


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

�
市役所で職場体験の募集～印刷、パソコ
ン入力などの事務

日時 �6月１9日㈪～30日㈮、7月１0日㈪～2１日㈮いずれも
土・日曜日、祝日を除く9時～１5時

対象 �市内在住の就労を目指す障害のある方2人〈申込制
（選考）〉

申込 �5月26日㈮までに申込書と自己チェックシート（い
ずれも市役所障害福祉課で配布中）を持参

ほか �6月１日㈭に個別面談で選考。報酬なし
問合 �障害福祉課障害者支援担当

�同行援護従業者養成研修の受講者募集
日時 �6月１0日㈯・１１日㈰・１7日㈯・１8日㈰いずれも9時

～１8時30分（座間市・海老名市での実習１回を含む）
場所 �藤沢市保健医療センター（藤沢市大庭）
内容 �視覚障害者に同行し、必要な情報の提供や、移動

日程（6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
6日㈫ １0時～１2時 パルバル湘南スポーツクラブ※

7日㈬ １4時～１6時 青少年会館
１4時～１6時 福祉会館

8日㈭ 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※

１１日㈰ 9時30分～
１１時30分 汐見台パシフィックステージ※

１3日㈫ １4時～１6時 ハマミーナまなびプラザ体育室※
１4日㈬ １0時～１2時 鶴嶺西コミュニティセンター

１5日㈭ １0時～１2時 さがみ農協茅ヶ崎ビル
１4時～１6時 鶴が台団地集会所※

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１4時～１6時
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㈬ １4時～１6時 鶴嶺公民館
１0時～１2時 小出地区コミュニティセンター※

※印の会場は上履きを持参

の援護などを行うことができる資格の取得
対象 �全日出席可能で資格取得後、同行援護業務に従事

する予定の方20人〈申込制（先着）〉
申込 �5月25日㈭までに☎0466（89）0025で湘南わらじの

会へ
ほか �費用3万5000円（全4回分）。神奈川県視覚障害者福

祉協会主催
問合 �障害福祉課福祉政策担当

�
介護サービス相談員募集～施設や在宅
で生活する介護サービス利用者の相談

人数 �若干名
対象 �市内在住の介護保険被保険者
申込 �6月１5日㈭までに履歴書（写真貼付）と作文「私が介

護サービス相談員に応募した動機」（400字詰め原
稿用紙使用。600～800字）を持参

ほか �活動内容や募集要項の詳細は市HP参照
問合 �高齢福祉介護課支援給付担当

�敬老祝金の対象者を見直しました
　市では、多年にわたり社会の発展に寄与してこられ
た高齢の方に敬老祝金を贈呈しています。これまでは、
8月3１日現在で本市に住民登録があり、9月１5日現在で
88歳、99歳、１00歳以上の方を対象としていましたが、
20１7（平成29）年度より99歳、１00歳以上の方が対象と
なります。敬老祝金の額はいずれも１万円で、原則、9
月ごろに担当区域の民生委員・児童委員がお届けしま
す。
問合 �高齢福祉介護課生きがい創出担当

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

市民参加・市民活動
�
市民大楽まなびーな～タマネギ外皮粉末
を利用した健康料理を学ぶ

日時 �5月20日㈯１0時～１3時
場所 �ハマミーナまなびプラザ会議室・調理室
講師 �岩井達

さとる

さん（文教大学健康栄養学部准教授）
定員 �30人〈申込制（先着）〉

申込 �5月１5日㈪～
ほか �費用500円
問合 �文化生涯学習課生涯学習担当

初めてふれるパソコン・タブレット入門講座
（フォローアップあり）

日時 �①6月27日㈫～30日㈮②7月4日㈫～7日㈮③7月１１
日㈫～１4日㈮いずれも9時～１2時

場所 �市役所分庁舎展示室
内容 �①②Word（文書作成）とインターネットを楽しむ③

タブレットを使ってみよう
講師 �パソコンボランティア湘南
対象 �各１0人〈申込制（先着）。①60歳以上の方または障

害のある方〉
申込 �5月22日㈪～☎で
ほか �費用１000円（資料代）
問合 �文化生涯学習課生涯学習担当

一日看護体験
日時 �7月28日㈮8時30分～１6時
場所 �市立病院
対象 �中学生以上の方30人〈申込制（先着）〉
申込 �6月9日㈮までに市立病院HPで
問合 �市立病院看護部☎（52）１１１１

年金・税金
固定資産税・都市計画税�第１期
軽自動車税の納期限は5月3１日㈬

　金融機関での納付に加え、コンビニエンスストアで
の納付（バーコード付きの納付書に限る）やペイジー
（金融機関のATMやインターネット・モバイルバンキン
グ）による納付ができます。また、納税には便利な口
座振替をご利用ください。口座振替は各納期限の2か
月前までに金融機関にお申し込みください。また、口
座振替日は納期限の日となりますので、預金残高の確
認をお願いします。
ペイジー収納に対応する金融機関は、市HPに掲載して
います。納付方法の詳細は各金融機関にお問い合わせ
ください。また、インターネット・モバイルバンキン
グを利用した納付には、事前に金融機関と、インター
ネットバンキングなどの利用契約が必要です。
問合 �収納課総務担当・納税担当

平成29年度市県民税課税証明・非課税証
明書は6月１日㈭から発行します

　平成29年度（28年分）の市県民税課税証明・非課税証
明書は、6月１日から市役所市民課、小出支所、各出張所、
各市民窓口センターで発行します。証明を請求できる
方は、本人、または市内在住で本人と住民票上同一世
帯の親族、本人からの委任状または代理人選任届など
を持参した方に限られます。また、窓口に来た方は身
分証明書（免許証など）の提示が必要となります。
問合 �市民税課市民税担当

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

表彰
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（4面へ続く）

障害基礎年金を受給している方へ
　20歳前に初診日のある障害基礎年金を受給している
方は所得制限があるため、毎年7月に所得情報を日本
年金機構へ提供しています。所得が確認できない場合
（市・県民税が未申告になっているとき）は、年金の支
給が一時停止になることがありますのでご注意くださ
い。また、併せて国民年金受給権者所得状況届の提出
も必要です。日本年金機構から6月下旬に送付されま
すので、市役所保険年金課へ提出してください。提出
期限は7月3日㈪～3１日㈪です。
問合 �保険年金課年金担当

環境
�
湘南�里浜みどりのプロジェクト観察会
岩海岸の海浜植物の観察

日時 �5月28日㈰１0時～
場所 �真鶴町岩海岸（真鶴町岩）
申込 �5月24日㈬までにNPO法人ゆいHPで
ほか �JR東海道線真鶴駅改札前集合
問合 �NPO法人ゆい☎090（39１4）0062荒井、景観みどり課

みどり担当

�柳
やなぎ

谷
やと

定例自然観察会
虫に人気の草・木を探そう

日時 �5月28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
美化キャンペーンクリーン茅ヶ崎
海岸清掃にご参加ください

日時 �6月3日㈯8時～１0時（小雨決行、荒天6月１0日㈯）
場所 �茅ヶ崎海岸全域（受付場所は小和田浜公園東側信

号下、菱沼海岸信号下、第一中学校入口信号下、
茅ヶ崎駅南口入口信号下、サザンビーチちがさき、
西浜中学校前信号下、柳島歩道橋下）

ほか �手袋などの清掃用具は持参。ごみ袋は配布。サザ
ンビーチちがさき会場のみ開会式・環境教室あり

問合 �環境保全課環境保全担当

�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（6月）

日時 �6月4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☎（82）6643佐々木

湘南�里浜みどりのプロジェクト�植栽会
ビロードテンツキを含む砂草の植栽

日時 �6月１0日㈯9時30分～
場所 �茅ヶ崎海岸ヘッドランド西側
申込 �6月7日㈬までにNPO法人ゆいHPで
問合 �NPO法人ゆい☎090（39１4）0062荒井、景観みどり課

みどり担当

�
相模川沿いに広がる河

か

畔
はん

林
りん

の
環境保全活動に参加しよう

日時 �6月１１日㈰9時30分～１１時30分
内容 �生物多様性のある河畔林とするための保全管理作

業（外来種の除去など）
ほか �長袖・長ズボン着用。軍手、鎌、水筒など持参。

相模川堤防上集合（温水プール西側）。駐車不可
問合 �相模川の河畔林を育てる会事務局☎（82）5587村中

第１2回あまみずプロジェクト
作ってみよう！雨水タンク

日時 �6月１7日㈯１0時～１2時
場所 �市役所本庁舎会議室2
内容 �ポリバケツを使った雨水貯留タンクを作る
定員 �１5人〈申込制（先着）。親子などでの参加も可〉
申込 �5月１5日㈪～3１日㈬に☎で
ほか �費用4000円（作ったタンクを設置した場合、材料

費の一部補助あり）
問合 �下水道河川建設課水環境担当

�茅ヶ崎市森林整備計画の変更
　森林法などの一部を改正する法律の成立を受けて、
鳥獣害の防止策を定めるべき森林に関する事項（鳥獣
害防止森林区域等）について追記し変更しました。な
お、市内では鳥獣害防止森林区域を設定すべき森林の
該当はありませんでした。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

子育て・教育
�
第38回ちがさき宇宙教室～実験と体験か
ら学ぶ不思議な真空の世界

日時 �6月25日㈰１4時～１6時
場所 �㈱アルバック（萩園2500）
講師 �㈱アルバック職員
対象 �小学生以上の方１00人〈申込制（抽選）。小学生は保

護者同伴〉
申込 �6月2日㈮（必着）までにはがきに住所・氏名・年

齢・電話番号、送迎バス利用希望の有無を記入し、
〒253-8686茅ヶ崎市役所青少年課へ（持参または
市HPも可）

問合 �青少年課育成担当

�
ママと楽しむおはなし会
絵本とおはなし、わらべうた

日時 �6月7日㈬１0時45分～１１時30分
場所 �茅ヶ崎地区コミュニティセンター
対象 �2歳～未就学児と保護者１5組〈申込制（先着）〉
申込 �5月１7日㈬１4時～
問合 �茅ヶ崎地区コミュニティセンター☎（88）7522

�
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 �6月１0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 �6月8日㈭まで
ほか �費用１組700円
問合 �保健所健康増進課こども健康・予防接種担当☎
（38）333１
�第23回のびのび子育て応援講座
アロハ！親子でフラダンス

日時 �6月１0日㈯１0時30分～１2時
場所 �市役所分庁舎コミュニティホール
講師 �今井裕

ゆう

子
こ

さん（カロケ・メレメレ・フラスタジオ/
トカリガ主宰）

対象 �2歳～未就学児と保護者１60人〈申込制（先着）〉
申込 �6月8日㈭までに☎で

ほか �託児6か月～１歳１１か月１0人程度〈申込制（先着）〉
問合 �浜竹子育て支援センターのびのび☎（85）7900

乳幼児期の子育ち・子育て出前講座
日時 �6月24日㈯１0時～１2時
場所 �鶴が台保育園
内容 �講演「子どもが安心して子どもでいるために～見

守る大人ができること」
講師 �菅

すが

野
の

幸恵さん（青山学院女子短期大学准教授）
対象 �市内在住・在勤の方30人〈申込制（先着）〉
申込 �5月22日㈪～6月2１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）。6月１5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 �6月24日、7月8日・22日いずれも土曜日１0時～１2
時（全3回）

場所 �小和田保育園
対象 �3歳以上の子の保護者8人〈申込制（先着）〉
申込 �5月１5日㈪～6月１6日㈮に☎で
ほか �個別に事前説明あり。託児6か月～未就学児5人
〈申込制（先着）〉

問合 �小和田保育園☎（82）857１

�
子ども会�遊び体験教室
地引き網、野外炊事、キャンプファイアなど

日時 �7月26日㈬～27日㈭
場所 �茅ヶ崎海岸、秦野市表丹沢野外活動センター（秦

野市菩提）
対象 �子ども会に入会している小学5・6年生30人〈申込

制（抽選）〉
申込 �6月１5日㈭（必着）までに申込書（市役所青少年課で

配布中）を〒253-8686茅ヶ崎市役所青少年課へ（持
参または市HPも可）

ほか �費用3700円。参加必須の保護者説明会あり（7月１5
日㈯9時30分～１１時に市役所本庁舎会議室１）

問合 �青少年課育成担当

文化・歴史
日本文学朗読会�菊池寛を読む�その１
新今昔物語より「狐

きつね

を斬る」、「出世」
日時 �5月23日㈫１１時～
場所 �ハスキーズギャラリー
講師 �椿

つばき

野
の え

枝さん、里村由実さん（いずれも朗読サロン
「六花」）

ほか �費用500円（ソフトドリンク付き）。売り上げの40％
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
下寺尾遺跡群保存・活用学習会
下寺尾廃寺の遺物を公開

日時 �5月27日㈯１4時～１6時
場所 �市役所本庁舎市民ふれあいプラザ
内容 �国指定史跡の調査で出土した遺物の公開・解説　

七
しち

堂
どう

伽
か

藍
らん

跡
あと

碑
ひ

建碑60周年記念事業の案内
申込 �開催日前日までに☎で
問合 �社会教育課文化財保護担当

第１0回�ちがさきの石仏と社寺を訪ねる
①事前説明会②現地探訪

日時 �①6月22日㈭１0時～１2時②6月29日㈭9時30分～１2

茅ヶ崎市のHP（携帯電話用）URLhttp://mobile.city.chigasaki.kanagawa.jp/
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（5面へ続く）

時30分
場所 �①文化資料館②北部地区（堤周辺）
定員 �30人〈申込制（先着）〉
申込 �5月１6日㈫～☎で
ほか �詳細は申し込み後に郵送
問合 �文化資料館☎（85）１733

�
初めての伝統工芸鎌倉彫講座～鎌倉彫の
基本である小刀によるV字型の薬

や

研
げん

彫
ぼり

日時 �7月7日・2１日、8月4日・１8日、9月１5日いずれも金
曜日１0時～１2時（全5回）

場所 �老人福祉センター
講師 �小

お

園
ぞの

敏樹さん（鎌倉彫伝統工芸士）
対象 �市内在住で60歳以上の方20人〈申込制（先着）〉
申込 �5月22日㈪～
ほか �費用１500円（材料費）。希望者は別途漆塗り代
問合 �老人福祉センター☎（85）3536

健康
保健所だより
区　　　分 日時�（いずれも予約制） 申込・問合

エイズ即日検査（匿名可）

5月23日㈫

9時～　
１0時30分

保健所
保健予防課
☎（38）33１5

Ｂ型・Ｃ型肝炎の検査
対象：40歳未満で、過去
に一度も受けたことがな
い方

１１時～　
１１時30分

精神保健福祉相談 5月24日㈬
6月１4日㈬ １4時～１7時

統合失調症家族教室
内容：病気の症状と治療
講師：横山裕哉さん（幸
町クリニックなごみ）

6月 7日㈬ １4時～１6時

アルコール教室
内容：参加者によるグルー
プワーク
講師：朝倉新さん（新泉こ
ころのクリニック）
対象：アルコール問題を
抱える方と家族

6月１5日㈭ １4時30分～
１6時

ビーバー歯科検診（歯と
食べ方の相談）
対象：心身に病気や障害
などがある幼児

5月25日㈭ １0時～
１１時30分

保健所
地域保健課
☎（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 �6月5日㈪１0時～１2時・１3時～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50㎏以上の方

問合 �保健所地域保健課地域保健担当☎（38）33１4

�
健康診断で指摘されていませんか～高コ
レステロール・高中性脂肪対策の食事法

日時 �①6月6日㈫１0時～１2時②7月4日㈫１0時～１3時30分

（全2回）
場所 �①保健所②男女共同参画推進センターいこりあ
内容 �①講義（食事の組み合わせ方の基本を学ぶ）②調理

実習（食事量や調理法などを実際に作って学ぶ）
対象 �64歳以下の方24人〈申込制（先着）〉
申込 �6月2日㈮までに☎で
ほか �②費用400円（材料費）
問合 �保健所健康増進課健康づくり担当☎（38）333１

�保健所の講座
申込 �いずれも実施日の前日まで（土・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（6月）
プレママ教室 初めて母親になる方 １2日㈪

ママサポ教室 初めて父親になる方
とその妻 3日㈯・5日㈪

離乳食講習会 4～6か月児の保護者※ １日㈭・１5日㈭
１歳児の食事と歯の
教室

28年6・7月生まれの
子と保護者※ 26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

�
食育月間講演会「働く・学ぶ・くらしを楽しむ
パワーチャージ～朝活ではじめる健康食生活」

日時 �6月１9日㈪１0時～１１時45分
場所 �市役所分庁舎コミュニティホール
内容 �健康に働くための朝活の取り組みと、日常生活に

役立つ朝食を中心とした健康づくり
講師 �坂

さか

手
て

秀
ひであき

章さん（ロート製薬株式会社）
定員 �70人〈申込制（先着）〉
申込 �5月１5日㈪～
問合 �保健所健康増進課健康づくり担当☎（38）333１

生活
STOP�THE�不法電波！
電波利用環境保護周知啓発強化期間

　6月１日㈭～１0日㈯は、「電波利用環境保護周知啓発強
化期間」です。電波は消防、救急、放送、携帯電話な
ど私たちの暮らしの中で使われています。不法な電波
により大切な通信を妨害しないよう、ルールを守って
正しく使いましょう。
問合 �総務省関東総合通信局（不法無線局による混信・

妨害☎03（6238）１939、テレビ・ラジオの受信障害
☎03（6238）１945、地上デジタルテレビ放送の受信
相談☎03（6238）１944
１0・１5・20・30年間無事故無違反へ
優良運転者の表彰を行います

　茅ヶ崎地区交通安全協会会員で、１0・１5・20・30年
間無事故無違反の方は6月9日㈮までに申告書（5月１5日
㈪～26日㈮に茅ヶ崎地区交通安全協会、市役所安全対
策課で配布）と無事故無違反証明書を茅ヶ崎地区交通

安全協会へ提出してください。
問合 �茅ヶ崎地区交通安全協会☎（83）323１、安全対策課

安全対策担当
製造事業所のみなさまへ～平成29年工業
統計調査を6月１日時点で実施します

　この調査は統計法に基づくもので、従業者数、製造
出荷額、原材料使用額等を調査し、中小企業施策や地
域振興などの基礎資料として利活用されます。調査票
に記入いただいた内容は、統計作成目的以外に使用す
ることはありません。5月中旬から、統計調査員が訪問、
または国から調査票が直接郵送されます。調査へのご
理解ご協力をお願いいたします。
問合 �神奈川県統計センター事業所・工業統計課☎045
（3１3）72１8、行政総務課統計担当
自分らしく輝くために！
好印象のつくりかた

日時 �6月１2日㈪・１9日㈪いずれも１0時～１2時（全2回）
場所 �男女共同参画推進センターいこりあ
内容 �ボディーランゲージと色、装いにおけるトータル

イメージのつくりかたを学ぶ
講師 �新木美代さん（イメージコンサルタント）
対象 �女性30人〈申込制（先着）〉
申込 �5月１5日㈪～☎で（市HPも可）
ほか �費用800円（材料費）。託児未就学児１0人〈申込制（先

着）。6月2日㈮まで〉
問合 �男女共同参画課男女共同推進担当☎（57）１4１4

�不用品バンク（4月24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〉男児ランドセル▷学生服（上着）▷学習机
▷座卓▷英和辞典▷仏和辞典▷ジグソーパズル▷
フィットネス用品▷設計製図用ドラフター〈ゆずって
ください〉県立七里ガ浜高校女子夏制服▷冷蔵庫
問合 �市民相談課消費生活センター

スポーツ
寒川町チャレンジデー20１7
みんなで勝利を目指して！

日時 �5月3１日㈬0時～2１時
内容 �鹿児島県指宿市を対戦相手に、運動やスポーツを

１5分間以上継続した住民の参加率を競い合う
対象 �当日、寒川町内で１5分間以上継続して運動（散歩、

買い物なども可）をした方（茅ヶ崎市民も可）
ほか �報告方法など詳細は寒川町HP参照
問合 �寒川町健康・スポーツ課☎（74）１１１１

新体力テスト
自分の体力を確認してみませんか

日時 �①5月28日㈰②③6月１7日㈯④⑤6月24日㈯いずれ
も１0時～１１時30分

場所 �①総合体育館②小出小学校③柳島小学校④松浪小
学校⑤室田小学校

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

表彰
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対象 �市内・寒川町に在住・在勤・在学で20歳以上の方
各30人〈申込制（先着）〉

申込 �①5月24日㈬まで②③6月１4日㈬まで④⑤6月2１日
㈬までのいずれも１7時までに☎で（平日のみ）

問合 �スポーツ推進課推進担当☎（82）7１36
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 �①6月7日㈬１8時～１8時45分・１8時45分～１9時30分、
6月１7日㈯9時～9時45分・9時45分～１0時30分②6月
１9日㈪9時30分～１0時30分、6月25日㈰１8時～１9時

対象 �１5歳以上の方各30人〈申込制（先着）。中学生不可〉
申込 �6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
市総合体育大会
バスケットボール競技～一般の部

日時 �6月１0日㈯8時30分～
場所 �総合体育館
対象 �市内在住・在勤・在学の１5歳以上で構成されたチー

ム、20１7年度茅ヶ崎バスケットボール協会登録
チーム〈申込制。中学生不可〉

申込 �5月23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

ほか �5月24日㈬１9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

茅ヶ崎ソフトバレーボール大会
日時 �6月１8日㈰9時～
場所 総合体育館
対象 �市内在住・在勤・在学の方で編成されたチーム〈申

込制〉
申込 �6月１日㈭までに☎で（住所・氏名・電話番号を記

入し、 （83）１953山上へも可）
問合 �茅ヶ崎ソフトバレーボール連盟☎（83）１953山上

茅ヶ崎万歩クラブ
衣
きぬ

張
ばり

山
やま

とお猿
さる

畠
ばたけ

の大
おお

切
きり

岸
ぎし

を見て（１0km）
日時 �6月１8日㈰9時～
ほか �費用500円（入園料などは別途）。JR横須賀線鎌倉

駅集合・逗子駅解散。詳細は市HP参照
問合 �茅ヶ崎万歩クラブ☎090（2497）8972石田

茅ヶ崎インディアカ総合大会
男子（2m）、女子（１.85m）、交流

日時 �6月25日㈰9時～
場所 �市体育館
対象 �茅ヶ崎インディアカ協会員、愛好者、市内中学生

以上のチームまたは個人〈申込制〉
申込 �6月9日㈮１7時までに申込書（市HPで取得可）を
（88）6007で森元へ

ほか �参加費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

市総合体育大会�柔道競技
日時 �6月25日㈰１0時～
場所 �総合体育館
内容 �幼年・小学生・中学生（男女）・一般無段者・一般

有段者の部（参加人数により変更あり）
対象 �市内在住・在勤・在学の方、または茅ヶ崎柔道協

会登録の方〈申込制〉
申込 �6月9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
問合 �スポーツ推進課推進担当☎（82）7１36

フロアボールinちがさき�（旧ユニホック）
①教室②大会

日時 �7月2日㈰9時～１8時
場所 �総合体育館
内容 �室内で安全にできるミニホッケーの教室と大会
対象 �市内または寒川町在住・在勤・在学で①小学生以

上の方〈申込制。当日参加も可〉②小学生以上の方
で構成された6人以上のグループ〈申込制〉

申込 �①当日までに②6月23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）を総合体育館内スポーツ推進課へ持参

問合 �茅ヶ崎フロアボール協会☎090（85１6）697１樋口

初心者社交ダンス講習会
日時 �7月5日～8月30日の毎週水曜日１5時～１7時（全9回）
場所 �総合体育館
対象 �50歳以上で社交ダンス未経験の方
申込 �6月30日㈮までに住所・氏名・年齢・電話番号を記

入し、 （86）１346横田で（ Birth_rule＠yahoo.
co.jpも可）

ほか �費用１回500円（テキスト代込み）
問合 �NPO法人シニアダンスサポート☎090（4１26）7905横田

サーフィン&ボディボード体験教室
①大人②ジュニア

日時 �①7月8日㈯②7月2１日㈮（予備日7月28日㈮）いずれ
も9時～１0時30分・１１時～１2時30分

場所 �茅ヶ崎海岸ヘッドランド付近
対象 �①市内在住・在勤の初心者各25人（サーフィン１5

人、ボディボード１0人）②市内在住・在学で高校
生以下の初心者各20人（サーフィン１0人、ボディー
ボード１0人）〈いずれも申込制（抽選）〉

申込 �6月3日㈯①9時45分～１0時②１１時～１１時１5分にい
ずれも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2000円（保険料、ボードなどレンタル料込み）
問合 �総合体育館☎（82）7１75

市総合体育大会�水泳競技
日時 �7月9日㈰9時～
場所 �屋内温水プール
内容 �自由形・平泳ぎ・背泳ぎ・バタフライいずれも小

学生・中学生・一般・一般団体（男女）の部
対象 �市内在住・在勤・在学で小学生以上の方、または

茅ヶ崎水泳協会登録者〈申込制。小学3年生以下は
5人につき保護者１人同伴〉

申込 �6月9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

ほか �競技順などは大会要項（市HPで取得可）参照。大会
補助役員募集中

問合 �スポーツ推進課推進担当☎（82）7１36

市総合体育大会�ソフトテニス競技
日時 �7月１6日㈰9時～（予備日7月23日㈰）
場所 �茅ヶ崎公園庭球場
内容 �ダブルス戦一般男子・女子、男子45歳以上・60歳

以上、女子45歳以上
対象 �市内在住・在勤・在学で高校生以上の方、または

茅ヶ崎ソフトテニス協会登録者〈申込制〉
申込 �6月30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
問合 スポーツ推進課推進担当☎（82）7１36

市総合体育大会バドミントン競技
一般の部（シングルス・ダブルス）

日時 �7月１6日㈰9時～
場所 �総合体育館
対象 �市内在住・在勤・在学で１5歳以上の方〈申込制。

中学生不可〉
申込 �7月5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
ほか �参加費１人200円
問合 �スポーツ推進課推進担当☎（82）7１36

第60回市民富士登山
日時 �7月23日㈰～24日㈪
対象 �市内在住・在勤・在学で小学4年生以上の方40人〈申

込制（先着）〉
申込 �6月１8日㈰までに☎で（住所・氏名・電話番号・生

年月日を記入し、（75）2635または antonio＠jc�
om.home.ne.jpも可）

ほか �参加費2万4000円（小学生は2万円）。7月１9日㈬１9
時～総合体育館会議室で事前説明会あり。詳細は
市HP参照

問合 �茅ヶ崎山岳協会☎（75）2635池田

産業・雇用
春の農業まつり
野菜品評会の入賞者決まる

　4月23日㈰に開催した春の農業まつりの野菜品評会
に、コマツナ・コカブなど26点の出品がありました。
審査の結果、優等賞は次のとおりです。
　ホウレンソウ＝石坂正治（浜之郷）、ネギ＝高橋芳嗣
（円蔵）、コカブ＝日比登久三（平太夫新田）
� （敬称略・順不同）
問合 �農業水産課農業担当

街頭労働相談会
働く上での問題解決のための相談

日時 �5月30日㈫１１時～１7時
場所 �イオン茅ヶ崎中央店
ほか �相談員はかながわ労働センター湘南支所職員、社

会保険労務士
問合 �雇用労働課雇用労働担当

�
復職支援！求職者のためのパソコン基礎講座
基礎的なWordの操作

日時 �6月6日㈫～9日㈮１8時30分～2１時30分（全4回）
場所 �勤労市民会館
対象 �40歳以上のパソコンの起動などの基本操作ができ

る方20人〈申込制（抽選）〉
申込 �5月29日㈪（必着）までに往復はがきに講座名、住

所・氏名・年齢・電話番号、パソコン貸し出し希
望の有無を記入し、〒253-0044新栄町１3-32茅ヶ崎
市勤労市民会館へ

ほか �パソコン貸し出し１日300円
問合 �勤労市民会館☎（88）１33１

�
6月の就職支援ミニ講座①自己理解②仕事の
探し方③応募書類の書き方④面接の受け方

日時 �6月6日㈫・１4日㈬・22日㈭・30日㈮いずれも①１0

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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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

�
自分のライフスタイルに合った働き方を見つ
けよう！女性のためのキャリアデザイン講座

日時 �6月１0日㈯9時30分～１2時30分
場所 �勤労市民会館
対象 �女性20人〈申込制（先着）〉
申込 �5月20日㈯～6月9日㈮１0時～（勤労市民会館HPも可）
ほか �託児3歳～未就学児１2人〈申込制（先着）〉
問合 �勤労市民会館☎（88）１33１

求人情報の見つけ方や企業研究の方法を学ぼう
仕事の探し方と企業研究講座

日時 �6月１5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 �5月20日㈯～6月１4日㈬１0時～（勤労市民会館HPも

可）
問合 �勤労市民会館☎（88）１33１

�人に伝わる文章の書き方講座
日時 �6月１7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 �5月20日㈯～6月１6日㈮１0時～（勤労市民会館HPも

可）
問合 �勤労市民会館☎（88）１33１

�
復職支援！求職者のためのパソコン基礎講座
基礎的なExcelの操作

日時 �6月20日㈫～23日㈮１8時30分～2１時30分（全4回）
場所 �勤労市民会館
対象 �40歳以上のパソコンの起動などの基本操作ができ

る方20人〈申込制（抽選）〉
申込 �6月１2日㈪（必着）までに往復はがきに講座名、住

所・氏名・年齢・電話番号、パソコン貸し出し希
望の有無を記入し、〒253-0044新栄町１3-32茅ヶ崎
市勤労市民会館へ

ほか �パソコン貸し出し１日300円
問合 �勤労市民会館☎（88）１33１

�
傾聴とは？豊かな人間関係を築くために
聴く力を身につける講座

日時 �6月24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 �5月20日㈯～6月23日㈮１0時～（勤労市民会館HPも

可）
問合 �勤労市民会館☎（88）１33１

�
サザンビーチちがさき花火大会
花火大会を一緒に盛り上げましょう！

　茅ヶ崎の夏の風物詩、サザンビーチちがさき花火大
会が8月5日㈯に開催されます。茅ヶ崎の花火大会は、
花火打ち上げ募金を始め、市民や事業所のみなさんの
ご協力により支えられています。その一環として、今
年も有料観覧席を設けます。ご希望の方はお問い合わ
せください。
〈有料観覧席〉場所取りの心配をせず、ゆったり花火を
鑑賞できるよう、ビーチに有料観覧席を設置。
席数＝380席、料金＝１席2500円（売り切れ次第終了）
申込 �☎で（観光案内所または茅ヶ崎市観光協会HPも可）
問合 �サザンビーチちがさき花火大会実行委員会（茅ヶ

崎市観光協会内）☎（84）0377

まちづくり
生産緑地地区の指定を希望される方への
事前相談

日時 �6月１日㈭～１4日㈬8時30分～１7時
場所 �市役所本庁舎都市計画課
内容 �生産緑地制度の概要説明、対象地についてのヒア

リング、指定希望者への案内
申込 �相談希望日前日までに☎で
問合 �都市計画課総務担当

防災・消防
｢あなたなら�無事故の着地�決められる！」
6月4日㈰～１0日㈯は危険物安全週間

　危険物の保安に対する意識の高揚や啓発を推進する
ため、危険物安全週間が全国一斉に実施されます。ガ
ソリンなどの危険物は、火災を発生させる危険性が非
常に高く、ちょっとした不注意が思わぬ事故につなが
る恐れがあります。ガソリンや灯油、塗料、潤滑油ス
プレーといった身近な危険物の保管方法を確認し、安
全に取り扱うようにしましょう。
問合 �予防課危険物担当

防火に関する講習会と消火器訓練
日時 �6月6日㈫１3時30分～１6時30分
場所 �モリタ宮田工業㈱
定員 �20人〈申込制（先着）〉
申込 �5月１5日㈪～6月2日㈮
問合 �予防課査察指導担当

広げよう救命の輪～普通救命講習会（救急法）
心肺蘇生法、AEDの使用方法ほか

日時 �①6月１5日㈭②6月１7日㈯③6月25日㈰いずれも9時
～１2時

場所 �①③消防署②南湖公民館
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 �①5月22日㈪～6月8日㈭に消防指導課へ②5月23日

㈫～6月１１日㈰に南湖公民館☎（86）4355へ③6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 �消防指導課消防指導担当☎（85）4594

�
広げよう救命の輪～女性専用普通救命講習会（救急法）
心肺蘇生法、AEDの使用方法ほか

日時 �7月2日㈰9時～１2時
場所 �消防署
対象 �市内在住・在勤・在学で中学生以上の女性25人〈申

込制（先着）〉
申込 �5月29日㈪～6月23日㈮に消防指導課へ
ほか �受講者には修了証を発行
問合 �消防指導課消防指導担当☎（85）4594

�弾道ミサイルが落下する可能性がある場合の行動
　弾道ミサイルは、発射から極めて短時間で着弾しま
す。市域に落下する可能性がある場合、防災行政用無
線で特別なサイレン音とともに音声を流します。
　音声が流れたら、屋外にいる場合は、近くのできる
だけ頑丈な建物や地下街などに避難し、屋内にいる場
合は、できるだけ窓から離れ、できれば窓のない部屋
へ移動してください。
問合 �防災対策課危機管理担当

採用
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
して任用

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

寄付（敬称略）
〈市へ〉市田清美＝１万円▷東海岸小学校東小会＝ジェッ
トヒーター▷株式会社オーテックジャパン＝福祉車両
〈茅ヶ崎市社会福祉協議会へ〉神奈川土建一般労働組合
茅ヶ崎寒川支部湘北分会＝2万3082円▷神奈川土建一般
労働組合茅ヶ崎寒川支部サザン分会＝4１50円▷神奈川
土建一般労働組合茅ヶ崎寒川支部堤分会＝１万2558円▷
神奈川土建一般労働組合茅ヶ崎寒川支部西分会＝１万
2350円▷神奈川土建一般労働組合茅ヶ崎寒川支部なぎ
さ分会＝4784円▷神奈川土建一般労働組合茅ヶ崎寒川
支部翼分会＝１950円▷神奈川土建一般労働組合茅ヶ崎
寒川支部東分会＝6400円▷匿名＝6000円、2000円、
2000円、2000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

表彰
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香川公民館
〒253-0082　香川1-11-1　
☎（54）1681　 （54）1681

か め さ ん の お う ち
日時 �5月24日㈬10時～13時
内容 �0歳～未就学児までの親子が楽しむ

フリースペース
かがわこもれびプラザ
①かみしばい広場②将棋の広場

日時 �5月27日㈯①13時30分～14時②13時
30分～15時30分

対象 �幼児～中
あそびの広場～色水あそびとおはなし会

日時 �6月3日㈯13時30分～15時
対象 �小以下の方

卓 球 開 放
日時 �6月9日㈮15時～17時
対象 �小以上の方

庭 木 の 剪
せ ん て い

定 教 室
日時 �6月11日㈰10時～16時30分
講師 �赤木洋

ひろゆき

行さん（赤木造園事務所）
定員 �15人〈申込制（先着）〉
申込 �5月20日㈯～

￥夏に涼しい手づくり布ぞうり
日時 �6月16日㈮9時30分～12時30分
内容 �古

ふる

浴
ゆ か た

衣を使ってぞうりを編む
定員 �20人〈申込制（先着）〉
申込 �5月19日㈮～

文 学 講 座
芥川龍之介の文章表現の魅力とは

日時 �6月25日㈰13時～15時
講師 中田雅敏さん（八洲学園大学教授）
定員 25人〈申込制（先着）〉
申込 5月21日㈰～

⬇申込すべて5月16日㈫～⬇
￥たんじゅん農法でまるごと農業体験

日時 �6月10日㈯・17日㈯、7月8日㈯、8月
5日㈯、9月9日㈯、10月（日付未定）、
11月12日㈰いずれも13時30分～（6
月10日のみ12時30分～）

対象 �小の親子6組〈申込制（先着）〉
￥ 子どもスポーツチア

日時 �6月17日㈯10時～12時
対象 小15人〈申込制（先着）〉

⬇申込すべて5月24日㈬～⬇
￥ お も し ろ 理 科 実 験

日時 �6月24日㈯、7月2日㈰・8日㈯いずれ
も10時～12時

講師 �白須由治さん（文教大学非常勤講師）
対象 �小4年生以上の方10人〈申込制（先着）〉

親 子 で 簡 単 ス ポ ー ツ
日時 �6月24日㈯10時～11時30分
対象 �4歳～6歳の親子5組〈申込制（先着）〉

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 �5月26日㈮、6月9日㈮いずれも10時

～14時
内容 �フリースペース。昼食可（持参）。

5月26日㈮11時～一升餅でお祝い
対象 �未就園児と保護者

絵 本 と お 話 の 時 間
日時 �6月10日㈯11時～11時40分

卓 球 開 放
日時 �6月10日㈯13時～16時

￥アロマワークショップ～虫よ
け＆サンケア アロマクリーム～

日時 �6月16日㈮10時～12時
講師 �中田真世さん（アロマセラピスト）
定員 �20人〈申込制（先着）。妊婦不可〉
申込 �5月25日㈭～

￥じゃがいも掘ってカレーをつくろう!
日時 �6月17日㈯9時30分～13時
対象 �小10人〈申込制（抽選）〉
申込 �5月23日㈫～28日㈰

地域交流会～世界は僕の教室 
日本一周へき地校 バイク旅

日時 �6月24日㈯10時～12時

講師 �西岡正樹さん（西岡塾主宰）
定員 �100人〈当日先着〉

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

子どもの広場～マジックを楽しもう
日時 �6月10日㈯10時～11時30分
対象 �小以下

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 �6月13日㈫10時～11時30分
対象 �乳幼児と保護者

元気アップ！体操教室
日時 �6月16日㈮10時～11時30分
定員 �20人〈当日先着〉

認 知 症 家 族 介 護 教 室
認知症の方との付き合い方

日時 �6月17日㈯10時～12時
講師 �寺元栄子さん（にこにこクラブ会長）
定員 �20人〈申込制（先着）。介護をしてい

る方優先〉
申込 �5月17日㈬～

￥楽しく描くトールペインティング
日時 �6月22日㈭13時30分～16時
講師 �畑

はた

田
だ

美恵子さん
定員 �20人〈申込制（先着）〉
申込 �5月19日㈮～

フ ラ を 通 し て ア ロ ハ
スピリットにふれよう

日時 �7月9日㈰10時～12時
講師 �大瀧初子さん（フラ�ハーラウ・オ・

ウルラニ）
対象 �小以上の方と保護者20組〈申込制（先

着）〉
申込 �5月23日㈫～

青少年会館
〒253-0045　十間坂3-5-37
☎（86）9961　 （86）9962
⬇申込すべて5月21日㈰～⬇

スポーツチャンバラ体験教室
日時 �6月11日㈰10時30分～12時
対象 �小24人〈申込制（先着）〉

クラフト教室～身近な材料を使って工作
日時 �6月17日㈯10時～12時
対象 �小15人〈申込制（先着）。小2年生以下

は保護者同伴〉
￥魅惑のベネチアンマスク制作

日時 �6月24日㈯10時～16時
対象 �小4年生～高10人〈申込制（先着）〉

こどもの国～絵本の読み聞かせ
日時 �毎月第3木曜日15時30分～

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

青 少 年 卓 球 開 放
　開放日などの詳細はお問い合わせくだ
さい。また、市HPでも確認できます。

⬇申込すべて5月16日㈫～⬇
￥ お も し ろ 工 作 教 室 ５
いろいろなものを飛ばして遊ぼう！

日時 �6月10日㈯10時～12時
内容 �紙コップ、綿棒、ペットボトルなど

をいろいろな方法で飛ばして楽しむ
対象 �小・中12人〈申込制（先着）〉

ス ポ ー ツ 吹 矢 教 室
日時 �6月11日㈰10時～12時
場所 �福祉会館
内容 �基本動作やルールを学び、ゲーム方

式の対戦を行う
対象 �小・中24人〈申込制（先着）。小3年生

以下は保護者同伴〉

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 �5月25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！
￥遊々クラブ 音楽を楽しむ
笑って歌って元気になろう

日時 �6月3日㈯10時～11時30分
対象 �おおむね65歳以上の方15人〈申込制
（先着）〉

申込 �5月17日㈬～
￥陶芸教室①作

さ く と う

陶②絵付け
日時 �①6月18日㈰10時～12時②7月2日㈰

13時～15時（全2回）
定員 �20人〈申込制（先着）〉
申込 �5月27日㈯～

つるみねオープンサークル
ロコモティブシンドローム予防ストレッチ

日時 �6月20日㈫10時～11時30分
定員 �20人〈申込制（先着）〉
申込 �5月18日㈭～

楽しみながら自分で健康チェック
フレイルチェックしてみませんか

日時 �6月27日㈫14時～16時
対象 �市内在住のおおむね65歳以上の方40

人〈申込制（先着）〉
申込 �5月19日㈮～6月18日㈰

つるみねオープンサークル
紙 芝 居 を や っ て み よ う

日時 �6月28日㈬14時～15時30分
定員 �10人〈申込制（先着）〉
申込 �5月21日㈰～

￥ 癒 し の ハ ー ブ 講 座
ラベンダースティック作り

日時 �7月4日㈫10時～12時
定員 �15人〈申込制（先着）〉
申込 �5月18日㈭～

サマーライブ出演者募集
音楽・ダンス（個人・団体）

日時 �8月26日㈯13時～17時
対象 中～39歳の方10組〈申込制（先着）〉
申込 �5月21日㈰～6月18日㈰

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

子どもの広場～紙芝居
日時 �5月20日㈯10時～11時30分

子 育 て ホ ッ と 広 場
日時 �5月24日㈬10時～11時30分

さ つ き 展
日時 �5月27日㈯・28日㈰9時30分～16時

￥美味しいシソ入り梅干しを作ろう
日時 �6月3日㈯・17日㈯いずれも9時30分

～11時30分
定員 �12人〈申込制（先着）〉
申込 �5月19日㈮～☎で
ほか �託児6か月～未就学児5人〈申込制（先

着）〉
￥ ぴ よ ぴ よ ア ト リ エ
ねりねりころころねんど遊び

日時 �6月7日㈬10時30分～12時
対象 �1歳～未就園児と保護者10組〈申込制
（抽選）〉

申込 �5月24日㈬～6月1日㈭に☎で
楽しみながら自分で健康チェック
フレイルチェックしてみませんか

日時 �6月22日㈭14時～16時
対象 �市内在住のおおむね65歳以上の方40

人〈申込制（先着）〉
申込 �5月17日㈬～6月14日㈬

将 棋 大 会
日時 �6月24日㈯9時30分～12時
対象 �小・中20人〈申込制（先着）〉
申込 �5月18日㈭～6月20日㈫に☎で

夫婦で学ぶイクメン教室
パパもおうちで読み聞かせ！

日時 �6月25日㈰10時～12時
対象 �子育て中の夫婦10組〈申込制（先着）〉
申込 �6月1日㈭～☎で
ほか �託児6か月～未就学児12人〈申込制
（先着）〉
⬇申込すべて5月16日㈫～☎で⬇
ボランティア体験えほんだいすきの会

日時 �5月26日㈮15時～17時

定員 �10人〈申込制（先着）〉
ふれあいスポーツ広場～3B体操体験

日時 �6月3日㈯13時30分～15時
定員 �10人〈申込制（先着）〉

￥楽しいＩＴ講座～これから
始める！スマホ・タブレット

日時 �6月6日㈫・7日㈬・13日㈫・14日㈬
いずれも9時30分～12時（全4回）

定員 �20人〈申込制（先着）〉

図書館
〒253-0053　東海岸北1-4-55
☎（87）1001　 （85）8275

映画会①一般向け「シロマン」
②子ども向け「ヘンゼルとグレーテル」

日時 �6月10日㈯①9時30分～②14時～
オカリナの夕べ～山田耕筰の誕
生日にちなんだミニコンサート

日時 �6月11日㈰17時～17時30分
内容 �石

いし

渡
わた

晃
あき

子
こ

さん（オカリナ・フルート
奏者）による演奏
ミ ュ ー ジ ッ ク Ｄ Ａ Ｙ

日時 �6月17日㈯9時30分～
内容 �李

り

香
こう

蘭
らん

（劇団四季）
茅ヶ崎の民話上演「大山街
道・翔ぶ男」「オチヨばんば」

日時 �6月17日㈯14時～
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 �①6月21日㈬10時30分～（受け付け
10時～）②6月14日㈬・28日㈬いずれ
も15時～③6月3日・10日・24日いず
れも土曜日15時～
￥楽しいフラワーデザイン
夏 の ア レ ン ジ

日時 �6月27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 �6月7日㈬～

図書館香川分館
〒253-0082　香川1-11-1
☎（51）4946

映画会「キティとミミィのあたらしいかさ」
日時 �6月10日㈯14時～

おはなし会～小さい子向け
日時 �6月17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 �6月4日㈰までの10時～18時（入館は
17時30分まで）

内容 �自転車の歴史、芸術、未来の姿など
を紹介

￥〈風と遊ぶ、サイクルキャビン体験〉
日時 �5月26日㈮～28日㈰13時～16時（雨

天・荒天中止）
内容 �茅ヶ崎製ユニバーサル電動三輪自転

車（2人乗り）を体験
定員 �各日20人〈当日先着〉
￥〈ギャラリートーク〉
日時 �6月1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

〈スペシャルトーク〉
「ミヤタ自転車と茅ヶ崎の関わり」
日時 �6月3日㈯14時～15時30分
場所 �図書館
内容 �宮田英夫さん（善行雑学大学代表理

事）、森浩章さん（茅ヶ崎館5代目館
主）出演

ほか �席数約70席〈当日先着〉
￥屋外アトリエワークショップ

「香るハーブティー会」
日時 �6月2日㈮13時30分～14時30分
内容 �生葉のハーブの香りを楽しむお茶会
対象 �18歳以上の方16人〈申込制（先着）〉
申込 �5月23日㈫～

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

6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6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 5日・12日・19日・26日

図書館本館 5日・12日・15日・19日・26日
図書館香川分館 5日・12日・15日・19日・26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 5日～12日・19日・26日
ちがさき市民活動サポートセンター 21日
スポーツ施設 12日
男女共同参画推進センターいこりあ 4日・11日・18日・25日
勤労市民会館 26日
開高健記念館、茅ヶ崎ゆかりの人物館 1日・5日～8日・12日～15日・19日～22日・26日～29日

相 談 窓 口 一 覧
相　談　名 日　時　・　場　所

市民相談 月～金 8 時30分～17時

市
　
民
　
相
　
談
　
課

予
　
　
　
　
約
　
　
　
　
制

行政相談 第2・4水 13時～15時
市民安全相談／交通事故相談／防犯相談 月～木 9 時～17時
建築紛争相談 第3水 10時～16時
法律相談（同じ内容は1人1回のみ） 火・木 10時～15時30分
人権相談 第2金、第4火 13時～16時
税務相談 第1・3水、第4木 13時～16時
公証相談（遺言、大切な契約など） 第2月 13時～16時
不動産相談 第1・3金 13時～16時
分譲マンション管理相談 第2金 13時～16時

司法書士相談（不動産、商業登記など）
第2火 13時～16時
第2金 13時～16時　寒川町役場町民相談室☎（74）1111

暮らしと事業の相談（相続手続きなど） 第4月 13時～16時
多重債務法律相談 第1月、第2水、第4金 13時15分～16時15分
多重債務相談 月～金 8 時30分～17時

犯罪被害者等支援相談
職員 月～金 8 時30分～17時
ピア神奈川 第1・3水 10時～16時

消費生活相談
月～金 9 時30分～16時（消費生活センター）

月・木 10時～16時（受け付けは15時まで）
寒川町役場消費生活相談室☎（74）1111

予
約
制

消費生活法律相談 第2金 13時～16時（消費生活センター）

家計あんしん相談 第1・3木 11時～11時50分、13時15分～16時5分
（消費生活センター）

発明相談 第3金 13時～16時　市民相談室（受け付け＝産業振興課商工業
振興担当）

生活自立相談 月～金 8時30分～17時　生活自立相談窓口（分庁舎2階）

広報ちがさき　2017（平成29）年5月15日号　No.1070
●発行／茅ヶ崎市　　●編集／企画部秘書広報課　　●発行日／毎月１日・15日
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎１-１-１　☎0467(82)1111　 0467(87)8118

この用紙は
古紙を含んでいます（2017年（平成29年）4月1日現在）

人　口▶	 239,891人	（前月比102人減）

世帯数▶	 99,583世帯	（前月比283世帯増）

８ 2017年（平成29年）５月15日号 No.1070

茅ヶ崎市 HP
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