのぼのビーチフェスティバルはボラン
ティアの方と協力して運営

　1968年に「ふしぎなえ」で絵本デビューをした安野光雅は、親しみやす
さと不思議や謎解きにあふれた絵本で知られ、大人から子どもまで多く
の人々を引きつけています。本展覧会では絵本、原画、挿絵、装丁、ポスター
などを展示し、安野光雅の世界の全貌を紹介します。

【広域事業政策課広域分権担当】

開館時間� �9時30分～17時(入館は16時
30分まで)

休館日� �月曜日(ただし7月15日、8月12日
は開館)、7月16日㈫、8月13日㈫

観覧料� �一般800円(640円)、高校・
大学生500円(400円)�
※�（　）内は20人以上の団体
料金。中学生以下、毎週土
曜日は高校生無料

問合�� 平塚市美術館☎0463(35)2111
「ふしぎなえ」1968年　
津和野町立安野光雅美術館蔵　©空想工房 ほのぼのビーチ茅ヶ崎

　誰もが安心して利用できるきれいな海岸を残していくた
めに、茅ヶ崎を中心に活動しています。

　さまざまな年代の海好きが集まり、海岸美化の意識啓発活動や海岸の安全
と利用形態の模索、勉強会や環境イベントの企画運営を行っています。茅ヶ

崎海岸ヘッドランドで毎月第1日曜日の9時か
らビーチクリーンを行うほか、7月28日㈰には
海岸で音楽を楽しむイベント「ほのぼのビー
チフェスティバル」、秋には「100年先にも美し
く豊かな海岸」を理念とした「なぎさシンポジ
ウム」を開催予定です。
　海が好きな方、環境汚染や地球温暖化が気に
なる方、一緒に活動しませんか。

絵本とデザインの仕事安
あ ん

野
の

光
み つ

雅
ま さ

展
7月6日㈯～8月25日㈰

石川眞紀代表

平塚市美術館

HP

参も可)
ほか �11月2日㈯に贈呈式を予定
問合 �神奈川県弁護士会☎045(211)7705

文化・歴史
七夕茶会
作法は気にせずどなたでも

日時 �7月21日㈰10時～15時
場所 �松

しょうらいあん

籟庵
定員 �100人〈当日先着〉
ほか �費用300円。受付は14時30分まで
問合 �松籟庵☎(87)5258

人権啓発講演会「このごろ、つくづく思
うこと〜記者人生40年を振り返って」

日時 �7月30日㈫13時30分～16時
場所 �市民文化会館
講師 �藤井昭三さん(元京都新聞記者)
問合 �国連NGO横浜国際人権センター☎045(261)3855

小学4〜6年生対象ワークショップ
エンゲキのトビラ「オバケだらけの夏祭り」

日時 �8月1日㈭～3日㈯10時～12時(3日は12時30分まで)
場所 �市民文化会館
対象 �全日参加できる小学4～6年生20人〈申込制(先着)〉
申込 �7月31日㈬まで(住所・氏名・電話番号、学校名、学

年を記入し、Mailinfo@chigasaki-arts.jpも可)
ほか �費用1000円(3日分)
問合 �市民文化会館☎(85)1123

まなびの市民講師自主企画講座
ジャズヴォーカル初級講座(リズム・発声)

日時 �8月4日、9月1日、10月6日いずれも日曜日10時～12時
場所 �ハマミーナまなびプラザ音楽室
講師 �泉

いずみしげのり

成勲さん(まなびの市民講師)
対象 �全日受講可能な20歳以上の方15人〈申込制(先着)〉
申込 �7月15日(月･祝)～泉☎090(2235)2015へ
ほか �費用500円。筆記用具、録音機材、飲み物持参
問合 �文化生涯学習課生涯学習担当

紙芝居や朗読の会〜出演団体募集
25分以内・8団体程度

日時 �10月5日㈯12時～16時
場所 �市民文化会館
対象 �市内在住・在勤・在学または市内の教室などに所

属し、大掛かりな設備を必要とせず、運営準備に
参加できる団体〈申込制(先着)〉

申込 �7月31日㈬までに☎で(団体名、代表者連絡先、演
目内容を記入し、Mailyumihaseg@gmail.comも可)

ほか �費用2000円。準備にかかる経費は自己負担。申し
込み前に事前連絡が必要

問合 �ミニシアターズ☎080(6729)8008
市民文化祭「俳句大会」
身近な秋を俳句で表現

日時 �10月6日㈰10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 �8月9日㈮(消印有効)までに現金書留で投句料1000

円と兼題「文化の日(文化祭も可)」と「月(秋の季
語)」で各題1句計2句(未発表の作品に限る)を同封
し、〒253-0072今宿360-3-1-203清水呑

どんしゅう

舟へ郵送
ほか �費用1000円(昼食代込)
問合 �俳句部会☎(86)3175清水

市民文化祭演劇公演「丹後の局と民話の
主役たち」の出演者やスタッフ募集

内容 �12月1日㈰
対象 �小学生6～8人、中学生以上の男女各5人〈申込制〉
申込 �7月31日㈬までに☎で(氏名・電話番号を記入し、

FAX(87)0110またはMailshonanza7@gmail.comも可)
問合 �映像演劇部会☎080(6729)8008長谷川

ちがさき第九を歌う会
①ソプラノ・アルト②テノール・バス

内容 12月15日㈰の第九演奏会に出演の合唱団員
対象 �小学5年生以上で練習日程(全16回)のうち10回程

度参加できる方①各70人②各30人〈いずれも申込
制(先着)〉

申込 �7月20日㈯～27日㈯に申込書(市民文化会館で配
布中)を持参(申込書は1人1枚)

ほか �費用6000円、高校生以下4000円(申し込み時に支
払い)。9月1日㈰の練習と12月14日㈯のリハーサ
ルの参加は必須

問合 �市民文化会館☎(85)1123

健康
優生手術等を受けた方への一時金の支
給等についての相談受付

　4月24日に「旧優生保護法に基づく優生手術等を受け
た者に対する一時金の支給等に関する法律」が公布・
施行されました。それに伴い、県では旧優生保護法に
基づく優生手術等を受けた方に対する一時金の支給等
について、☎またはFAXで相談等を受け付けています。
問合 �県旧優生保護法に関する一時金支給受付・相談

窓口☎045(663)1250、FAX045(210)8860
市立病院職員による出張講座
正しいスキンケアしませんか

日時 �7月30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 �皮

ひ ふ

膚・排泄ケア認定看護師
定員 �100人〈当日先着〉
問合 �市立病院医事課医事担当☎(52)1111

精神保健医師によるこころの健康相談
日時 �8月1日㈭・30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

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 �8月5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
フットケア教室〜よくわかる 糖尿病患
者さんの足のお手入れ方法(応用編)

日時 �8月6日㈫14時～15時
場所 �市立病院
講師 �市立病院看護師(療養指導士)
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

医師によるもの忘れ相談
日時 �8月6日㈫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

がん集団検診〜胃・大腸・乳(マンモグ
ラフィ)・子宮がん

日時 �8月10日㈯
場所 �保健所講堂
申込 �7月18日㈭～〈申込制(先着)〉
問合 �保健所健康増進課健康づくり担当☎(38)3331

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(昭和20)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

東大プログラムでフレイルチェック
健康でいるためのコツを学ぶ

日時 �①8月29日㈭②9月6日㈮いずれも10時～12時
場所 �①市役所分庁舎会議室D･E②小出地区コミュニティ

センター
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)。①は過去にフレイルチェックを受けたこ
とがある方〉

申込 �7月16日㈫～①8月22日㈭まで②9月5日㈭までにい
ずれも☎で

ほか �②上履き持参
問合 �高齢福祉介護課支援給付担当

産業・雇用
サザンビーチフェスタ2019
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RIDE 〜波・音・光Ⅱ〜」
日時 �7月27日㈯15時～20時(荒天中止)
場所 �サザンビーチちがさき海水浴場
内容 �えぼし岩イルミネーション、E

エ ポ

PO(女性アーティス
ト)音楽コンサート、キャンドルトワイライトなど

問合 �サザンビーチフェスタ実行委員会事務局(亀井工
業ホールディングス㈱内)☎(82)6020

湘南看護専門学校オープンキャンパス(一日看
護体験)〜学校紹介、施設見学、看護体験など

日時 �7月27日㈯・28日㈰
場所 �湘南看護専門学校(藤沢市大庭)
対象 �中学生以上の方各40人〈申込制(先着)。保護者同

伴可〉
申込 �実施日の前日まで
ほか �上履き(運動靴)持参。動きやすい服着用
問合 �湘南看護専門学校☎0466(86)5440(9時～16時30分)
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