


福祉
�
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や、手遊びなど

日時 �4月27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宇都

�
オストメイト健康相談会
講演「再発と術後の後遺症」他

日時 �5月14日㈰13時30分～16時30分
場所 �藤沢市民会館（藤沢市鵠沼東）
講師 �田村功

いさお

さん（藤沢湘南台病院地域医師支援セン
ター長）

対象 �人工肛門・人工膀
ぼうこう

胱保有者とその家族、関係者、
関心のある方70人〈当日先着〉

ほか �相談員は芹澤紀実枝さん（藤沢湘南台病院皮膚・
排泄ケア認定看護師）。グループ懇談、個別相談、
装具の展示あり

問合 �日本オストミー協会神奈川支部事務局☎0466（45）
4216須田

�
「いきいき脳の健康教室」で認知症予防
読み・書き・計算で脳トレーニング

日時 �6月～10月の毎週木曜日①10時15分～10時45分②
11時～11時30分（初日と最終日は9時30分～）

場所 �茅ヶ崎市シルバー人材センター
対象 �以下の全てに該当する方各16人〈申込制（抽選）〉○

市内在住のおおむね65歳以上○1人で教室に通え
る○認知症の診断を受けていない○毎週教室への
参加と毎日10分程度の自宅学習が可能

申込 �4月14日㈮～5月15日㈪に☎で（申込書（市役所高齢
福祉介護課などで配布中。市HPで取得も可）を持
参も可）

ほか �1万800円（月額2160円。5か月分）
問合 �高齢福祉介護課生きがい創出担当

�第11回神奈川県障害者スポーツ大会（水泳）
日時 �7月2日㈰10時～
場所 �さがみはらグリーンプール（相模原市中央区横山）
対象 �身体障害者手帳または療育手帳の交付を受けた13

歳以上の方〈申込制〉
申込 �5月15日㈪までに申込書（市役所障害福祉課で配布

中）を持参
問合 �障害福祉課障害福祉推進担当

障害者生活支援センターの専門相談
①ピアカウンセリング②専門援助相談

内容 �①同じ障害のある方や家族による相談②理学療法
士、1級建築士による体や住宅改修の相談

申込 �随時☎で（住所・氏名・連絡先、障害名を記入し、
（85）9651または shougai-center@shakyo-chi�
gasaki.or.jpも可）

問合 �社会福祉協議会障害者生活支援センター☎（85）5520

�運転ボランティア募集
　茅ヶ崎市社会福祉協議会では、車いすのまま乗り降
りできる車（ハンディキャブ）をボランティアの協力を
得て運行しています。月1回程度からご都合に合わせ
て活動できます。お気軽にご相談ください。
問合 �社会福祉協議会ハンディキャブ担当☎（85）9650

環境
�
柳
やなぎ

谷
やと

定例自然観察会
木の花・草の花を見よう

日時 �4月23日㈰10時～12時
場所 �県立茅ケ崎里山公園
ほか �長袖、長ズボン、歩きやすい靴着用。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

�清
し

水
みず

谷
やと

を愛する会会員による
清水谷定例観察会（5月）

日時 �5月7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
問合 �清水谷を愛する会☎（52）4583山浦

湘南�里浜みどりのプロジェクト
苗お渡し会

日時 �5月7日㈰10時～
場所 �図書館
内容 ��ハマボウフウなどの苗を自宅で育て海岸に植える
申込 �NPO法人ゆいHPで
ほか �サポート会費1000円（年間）
問合 �NPO法人ゆい☎090（3914）0062荒井、景観みどり課

みどり担当

�木を切る前に確認を
　森林の管理状況などを把握するため、森林所有者・
伐採者は神奈川地域森林計画の対象となっている森林
（市街化調整区域内のおおむね0.3ha以上のまとまった
森林。区域図は市役所景観みどり課で閲覧可）を伐採
する場合は、森林法の規定により、伐採する日の30日
～90日前までに市に「伐採及び伐採後の造林の届出書」
を提出しなければなりません。無届けの場合、100万
円以下の罰金に処せられる場合があります。
　また、個人・法人を問わず、売買や相続などで森林
の土地を新たに取得した方は、土地の所有者となった
日から90日以内に事後届け出をしてください。詳細は
市HPをご覧ください。
問合 �景観みどり課みどり担当

�
電気自動車購入費
1台につき3万円の補助

対象 �市内に1年以上在住する個人・事務所がある法人
で市税の滞納がなく電気自動車を新規購入する方
10台〈申込制（先着）。1世帯・1法人1台まで〉

申込 �2018年2月28日㈬まで（対象電気自動車を確認し、
購入前に申請）

問合 �環境政策課温暖化対策担当

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（日曜日の場合はそれ
以前の平日）

問合 �保健所健康増進課こども健康・予防接種担当☎
（38）3331

区分（いずれも申込制） 対　象 日程（5月）
プレママ教室 初めて母親になる方 15日㈪

ママサポ教室 初めて父親になる方
とその妻 13日㈯

離乳食講習会 4～6か月児の保護者※ 11日㈭
1歳児の食事と歯の
教室

2016年5・6月生まれの
子とその保護者※ 29日㈪

※�第1子優先。対象についての詳細はお問い合わせください

�
子育て世代のための生涯学習交流サロン
「英語で遊ぼう」

日時 �5月18日㈭10時～12時
場所 �男女共同参画推進センターいこりあ
内容 �生活に取り入れやすい会話や、ポピュラーソング

を使ったプログラム
講師 �茂呂裕

ゆう

子
こ

さん（R
ラ ク ー ン

acconこども英語）
対象 �1歳～5歳の子どもとその保護者25組〈申込制（先着）〉
申込 �4月18日㈫～件名に「tsumuguちがさき5/18参加希

望」、本文に保護者と子どもの氏名（ふりがな）・
子どもの生年月日、電話番号を記入し、 mom4
chigasaki@gmail.comで

ほか �費用500円。2017年度市民提案型協働推進事業
問合 �マム04 mom4chigasaki@gmail.com

�
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 �5月20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 �初妊婦と夫12組〈申込制（先着）〉
申込 �5月18日㈭まで
ほか �費用1組700円。調理実習あり
問合 �保健所健康増進課こども健康・予防接種担当☎
（38）3331

�
マタニティクッキング
妊娠・授乳期の食事の注意点と調理実習

日時 �5月23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
定員 �10人〈申込制（先着）。初妊婦優先〉
申込 �5月22日㈪12時まで
ほか �費用300円
問合 �保健所健康増進課こども健康・予防接種担当☎
（38）3331

市のHP（パソコン用）URLhttp://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

市制施行70周年
記念事業

◆ 　　欄に詳細がないものは☎0467（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
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�乳幼児期の子育ち・子育て出前講座「すこやか
な子育てとは～まなざしに守られる大切さ」

日時 �5月27日㈯10時～12時
場所 浜見平保育園
講師 橋本洋子さん（山王教育研究所臨床心理士）
対象 市内在住・在勤の方30人〈申込制（先着）〉
申込 �4月24日㈪～5月24日㈬に☎で（氏名・電話番号、

託児の有無を記入し、 （88）1394も可）
ほか �託児未就学児10人〈申込制（先着）。5月18日㈭まで〉
問合 �教育センター研究研修担当☎（86）9965

子育てが少し楽になる！�少人数グループ
でしつけの練習「ほしつ☆メソッド」

日時 �①6月14日㈬10時～12時②6月12日・26日、7月10
日いずれも月曜日10時～12時（全3回）

場所 �男女共同参画推進センターいこりあ
対象 �①2歳の子どもの保護者10人②3歳以上の子どもの

保護者8人〈いずれも申込制（先着）〉
申込 �①4月17日㈪～6月7日㈬に☎で②随時
ほか �託児6か月～未就学児〈申込制〉②は個別に事前説

明あり
問合 こども育成相談課家庭児童相談室☎（82）1151

児童手当の受給には申請が必要です
　0歳～中学校修了前の子どもを養育している方が対
象で、申請月の翌月分から支給されます。子どもが生
まれた、市外から転入した、市外に転出する、住所・
氏名などを変更した、受給者が公務員になったなどの
ときには届け出が必要です。
問合 子育て支援課手当給付担当

子どもを短期間預けたい
子育て短期支援事業

対象 �以下の全てに該当する子ども○市内在住の満2歳
～小学6年生○健康で集団生活が可能○一時的に
保護者の養育が困難で他に世話をする人がいない

申込 �市役所子育て支援課で事前登録（必要書類など詳
細は要問い合わせ）

問合 �子育て支援課子育て推進担当
ショートステイ事業
（宿泊で預かる）

トワイライトステイ事業
（夕方から夜に預かる）

利用できる事由
保護者の病気や出産、
家族の介護、出張、
育児疲れなど

仕事や家族の介護
などで保護者の
帰宅が遅くなる

利用時間他

24時間（児童の受け入
れ・引き取りは9時～
19時）
1回に6泊7日以内、月
に10日以内、年度内
に48日以内

17時 ～22時（土・
日曜日、祝日、年
末年始を除く）
年度内に50日以内

預かる施設 白十字会林間学校（富士見町）
定員 原則1日6人

料金〈食事代を含む〉
非課税世帯・
生活保護世帯
は減免あり

1人1泊2日6000円
（1泊増えるごとに
3000円増）

1人1回1500円

通園・通学先（学童
保育を含む）への送
迎。※�自宅への送
迎は行いません

市内に限り、通園・
通学先への送迎を無
料で実施（預かり開始
時は迎え不可）

預かり開始時、市
内の通園・通学先
への迎えを1人1回
200円で実施

�
子育て支援事業の
みなし寡婦（夫）控除の適用を始めました

　4月から子育て支援事業の「みなし寡婦控除」を適用
しています。これはひとり親世帯の方が各種制度を利

用する場合に、非婚のひとり親家庭の方が「寡婦（夫）
控除」の適用が受けられないために、同じひとり親世
帯であるにも関わらず生じていた不平等を解消するも
のです。詳細は各担当課にお問い合わせください。
　なお、みなし寡婦（夫）控除の適用は利用料金などの
算定に使用するもので、所得税や住民税を減額するも
のではありません。所得の状況によっては、利用料な
どが減額にならない場合があります。

対象 担当課
母子家庭父子家庭高等職業訓練促進
給付金等事業

子育て支援課幼稚園就園奨励費
短期支援事業の利用料
助産、母子生活支援施設での負担金 こども育成相談課
認可保育所などの保育料・児童クラブの
育成料 保育課

保険・年金・税金
住宅の建て替えや取り壊しを
予定している方はご連絡を

　住宅の建っている土地は住宅用地の特例が適用さ
れ、固定資産税が軽減されています。住宅を取り壊し
1月1日に新たな住宅が完成していないと翌年度からこ
の特例が適用されず、土地の固定資産税は高くなりま
す。ただし、一定の要件を満たす土地と住宅は、住宅
用地の特例が適用されますので、建て替えや取り壊し
をする前にご連絡ください。
問合 �資産税課土地評価担当・家屋評価担当

国民年金保険料の学生納付特例の届け出
　大学、大学院、短期大学、高等学校、高等専門学校、
専修学校や各種学校などに在学する学生で、本人の前
年所得が一定以下の場合に学生納付特例を申請する
と、申請した年度（4月～翌年3月まで）の国民年金保険
料の納付が猶予されます。申請は年度ごとに必要です。
年金手帳、印鑑、学生証（2017年度有効なもので、写
しは裏表）、来庁者の身分証明書（代理の方の場合）が
必要です。10年以内であれば追納できますが、3年度
目以降は経過年数に応じて加算金がつきます。
問合 �藤沢年金事務所☎0466（50）1151、保険年金課年金

担当

スポーツ
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 �①5月9日㈫9時～9時45分・9時45分～10時30分、5
月20日㈯18時～18時45分・18時45分～19時30分②5
月7日㈰18時～19時、5月26日㈮9時30分～10時30分

対象 �15歳以上の方各回30人〈申込制（先着）。中学生不
可〉

申込 �5月1日㈪～①8時30分～②9時～各施設窓口へ
問合 �①総合体育館☎（82）7175②屋内温水プール☎（84）

1144

弓道教室
日時 �5月9日㈫～23日㈫の水曜日を除く平日9時30分～

12時（全9回）
場所 総合体育館
対象 �市内在住・在勤・在学で15歳以上の初心者20人〈申

込制（抽選）。中学生不可〉
申込 �4月25日㈫9時30分～9時45分に総合体育館弓道場

で整理券を配布（1人1枚、代理人可）
ほか �費用3000円
問合 �総合体育館☎（82）7175

トータルリラクゼーション教室
日時 �5月9日～6月27日の毎週火曜日19時～20時（全8回）
場所 総合体育館
対象 �市内在住・在勤・在学で15歳以上の初心者80人〈申

込制（抽選）。中学生不可〉
申込 �4月25日㈫18時45分～19時に総合体育館会議室で

整理券を配布（1人1枚、代理人可）
ほか �費用1600円
問合 �総合体育館☎（82）7175

2017年度　第1回健康運動教室
「春の美

び

筋
きん

エクササイズ」
日時 �5月12日～6月30日の毎週金曜日10時～11時30分
（全8回）

場所 �総合体育館
内容 �ソフトエアロビクス、ピラティス、ヨガ他
対象 �市内在住・在勤・在学で15歳以上の方40人〈申込

制（抽選）。中学生不可〉
申込 �4月21日㈮9時45分～10時に総合体育館会議室で整

理券を配布（1人1枚、代理人可）
ほか �費用3000円
問合 �総合体育館☎（82）7175

無
む

拳
けん

無
む

意
い

求
きゅう

湘南会�太極拳交流表演会
観覧者募集

日時 �5月13日㈯9時～16時
場所 �総合体育館（入退場自由）
問合 �茅ヶ崎太極拳協会☎（52）5804山田

市陸上競技選手権大会
日時 �5月14日㈰9時～（予備日5月28日㈰）
場所 �相模川河畔スポーツ公園陸上競技場
対象 �市内在住・在勤・在学の方、茅ヶ崎陸上競技協会

登録者、寒川町の中学校・高校在学の方〈申込制〉
申込 �4月15日㈯～18日㈫（必着）に申込書（茅ヶ崎陸上競

技協会HPまたは市HPで取得も可）を〒253-0084円
蔵2-6-29小室誠一へ

ほか �費用500円。茅ヶ崎陸上競技協会登録者・高校生
300円。中学生は要問い合わせ。リレーは1チーム
700円

問合 �茅ヶ崎陸上競技協会☎090（1863）7284小室
市総合体育大会
ミニバスケットボール競技～小学生の部

日時 �5月14日㈰・20日㈯いずれも8時30分～
場所 �総合体育館
ほか �詳細は問い合わせ
問合 �スポーツ推進課推進担当☎（82）7136

ママさんバレーボール大会
日時 �5月21日㈰9時～
場所 �総合体育館
対象 �市内在住・在勤の方または茅ヶ崎ママさんバレー

ボール連盟登録チーム〈申込制〉
申込 �5月2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

茅ヶ崎市のHP（携帯電話用）URLhttp://mobile.city.chigasaki.kanagawa.jp/
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ほか �5月10日㈬13時～総合体育館で代表者会議あり
問合 �スポーツ推進課推進担当☎（82）7136

茅ヶ崎インディアカ総合大会
（旧茅ヶ崎インディアカ親善大会）

日時 �5月21日㈰9時～
場所 �市体育館
内容 �①男女混合、シニア混合②交流
対象 �①茅ヶ崎インディアカ協会員②市内インディアカ

愛好者、個人、4人未満のチーム
申込 �5月5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で取得も可）を （88）6007で
ほか �費用1チーム2000円（交流の部は1人200円）
問合 �茅ヶ崎インディアカ協会☎（88）6007森元

茅ヶ崎万歩クラブ～綾瀬を歩く
日時 �5月21日㈰9時～
ほか �費用500円（入園料などは別途）。JR相模線海老名

駅集合・�相鉄線かしわ台駅解散。詳細は市HP参照
問合 �茅ヶ崎万歩クラブ☎090（2497）8972石田

春の市民水泳教室（初級～中級）
クロール・平泳ぎを中心に楽しく泳ごう

日時 �5月23日㈫～6月15日㈭の毎週火・木曜日10時～11
時（全8回）

場所 �屋内温水プール
対象 �市内・寒川町に在住・在勤・在学の15歳～75歳

の方50人〈申込制（抽選）。市民優先。中学生不可〉
申込 �5月9日㈫10時～10時15分に総合体育館会議室で整

理券を配布（1人1枚、代理人可）
ほか �費用4000円（入場料含む。申込時に支払い）
問合 �茅ヶ崎水泳協会☎（83）4197宮本

市民ビギナーズレディース・テニスマッチ
練習会

日時 �5月24日㈬9時～13時（予備日5月25日㈭）
場所 �茅ヶ崎公園庭球場
対象 �市内在住・在勤・在学または茅ヶ崎テニス協会加

盟団体所属の20歳以上の初心者の女性ペア12組
〈申込制（抽選）〉

申込 �5月10日㈬（消印有効）までに往復はがきに2人の住
所・氏名（ふりがな）・年齢・電話番号、テニス歴
を記入し、〒253-0043元町14-1湘南インドアテニス
クラブ内「レディース・テニスマッチ練習会」係へ

ほか �費用1組2000円
問合 �茅ヶ崎テニス協会☎（83）8888浅川

湘南ベルマーレフットサルイベント
①スペシャルマッチ観戦②クリニック生募集

日時 �5月27日㈯①14時～②16時～17時
場所 �総合体育館
対象 �①自由観戦②市内在住・在学の小学1年～3年生・

4年～6年生各30人〈申込制（先着）〉
申込 �5月24日㈬17時まで
問合 �総合体育館☎（82）7175

無料ジュニアテニス教室
①幼児の部（3歳～6歳）②小学生の部

日時 �①5月30日～7月25日の毎週火曜日15時40分～16時
40分（全9回）②5月29日～7月24日の毎週月曜日16
時～17時10分（全9回）

場所 �湘南インドアテニスクラブ
対象 �各24人〈申込制（抽選）〉
申込 �5月10日㈬（消印有効）までに往復はがきに住所・

氏名（ふりがな）・年齢（学年）・性別・電話番号、
テニス歴を記入し、〒253-0043元町14-1湘南イン
ドアテニスクラブ内ジュニアテニス教室係へ

問合 �茅ヶ崎テニス協会☎（83）8888相川

文化・歴史
まなびの市民講師自主企画講座～歌声「フォー
クソング」ギター弾き語り演奏で歌おう

日時 �4月29日㈯13時～15時
場所 �総合体育館
講師 �矢嶋望さん（まなびの市民講師）
対象 �20歳以上の方30人〈申込制（先着）〉
申込 �4月15日㈯～矢嶋☎090（9233）0273へ（往復はがきに

住所・氏名・電話番号を記入し、〒253-0004甘沼
657-10矢嶋望も可）

ほか �費用100円
問合 �文化生涯学習課生涯学習担当

春期文教大学オープンユニバーシティ
キャンパスで一緒に学んでみませんか

日時 �5月1日㈪～順次開講
場所 �文教大学湘南校舎
ほか �資料の請求は☎または文教大学HPで
問合 �文教大学生涯学習センター☎0120（160）449（固定

電話のみ可）、湘南校舎☎（53）2111
丸ごと博物館まち歩き「茅ヶ崎の東海道
を歩く（東編）」市役所～東小和田交差点

日時 �5月9日㈫9時～12時30分
定員 �20人〈申込制（先着）〉
申込 �4月17日㈪～☎で
問合 �社会教育課文化財保護担当

アート・ショップ・コラージュ入門
「切って、貼って、楽しく絵を作ろう！」

日時 �5月14日㈰13時30分集合～16時
場所 �茅ヶ崎ゆかりの人物館
内容 �お気に入りの雑誌・チラシの写真を使って、切り

貼りの絵を作る
講師 �サロン・ド・コラージュ沼田和洋さん（まなびの

市民講師）
対象 �小学生以上の方10人〈申込制（先着）〉
申込 �4月17日㈪～☎で
ほか �参加費500円。絵に使用する材料、画材などを持

参。詳細は申込時に確認
問合 �文化生涯学習課文化推進担当

�
茅ヶ崎ウィンドシンフォニー
レギュラーコンサート2017

日時 �5月14日㈰13時30分～
場所 �海老名市文化会館（海老名市めぐみ町）
問合 �茅ヶ崎ウィンドシンフォニー☎050（5307）7938

平和学園でジャズコンサート
JAZZ�LIVE�CONCERT�IN�CHIGASAKI�2017

日時 �5月20日㈯14時～
場所 �平和学園賀川村島記念講堂
内容 �秋満義孝さん（ピアノ）、薗田憲一とデキシーキン

グス、野村佳乃子さん（ボーカル）他出演
ほか �チケット2000円（全席自由。当日券あり）
問合 �平和学園☎（87）0131

まなびの市民講師自主企画講座
やさしい英会話（時間、疑問文、否定文など）

日時 �5月25日㈭14時～16時
場所 �市民ギャラリー
内容 �グループに分かれて会話練習
講師 �P

ピ ー カ ブ ー

EEKABOO﨑山敦子さん（まなびの市民講師）他
対象 �20歳以上の方26人〈当日先着〉
問合 �文化生涯学習課生涯学習担当

�
2017年度春期�ちがさき丸ごとふるさと
発見博物館講座（基礎編）

日時 �5月31日～8月9日の毎週水曜日10時～11時30分（全
11回）

場所 �文化資料館他
対象 �市内在住・在勤・在学で、原則全回受講できる方

20人〈申込制（先着）〉
申込 �4月19日㈬～5月12日㈮に☎で
問合 �社会教育課文化財保護担当

健康
成人糖尿病教室
「糖尿病と付き合う方法」基礎編

日時 �4月18日㈫14時～16時
場所 �市立病院
講師 �佐藤忍（代謝内分泌内科部長）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

献血にご協力を（400ml献血）～春の市民
まつりに献血バスがやって来る

日時 �4月23日㈰10時～12時・13時～16時
場所 �中央公園
対象 �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 �5月1日㈪10時～12時・13時～16時
場所 �さがみ農協茅ヶ崎ビル南側

市HPで防災・気象情報を見ることができます

市制施行70周年
記念事業

◆ 　　欄に詳細がないものは☎0467（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
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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50㎏以上の方

問合 �保健所地域保健課地域保健担当☎（38）3314
がん集団検診
�実施場所・問い合わせ先が保健所に変わりました

日時 �①5月11日㈭②5月31日㈬
場所 �保健所
申込 �①4月17日㈪～②4月26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2018（平成30）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（1943（昭和18）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

�
栄養教室～年齢に負けないカラダづくり
強くしなやかな骨を守る食生活のコツ

日時 �5月12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
対象 �64歳以下の女性24人〈申込制（先着）〉
申込 �5月10日㈬まで
ほか �費用400円。調理実習あり
問合 �保健所健康増進課健康づくり担当☎（38）3331

�
ノルディックウォーキング体験講習会
概要説明・実技指導

日時 �5月12日・19日・26日いずれも金曜日10時～12時
場所 �市役所分庁舎コミュニティホール
講師 �下

しも

司
つかさ

武文さん（日本ノルディックウォーキング協
会）他

定員 �20人〈申込制（先着）〉
申込 �4月15日㈯10時～☎で（氏名・年代・電話番号を記

入し、 （86）9316も可）
ほか �費用1000円（3日間の傷害保険料、専用ポール使用

料を含む）。市民活動げんき基金補助事業
問合 �㈳神奈川健康生きがいづくりアドバイザー協議会

湘南地区ネット☎（86）9316亘
わたり

食の安全・安心は正確な情報から
�食品中の残留農薬について知るための講座

日時 �5月17日㈬10時～11時45分
場所 市役所本庁舎会議室3
内容 �第1部「農薬の適正使用とは」・第2部「食品中の残

留農薬の検査結果から分かること」
講師 �県環境農政局職員・県衛生研究所職員
定員 �30人〈申込制（先着）〉
申込 �5月16日㈫まで
問合 �保健所健康増進課健康づくり担当☎（38）3331

�たばこをやめたい人へ「禁煙サポート」
日時 �5月27日㈯9時15分～・10時～・10時45分～
場所 �保健所
内容 �個別面接（45分程度）後、電話やメールで3か月間

支援
対象 �禁煙を希望する方各回3人〈申込制（先着）〉
申込 �4月17日㈪～
問合 �保健所健康増進課健康づくり担当☎（38）3331

生活
�不用品バンク（3月30日現在）

　不用品バンクは、無料のみ対象です。詳細は市HP参照
〈ゆずります〉上履き入れ▷ランドセル▷布製手さげ▷
勉強机といす▷洋たんす▷ベッド▷冷蔵庫▷ピアノ▷
五月人形▷ひな人形〈ゆずってください〉ベビーベッド
▷チャイルドシート▷食器棚▷ミシン▷紙芝居舞台▷自
転車▷キーボード（電子ピアノ）▷コントラバス▷つえ
問合 �市民相談課消費生活センター

�
厚生労働省「国民生活基礎調査（世帯票）」
を実施

　国民生活基礎調査は保健、医療、福祉、年金、所得
に関して、政策の企画に必要な基礎資料を得るための
調査です（調査期日6月1日㈭）。指定の調査区に居住す
る一部の世帯を対象に4月下旬から、調査員証を携帯
した調査員が訪問します。ご協力をお願いします。
問合 �保健所地域保健課地域保健担当☎（38）3314

産業・雇用
県立総合職業技術校2017年7月生募集
①東部校（横浜市鶴見区）②西部校（秦野市桜町）

内容 �セレクトプロダクト、室内施工、ビル設備管理、
庭園エクステリア施工（各校によって異なる）

対象 �知識、技術・技能を習得し、就職する意思がある
方〈申込制（選考）〉

申込 �4月17日㈪～5月15日㈪にハローワークで事前手続
きをし、各校へ郵送または持参。詳細は募集案内
（各校、ハローワークで配布中）を参照

ほか �選考日5月28日㈰
問合 �県産業人材課☎045（210）5715

5月の就職支援ミニ講座①自己理解②仕
事の探し方③応募書類④面接の受け方

日時 �5月2日㈫・10日㈬・18日㈭・26日㈮いずれも①10
時～11時②11時15分～12時15分③13時15分～14時
15分④14時30分～15時30分（1日4講座）

場所 �勤労市民会館
定員 �各講座5人〈申込制（先着）〉
申込 �各講座開催直前まで
ほか �4日間とも同内容。1講座から受講可
問合 �勤労市民会館☎（88）1331

�
女性起業家ワークショップ「アンドマ
マコフェアin茅ヶ崎市勤労市民会館」

日時 �5月6日㈯・7日㈰10時～16時
場所 �勤労市民会館
内容 �子育て世代のお母さんが集い、笑顔になれるイベ

ント。キッチンカーも出店
問合 �勤労市民会館☎（88）1331

�
就労支援・自己分析講座
自分を知って就職活動に取り組む

日時 �5月20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 �4月20日㈭～5月19日㈮10時～☎で（勤労市民会館
HPでも可）

問合 �勤労市民会館☎（88）1331

�
労働に関する法律と社会保険制度の仕組み
働くうえでの基礎知識を知る

日時 �5月27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 �4月20日㈭～5月26日㈮10時～☎で（勤労市民会館

HPでも可）
問合 �勤労市民会館☎（88）1331

�図書館の雑誌スポンサーの募集
　図書館ではスポンサーが購入した雑誌を提供しても
らい、その雑誌の最新号のカバーと、書架に広告を掲
載できる雑誌スポンサー制度を実施しています。対象
は企業と個人の事業者、公共的団体またはこれに類す
る団体です。
問合 �図書館図書館担当☎（87）1001

風呂敷包み方教室で展示する作品の募集
申込 �7月20日㈭までに、手ぬぐい・風呂敷で作った小

物作品を茅ヶ崎商工会議所へ持参。作品を撮影し
た画像データの応募も可。画像データは yuka
ta@chigasaki-cci.or.jpで

ほか �教室は7月22日㈯開催。参加賞あり
問合 �茅ヶ崎ゆかた委員会（茅ヶ崎商工会議所内）☎（58）

1111

防災・消防
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 �①5月13日㈯13時30分～16時30分②5月19日㈮13時
30分～16時30分③5月19日18時～21時④6月3日㈯9
時～12時

場所 �①鶴嶺公民館②③消防署④松林公民館
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）〉
申込 �①4月18日㈫～5月7日㈰に鶴嶺公民館☎（87）1103へ

②③4月25日㈫～5月12日㈮に消防指導課へ④5月9
日㈫～5月28日㈰に松林公民館☎（52）1314へ

ほか �受講者には修了証を発行
問合 消防署消防指導課消防指導担当☎（85）4594

広げよう救命の輪～上級救命講習会
心肺蘇生法、AEDの使用方法、搬送法他

日時 �5月27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1日㈪～19日㈮に消防指導課へ
ほか �受講者には修了証を発行
問合 消防署消防指導課消防指導担当☎（85）4594

甲種防火管理新規講習
日時 �6月5日㈪・6日㈫
場所 �市役所分庁舎コミュニティホール
対象 �防火管理者として選任される予定の方140人〈申込

制（先着）〉
申込 �4月27日㈭・28日㈮に申込書（市役所予防課で配布

市HPから市長へ直接メールを送ることができます
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中。日本防火・防災協会HPで取得も可）を神奈川
県消防設備安全協会へ 045（212）0971で（持参も
可）

ほか �費用6500円
問合 �神奈川県消防設備安全協会☎045（201）1908、予防

課査察指導担当
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10日㈯・11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、実践的研修（2

回）により指導者を目指す
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1日㈪～31日㈬に消防指導課へ
ほか �テキスト代4937円（予定）。応急手当普及員養成講

習会（2日間）と市内で開催される救命講習会での
研修2回を受けた受講者に認定証を発行

問合 �消防署消防指導課消防指導担当☎（85）4594

第1回危険物取扱者試験
日時 �6月18日㈰（時間は受験科目により異なる）
場所 �神奈川大学（横浜市神奈川区六角橋）
申込 �4月24日㈪～5月15日㈪（消印有効）に申込書（市役

所予防課、消防署各出張所で配布中）を〒231-0015
横浜市中区尾上町5-80神奈川中小企業センタービ
ル7階一般財団法人消防試験研究センター神奈川
県支部試験係へ（4月21日㈮～5月12日㈮に消防試
験センターHPで電子申請も可）

ほか �費用�甲種5000円、乙種3400円、丙種2700円
問合 �予防課危険物担当、消防試験センター神奈川県支

部☎045（633）5051

�避難通路などに物品が置かれていませんか
　物品販売店、小規模雑居ビルやグループホームなど
で火災が発生したときに、避難で使う通路や階段、防
火戸付近に物品が放置されていると、避難が困難とな
ります。また、消火活動の支障にもなり大変危険です
ので、避難通路の確保と維持管理の徹底をお願いしま
す。
問合 �予防課査察指導担当

市民参加・市民活動
�茅ヶ崎市都市計画審議会委員の募集

人数 �2人
対象 �市内在住・在勤・在学の20歳以上の方（他の審議

会などの公募委員などは不可）
内容 �都市計画に関する事項の調査・審議・答申
任期 �8月8日㈫から2年間
会議 �年間4回程度
報酬 �日額1万円
申込 �5月1日㈪～29日㈪（必着）に申込書（市役所都市計

画課などで配布中。市HPで取得も可）を〒253-8686

茅ヶ崎市役所都市計画課へ（ （57）8377、持参も可）
問合 �都市計画課計画担当

採用
消防本部採用説明会
①一般（限定なし）②女性限定

日時 �5月20日㈯①9時～12時②13時～16時
場所 �消防署（矢畑1280-3）
内容 �業務説明、庁舎見学、職員との座談会など②女性

職員が実施。詳細は市HP参照
対象 �2017年度市消防吏員採用試験の受験を希望する方

②女性限定〈いずれも申込制〉
申込 �4月25日㈫9時～神奈川電子自治体共同運営サービ

ス電子申請で。申し込みは申請書ID登録が必要
問合 �消防総務課総務担当�

消防吏員採用試験（大卒程度）
人数 �若干名
対象 �平成4年4月2日～平成9年4月1日に生まれた方（平

成30年3月大学卒業見込み含む）。平成3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、または平成30年3月の救急救命士国家試験
を受験する方

申込 �6月5日㈪～9日㈮に申込書（4月24日㈪～消防署、
市役所市政情報コーナーなどで配布。市HPで取得
も可）を本人が持参

ほか �1次試験6月25日㈰
問合 �消防総務課総務担当

市役所の職員
職種 �①事務A②事務B③事務（社会福祉士）④事務（障害

者）⑤土木⑥栄養士⑦保育士⑧保健師⑨病院事務
⑩病院事務（診療情報管理士）

人数 �①30人程度②③④⑤⑥⑧⑨⑩若干名⑦5人程度
対象 �①平成2年4月2日～平成8年4月1日に生まれた方②

昭和52年4月2日～平成2年4月1日に生まれた方③
⑥⑦⑧⑩昭和52年以降に生まれた方④昭和42年4
月2日～平成8年4月1日に生まれた方⑤⑨昭和52年
4月2日～平成8年4月1日に生まれた方（いずれも他
に条件あり）

採用 �10月または2018年4月予定
申込 �4月14日㈮～5月8日㈪に市HPで
ほか �1次試験�5月28日㈰。詳細は試験案内（市役所職員

課、市政情報コーナーなどで配布中。市HPで取得
も可）参照

問合 �職員課人財育成担当
教育委員会の非常勤嘱託職員
学校給食調理員

対象 �18歳～54歳の方（定年は60歳）
待遇 �給食が実施される日の原則8時30分～15時（年間約

180日）に市立小学校、学校給食共同調理場で勤務。
日額5280円

採用 �登録期間は申し込み後1年間とし、欠員時に選考
して雇用

申込 �随時。申込書（市役所教育総務課・職員課、市政

情報コーナーで配布中。市HPで取得も可）を本人
が教育総務課へ持参

問合 �教育総務課総務担当

市立病院の臨時職員
〈薬剤師〉
人数 �若干名
対象 �当該免許を取得している方
待遇 �8時30分～17時の実働7.5時間。時給1810円。週5

日勤務（土・日曜日、祝日を除く）
〈事務員（医師事務作業補助）〉
人数 �若干名
対象 �Excel、Wordの入力作業ができる方（学生不可）
待遇 �①8時30分～17時の実働7.5時間②8時30分～13時

の実働4.5時間。いずれも時給970円。週5日勤務
（土・日曜日、祝日を除く）

〈給食調理員〉
人数 �若干名
対象 �資格不要
待遇 �①9時～21時の実働4時間②6時30分～21時の実働

7.5時間。いずれも時給970円。週5日勤務（シフト
により土・日曜日、祝日の勤務あり）

共通
申込 �随時。履歴書（写真貼付）に応募する職種を記載し、

簡易書留で〒253-0042本村5-15-1市立病院病院総
務課へ。薬剤師は当該職種の免許の写しも合わせ
て送付

ほか �書類審査後、面接あり
問合 �市立病院病院総務課経営総務担当☎（52）1111

市立病院の臨時職員（看護補助員）
人数 �若干名
対象 �18歳以上（学生不可）の方、資格不要
待遇 �①8時30分～17時の実働7.5時間（日勤のみ）②8時

30分～17時の実働4時間（日勤のみ（4時間勤務））③
7時30分～19時の実働7.5時間（日勤のみ（早番遅番
あり））④日勤7時30分～19時の実働7.5時間・夜勤
16時30分～9時の実働15時間（夜勤は週1～2回程
度）。いずれも時給970円。夜勤は別に規定あり。
夜勤1回あたりの額は約2万7000円

申込 �随時。履歴書（写真貼付）に応募する職種を記載し、
簡易書留で〒253-0042本村5-15-1市立病院病院総
務課へ

ほか �書類審査後、面接あり
問合 市立病院病院総務課経営総務担当☎（52）1111

寄付（敬称略）
〈市へ〉茅ヶ崎ダンススポーツ連盟＝3万円▷茅ヶ崎グ
リーンライオンズクラブ＝20万円▷澤弘尊＝3120円▷
垂石眞子＝絵本など▷株式会社ニュー・クイック＝イ
ンクジェットプリンターなど▷塩川十善＝テーブル付
きベンチ・ベンチ▷浅岡建設株式会社＝桜・プルーン
（成木）
〈茅ヶ崎市社会福祉協議会へ〉茅ヶ崎スクエアダンスク
ラブ＝3万円

市のHP（パソコン用）URLhttp://www.city.chigasaki.kanagawa.jp/

市制施行70周年
記念事業

◆ 　　欄に詳細がないものは☎0467（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
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香川公民館
〒253-0082　香川1-11-1　
☎（54）1681　 （54）1681

￥ かがわ健康ウォーク
平 塚 七 福 神 め ぐ り

日時 �5月10日㈬9時～15時（雨天5月17日㈬）
定員 �15人〈申込制（先着）〉
申込 �4月16日㈰～5月3日㈬
ほか �JR平塚駅北口ＭＮビル前広場集合。ら

らぽーと湘南平塚解散
あ そ び の 広 場
広場で遊ぼう、段ボール遊び

日時 �5月13日㈯13時30分～15時
対象 小以下の方

ママのための色彩心理
カラーのチカラでメンタルＵＰ ！

日時 �5月26日㈮10時～12時30分
内容 �色で自分を知り他人を理解する
定員 �18人〈申込制（先着）〉
申込 �4月15日㈯～
ほか �託児6か月～10人〈申込制（先着）。4

月28日㈮まで〉
プログラミングの広場

日時 �5月13日㈯10時～12時
対象 �小

￥ お 米 を つ く ろ う
日時 �6月3日㈯～10月末
内容 �田植えから稲刈りまで行う
対象 �小3年生以上の方と保護者15組〈申込

制（先着）〉
申込 �4月19日㈬～5月26日㈮
ほか �説明会6月3日㈯

￥水彩スケッチ散歩（8km)
日時 �6月4日㈰9時30分～14時30分
対象 �高以上で水彩画初心者の方12人〈申

込制（先着）〉
申込 �4月30日㈰～5月21日㈰
ほか �香川公民館集合。県立茅ケ崎里山公

園解散。昼食持参

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）
日時 �①4月28日、5月12日②5月26日いず

れも金曜日10時～14時
内容 �フリースペース②1歳の誕生日を一

升餅でお祝い（11時～）
対象 �②つかまり立ち～1歳6か月の子と家

族20組〈申込制（先着）〉
申込 �②4月28日㈮～

ドキドキチャレンジ 2017春
藤沢市 長久保公園まで歩こう！

日時 �5月13日㈯8時30分～15時
対象 �小60人〈申込制（先着）〉
申込 �4月15日㈯～22日㈯

絵 本 と お 話 の 時 間
日時 �5月13日㈯11時～11時40分

卓 球 開 放
日時 �5月13日㈯13時～16時
⬇申込すべて4月25日㈫～30日㈰⬇
自然観察会 小

こ

網
あ

代
じろ

の森を歩こう！
日時 �5月24日㈬8時30分～16時30分
講師 �岸一弘（市役所職員）
対象 �18歳以上の方18人〈申込制（抽選）〉
ほか �マイクロバスで送迎

￥シニア講座 なんご倶
く ら ぶ

楽部 崎陽軒
シウマイ工場見学とラーメン博物館

日時 �6月7日㈬9時～16時
対象 �おおむね65歳以上の方18人〈申込制
（抽選）〉

ほか �マイクロバスで送迎

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

ちびっこ広場～手遊び、みんなで歌お
う、リトミック、パネルシアターなど

日時 �5月9日㈫10時～11時30分
対象 �乳幼児と保護者

公民館利用者説明会・利用者懇談会
日時 �5月12日㈮13時～

おもしろいっぱい・遊空間～キラキラサン
キャッチャー、おりぞめ、かおりのカップ他

日時 �5月13日㈯10時～12時
対象 �小

元気アップ！体操教室
日時 �5月19日㈮10時～11時30分
定員 �20人〈当日先着〉

リサイクル草履づくり
古着Ｔシャツでさわやかぞうり

日時 �5月28日㈰、6月4日㈰いずれも9時30
分～12時30分

講師 �朝
あさ

賀
が

かよ子さん（布あそびサークル）
対象 �小～16人〈申込制（先着）〉
申込 �4月19日㈬～

復 活！ う た の 広 場
日時 �5月31日㈬10時～12時
定員 �50人〈当日先着〉

入門　将棋をはじめよう
日時 �6月3日・17日、7月15日・29日、8月

5日・19日、9月2日・16日・30日、
10月14日、11月4日・18日いずれも
土曜日10時～12時

講師 �将友会
対象 �小～20人〈申込制（先着）〉
申込 �4月15日㈯～

ボクシングでフィットネス
日時 �6月11日㈰10時～12時
講師 �小浜美智代さん
定員 �20人〈申込制（先着）〉
申込 �4月22日㈯～

￥イクメン講座「お父さんと革工芸」
日時 �6月25日㈰13時～16時
講師 �布あそびサークル
対象 �小3年生以上の子と保護者8組〈申込

制（抽選）〉
申込 �4月28日㈮～5月10日㈬
ほか �5月12日㈮9時30分～公開抽選

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

子育てフリースペース
日時 �4月20日㈭10時～14時

ボ ラ ン テ ィ ア 体 験
え ほ ん だ い す き の 会

日時 �4月20日㈭15時～17時
定員 �10人〈申込制（先着）〉
申込 �4月15日㈯～

子 育 て ホ ッ と 広 場
日時 �4月26日㈬10時～11時30分

￥ ぴ よ ぴ よ ア ト リ エ
ペタペタぺったんスタンプ遊び

日時 �5月10日㈬10時30分～12時
講師 �今林純

じゅん

子
こ

さん
対象 �1歳～未就学児と保護者10組〈申込制
（抽選）〉

申込 �4月26日㈬～5月4日㈭
春 の 山 野 草 展

日時 �5月13日㈯・14日㈰9時30分～16時
こどもおはなし会～小さい子向け

日時 �5月13日㈯11時～
ままのＬｅｔ‘ｓチャレンジ！ヨガ

日時 �5月17日㈬10時30分～12時
内容 �骨盤矯正や胸をひらく動きなど
対象 �子育て中の母親10人〈申込制（先着）。

乳幼児同伴可〉
申込 �4月26日㈬～☎で

マ イ ク ロ バ ス で 行 く
スケッチの基礎講座（城山公園）

日時 �5月23日㈫9時30分～16時
定員 �15人〈申込制（先着）〉
内容 �構図の選び方、風景のスケッチ他
申込 �4月25日㈫～☎で

絵 本 講 座
いっしょに楽しむ絵本の世界

日時 �5月30日㈫10時30分～12時
定員 �25人〈申込制（先着）〉
申込 �5月2日㈫～☎で
ほか �託児6か月～未就学児15人

普 通 救 命 講 習 会
日時 �6月3日㈯9時～12時
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9日㈫～28日㈰
ほか �託児6か月～未就学児5人

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
日時 �4月27日㈭12時～16時
内容 �乳幼児と家族の憩いの場。14時～お

ばんばやしと遊ぼう
神 奈 川 散 策
太田道

どうかん

灌ゆかりの伊勢原を歩く
日時 �5月19日㈮9時50分～
定員 �20人〈申込制（先着）〉
申込 �4月18日㈫～
ほか �小田急線伊勢原駅改札前集合

初 心 者 大 歓 迎 ！
うくれれエンジョイスペース

日時 �5月12日㈮10時～11時
ほか �ウクレレ無料貸し出し11台あり〈申

込制（先着）。4月19日㈬～〉
シニアのためのミニ講座 遊々クラブ

日時 �5月13日㈯9時30分～12時
内容 �ハマミーナから南湖を歩き、明治の

遺産の南湖院跡を訪ねる
定員 �20人〈申込制（先着）〉
申込 �4月15日㈯～

￥親子で藍の生
な ま

葉
ば

染め体験
日時 �9月3日㈰10時～12時
内容 �申し込み後に渡す苗を育て、その生

葉で染めものをする
対象 �5歳～小3年生と保護者10組〈申込制
（先着）〉

申込 �4月16日㈰～

海岸青少年会館
〒253-0055　中海岸3-4-1
☎（85）0942　 （85）0959

青少年学習室の利用休止
　17時30分～21時に利用していた学習室
は、4月～10月は利用休止となります。

おもしろ科学教室23「太陽観察2017」
日時 �5月13日㈯10時～12時（曇天・雨天時

は5月14日㈰）
内容 �太陽望遠鏡、太陽投影装置で太陽の

表面を観察する
対象 �小・中20人〈申込制（先着）。保護者

同伴可〉
申込 �4月16日㈰～

青少年会館
〒253-0045　十間坂3-5-37
☎（86）9961　 （86）9962
⬇申込すべて4月23日㈰～⬇

茅ヶ崎海岸で海ヨガレッスン
日時 �5月6日～6月3日の毎週土曜日16時～

17時
対象 �小～30人〈申込制（先着）〉

￥ 母 の 日 に お 花 を！
フラワーアレンジメント教室

日時 �5月14日㈰10時～11時30分
対象 �小～30歳の方15人〈申込制（先着）。

小3年生までは保護者同伴〉
キャンパスツアー＆国立科学博物館

日時 �5月21日㈰8時30分～17時
場所 �東京大学（東京都文京区）、東京芸術

大学（東京都台東区）、国立科学博物
館（東京都台東区）

対象 �小5年生～高19人〈申込制（先着）。保
護者同伴不可〉

ほか �マイクロバスで送迎
⬇申込すべて4月25日㈫～5月7日㈰⬇

￥ 自然観察ハイキング
日時 �6月3日㈯8時30分～16時30分
場所 �真鶴半島三ツ石、遠藤貝類博物館（い

ずれも真鶴町真鶴）
講師 �小室明彦さん（自然観察指導員）

対象 �小・中と保護者19人〈申込制（抽選）〉
ほか �マイクロバスで送迎

￥宮ケ瀬ダムへ行こう！
日時 �6月11日㈰8時40分～16時30分
対象 �小・中と保護者19人〈申込制（抽選）〉
ほか �マイクロバスで送迎

キリンビール横浜工場
（ 横 浜 市 鶴 見 区 ）見 学

日時 �6月24日㈯8時30分～17時
対象 �小～高と保護者19人〈申込制（抽選）〉
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

　図書特別整理のため次の期間が休館と
なります。ご注意ください。

（図書館）5月22日㈪～29日㈪
（香川分館）5月15日㈪～17日㈬
　この期間の返却は、「まなびの窓口」
または返却ポストをご利用ください。な
お、返却ポストはCD、DVDなど一部ご利
用いただけないものがあります。

映画会①一般向け②子ども向け
日時 �5月13日㈯①9時30分～②14時～
内容 �①「ガス燈」（日本語字幕入り）②「バッ

クス・バニー�イタズラなウサギ」
おはなし会①赤ちゃん向け
②小さい子向け③小学生向け

日時 �①5月17日㈬10時30分～（受け付け10
時～）②5月10日㈬15時～③5月13日
㈯15時～
茅 ヶ 崎 の 民 話 上 演

「本社宮の大蛇」「泪橋」
日時 �5月20日㈯14時～

￥楽しいフラワーデザイン
ア ー ト ブ ー ケ

日時 �5月31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10日㈬～

小学校での読み聞かせ
日時 �①6月1日㈭②6月8日㈭③6月14日㈬

いずれも10時～12時（全3日）
講師 �①石川道子さん②③茅ヶ崎図書館・

子どもの本の会
対象 �初めて小学校で読み聞かせを行う方

20人〈申込制（先着）〉
申込 �4月21日㈮～
ほか �①基調講演のみの参加40人〈申込制
（先着）〉

図書館香川分館
〒253-0082　香川1-11-1
☎（51）4946

お は な し 会
①赤ちゃん向け②小さい子向け

日時 �①5月11日㈭10時30分～（受け付け
10時～）②5月20日㈯14時～
映画会「ブレーメンの音楽隊」

日時 �5月28日㈰14時～

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

￥茅ヶ崎市制施行70周年記念
「 自 転 車 の 世 紀 」 展

期間 �4月9日㈰～6月4日㈰10時～18時（入
館は17時30分まで）

￥〈ギャラリートーク〉
日時 �5月6日㈯14時～15時
内容 �美術館スタッフが展示作品を解説
ほか �観覧券で参加可

ボランティア「ガーデニング倶
く

楽
ら

部
ぶ

」メンバー募集の説明会開催
日時 �4月28日㈮10時30分～11時30分
内容 �屋外アトリエでのボランティアメン

バー募集の説明
定員 �10人〈申込制（先着）〉
申込 �4月18日㈫～
ほか �活動期間は4月～2018年3月末（予定）

ち が さ き
◆�申込欄に詳細がないものは9時～（美術館は10時～）☎・来館で
開館時間内に申し込み

◆￥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

5月の施設の休館日については8面をご覧ください
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主な施設の の休館日5月
公民館、青少年会館、海岸青少年会館、
福祉会館、地域集会施設、文化資料館 1日・8日・15日・22日・29日

図書館本館 1日・8日・15日・22日〜29日
図書館香川分館 1日・8日・15日〜17日・22日・29日
市民文化会館 2018年9月（予定）まで耐震補強、改修工事実施のため全館休館
美術館 1日・2日・8日・15日・22日・29日
ちがさき市民活動サポートセンター 17日
スポーツ施設 8日
男女共同参画推進センターいこりあ 7日・14日・21日・28日
勤労市民会館 22日
開高健記念館、茅ヶ崎ゆかりの人物館 1日・2日・8日〜11日・15日〜18日・22日〜25日・29日〜31日

相談名 種類 日時・場所
労働相談（予約制） 第2・4土、第3水13時〜・14時〜　勤労市民会館☎（88）1331
ワーキングマザー
両立応援カウンセリング

原則第4水の午後（要問い合わせ）　男女共同参画推進セン
ターいこりあ（かながわ労働センター☎045（633）6110）

障害者職業相談（予約制） 金14時30分〜16時30分　サザンポ☎（26）0594
職業相談（茅ヶ崎市ふるさとハローワーク） 月〜金9時〜16時30分　勤労市民会館（第4月・祝日を除く）
女性のための相談室

（面談・法律は予約制）
①面談
②法律
③電話

①月・水・金、第4火10時〜16時
②第2・4火13時〜16時
③月〜金10時〜16時

男女共同参画推進
センターいこりあ
☎（84）4772

がいこくじんそうだん
①いっぱん
②ほうりつ
③きょういく

①かようび〜きんようび   9じ〜16じ
②かようび〜きんようび 13じ〜16じ
③かようび〜どようび    10じ〜16じ30ふん

あーすぷらざ
①②☎045（896）2895
③☎045（896）2972

子育ての何でも相談
月〜金9時〜17時　各子育て支援センター
北口☎（87）6620、南口☎（87）6531
浜竹☎（85）7900、香川駅前☎（82）2210

家庭児童相談 月〜金9時〜17時　家庭児童相談室☎（82）1151
療育相談 月〜金9時〜17時　こどもセンター☎（84）0505
成年後見相談（予約制） 第1木13時15分〜16時55分（40分以内。祝祭日の場合は

第2木）　茅ヶ崎市社会福祉協議会☎（85）9650
身体障害者の巡回更生相談 受け付け：障害福祉課障害者支援担当

毎月の第4月13時〜15時　総合療育相談センター（藤沢市亀井野）
青少年相談　一般教育相談

月〜金9時〜18時 青少年教育相談室
（月〜金17時〜18時は☎（86）9963のみ）

☎（86）9963〜4
こころの電話相談 ☎（57）1230
いじめ電話相談 ☎（82）7868
特別支援電話相談 ☎（86）1062

「ことばの教室」
「そだちの教室」
の通級指導・教育相談

ことばの教室 JR東海道線北側：梅田小学校 ☎(85)1124
JR東海道線南側：茅ヶ崎小学校 ☎(83)4597

そだちの教室 JR東海道線北側：鶴が台小学校 ☎(52)3006
JR東海道線南側：緑が浜小学校 ☎(88)5005

相 談 窓 口 一 覧
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この用紙は
古紙を含んでいます（2017年（平成29年）3月1日現在）

人　口▶	 239,993人	（前月比134人減）

世帯数▶	 99,300世帯	（前月比13世帯減）
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