
期　間：2015年4月1日～2017年3月31日� 細部尚文
派遣先：岩手県陸前高田市� 建設部公園緑地課

　2015年10月から、陸前高田市市街地整備課に１年間勤務し
ました。私は震災当時、陸前高田市の隣の大船渡市におり、震
災前の街並みと震災直後の光景を鮮明に覚えています。担当し
た換地設計という業務は、住民のみなさんの土地を再配置し、
新たな生活拠点となる土地の場所を決定する業務ということ
で、日々緊迫した空気の中、業務に当たっていました。
　被害が甚大であったことから事業の完了には時間がかかるか
と思います。一日も早く住民のみなさんが安心して生活できる
環境が整ってほしいと思います。

被災地の今を知る　
　東日本大震災から6年。被災地では行政、企業、NPO団体などによる復興事業が着実に進む中、
今なお住民のみなさんが安心して暮らせる環境が整ったとはいえません。私たちができること
を一緒に考えてみませんか。

【職員課人財育成担当】

第６回被災地支援活動報告会
日時　8月5日㈯　9時30分～11時30分（9時開場）
会場　市役所分庁舎6階コミュニティホール集会室1

申込制（先着）
約100人

　市では、東日本大震災で大きな被害を受けた地域にこれまで124人の職員を派遣し、被災された方々
の生活再建のための支援活動を行ってきました。市の防災力向上を目的とした被災地支援報告会は、
今年で6回目を迎えます。
　今回の報告会では、被災地に派遣した職員による支援活動報告を行うとともに、宮城県気仙沼市で
東北の高校生のサポート活動を中心に若者の人材育成に取り組む「認定NPO法人底上げ」の代表理事
である矢部寛明さんによる講演を行います。
　東日本大震災から6年が経過した東北の現状を、直接聞くことができる貴重な機会です。

申込　8月4日㈮までに☎で（氏名・電話番号を記入し、 shokuin@city.chigasaki.kanagawa.jpも可）

気仙沼の6年間
　― 「認定NPO法人底上げ」6年間のあゆみを通じて ―

　「認定NPO法人底上げ」は、東日本大震災
直後に宮城県気仙沼市で立ち上がりました。
　「本質的な復興は人材育成にある」という
考えのもと、現在は高校生への学習支援を
中心にさまざまな支援活動を行っていま
す。代表理事の矢部寛明さんがこの6年間
を語ります。

認定NPO法人底上げ代表理事
矢部寛明さん

期　間：2015年10月1日～2017年3月31日� 益田貴正
派遣先：宮城県南三陸町� 市民安全部防災対策課

　南三陸町役場では管財課に配属となり、高台団地の土地の
売買・貸し付け、漁業集落再建のための用地買収・物件補償、
区画整理・道路整備等のための物件補償などを担当しました。
特に、私が派遣された時期は、高台団地の造成が完了し、売
買・貸し付けのピークの時期を迎えていました。低地部の
漁港の再建など復興が道半ばの部分もありますが、一日も
早い住宅再建を進めるために、南三陸町の職員、他の自治
体の派遣職員と協力し、住宅再建につなげることができま
した。

　南三陸町で1年間、企画課職員として統計、国際交流、ふ
るさと納税と多岐にわたる業務を担当しました。どの業務も
復興と新たなまちづくりにつながることから、大きなやりが
いを感じて業務に当たっていました。赴任前は震災から5年
以上が経過して復興がかなり進んでいるのではないかと想像
していましたが、実際には震災当時から時間が止まったかの
ような場所が多くありました。住民のみなさんは当時の記憶
を鮮明に覚えており、町と人々の心に震災の爪痕が色濃く
残っていることを痛感しました。

　2015年4月から2年間、陸前高田市市街地整備課の職員と
して勤務しました。津波で被災した市街地をかさ上げ・造成
し、新たに宅地を作る業務に携わり、工事担当として日々、
委託先であるUR都市再生機構や清水JVとの工程・工事調整、
住民のみなさんや国、県、市の各部局との協議を行いました。
　市街地整備課の職員の3分の2が派遣職員で、多くの自治
体が復興支援に携わっていることを実感しました。
　事業の完了にはまだ数年かかります。そのことを知っても
らうことも復興支援の一つだと思います。

講演

1983年生まれ。早稲田
大学卒業。大学4年生の
時、東日本大震災が発
生し、以前お世話になっ
た気仙沼の旅館が被害
を受けたと知り、迷わ
ずボランティアとして駆けつける。その後、企業の
内定を辞退してNPO法人底上げを立ち上げる。

私たちが見た被災地の現状　活動
報告

期　間：2016年4月1日～2017年3月31日� 能見亮佑
派遣先：宮城県南三陸町� 財務部市民税課

期　間：2015年10月1日～2016年9月30日� 中島悠太郎
派遣先：岩手県陸前高田市� 財務部資産税課

第1 部

第2 部

陸前高田市　高台部造成状況(三陸沿岸道路部）

陸前高田市　災害公営住宅の建設現場

陸前高田市　大型重機による造成
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福祉
�
第19回翔の会表現展
「湘南�地�アート�あ～夏休み」

日時 �7月27日㈭～8月2日㈬10時～16時
場所 �市役所本庁舎市民ふれあいプラザ、イオン茅ヶ崎

中央店
問合 �翔の会湘南鬼瓦☎（52）1005

�県の在宅重度障害者等手当制度の申請
対象 �8月1日現在、県内に6か月以上継続して在住し、

表中の①か②に該当する在宅の方（2016年8月1日～
2017年7月31日に、施設や病院などに継続して3か
月を超えて入所（入院）している場合は対象外）

申込 �8月1日㈫～9月8日㈮
ほか �年齢・所得制限あり。必要書類は要問い合わせ。

申請後も毎年、現況の届け出が必要
問合 �障害福祉課障害福祉推進担当
身体障害 身体障害者手帳の1級または2級 2

つ
以
上
該
当
す
る
方

支
給
額（
年
額
）6
万
円

① 知的障害
療育手帳のA1またはA2相当の判定
（B1や知能指数50以下と判定された方
で、身体障害者手帳の1～3級を交付さ
れた方を含む）

精神障害 精神障害者保健福祉手帳1級
② 特別障害者手当・障害児福祉手当を受給されている方

�
65歳からの男の身だしなみとおしゃれ
�肌の特徴、手入れ方法、ボディエチケットなど

日時 �8月10日㈭14時～15時
場所 �市役所本庁舎会議室1
講師 �資生堂「いきいき美容教室」
対象 �65歳～70歳の男性20人〈申込制（先着）。敏感肌の

方は申込時に申告〉
申込 �7月18日㈫～8月4日㈮に☎で
問合 �高齢福祉介護課支援給付担当

�
ちがさき体操や介護予防普及のボランティア
高齢者支援リーダー養成講座（6期生）

日時 �8月26日～10月21日（9月30日、10月14日を除く）の
毎週土曜日9時30分～11時30分（全7回）

場所 �市役所本庁舎会議室3（9月23日は総合体育館）
対象 �養成講座を受講後、無償で地域活動ができるおお

むね70歳までの方30人程度〈申込制（先着）〉
申込 �7月18日㈫～8月18日㈮に☎で
問合 �高齢福祉介護課支援給付担当

�
話の内容を文字で伝える～入門要約筆記
講習会①手書きコース②パソコンコース

日時 �①8月30日～9月27日の毎週水曜日10時～12時（全5
回）②8月30日、9月6日、10月4日・11日・18日い
ずれも水曜日10時～12時（全5回）

場所 �市役所分庁舎E会議室他
定員 �各15人〈申込制（抽選）〉
申込 �8月17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

ほか �②ノートパソコン（Windows）持参
問合 �障害福祉課障害福祉推進担当

�
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。運動しやすい服装・靴、飲み物持

参。病気の方は主治医へ相談。申し込み不要
問合 �高齢福祉介護課支援給付担当
日程（8月） 時　間 場　所
1日㈫ 10時～12時 パルバル湘南スポーツクラブ※

2日㈬ 14時～16時 青少年会館
14時～16時 福祉会館

3日㈭ 10時～12時 茅ヶ崎地区コミュニティセンター※
4日㈮ 10時～12時 小和田公民館

6日㈰ 9時30分～
11時30分 汐見台パシフィックステージ※

8日㈫ 14時～16時 ハマミーナまなびプラザ体育室※
9日㈬ 10時～12時 鶴嶺西コミュニティセンター

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

15日㈫ 10時～12時 萩園いこいの里

16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※

17日㈭ 14時～16時 鶴が台団地集会所※
18日㈮ 14時～16時 高砂コミュニティセンター
20日㈰ 10時～12時 茅ヶ崎たすけあいひろばぽかぽか※
22日㈫ 10時～12時 コミュニティセンター湘南

23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※

24日㈭ 10時～12時 しおさい南湖
10時～12時 鶴嶺東コミュニティセンター

25日㈮ 14時～16時 海岸地区コミュニティセンター※
10時～12時 香川公民館
14時～16時 香川公民館

27日㈰ 10時～12時 松林ケアセンター※
※印の会場は上履きを持参

環境
�
前年よりも「省エネ」にチャレンジ
夏の省エネコンテスト

内容 �7月～9月の電気使用量を前年同時期と比べ、2か
月以上削減した方に、エコグッズを贈呈

対象 �市内在住の世帯（事業者を除く）、ちがさきエコ
ネットのエコファミリー会員

申込 �10月31日㈫までにちがさきエコネットHPまたは、
各電力会社からの検針票（7月～9月で削減達成し
た月分）の写しと申込書（市役所環境政策課、各公
民館、各出張所などで配布中）を持参

問合 �環境政策課温暖化対策担当

�柳
やなぎやと
谷定例自然観察会～水生生物を見よう

日時 �7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

�
ほのぼのビーチフェスティバル2017
ビーチクリーン、ビーサン飛ばしなど

日時 �7月30日㈰9時30分～17時（雨天中止）
場所 �茅ヶ崎海岸ヘッドランド前・ボードウオーク
問合 �ほのぼのビーチ茅ヶ崎☎090（3692）7530石井

�清
し

水
みず

谷
やと

定例観察会（８月）
日時 �8月6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

相模川沿いの自然環境を保全し、心地
よい汗をかこう

日時 �8月13日㈰9時30分～11時30分
内容 �生物多様性のある河

か

畔
はん

林
りん

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・帽子着用。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
里山はっけん隊！
親子ででかけよう！夏の里山

日時 �8月19日㈯8時45分～16時（荒天8月20日㈰延期）
場所 �県立茅ケ崎里山公園
対象 �市内在住・在学の小学生の親子30人〈申込制（先

着）〉
申込 �7月18日㈫～31日㈪に☎で
ほか �市役所集合。バスで送迎。昼食持参
問合 �環境政策課環境政策担当

�
親子環境バスツアー～工場見学をして
夏休みの宿題に役立てよう

日時 �8月21日㈪8時10分～17時
場所 �①東京ガス袖ケ浦工場LNGプラザ（千葉県袖ケ浦

市）②味の素川崎工場（川崎市川崎区）
対象 �小学生と保護者10人〈申込制（抽選）〉
申込 �7月18日㈫～26日㈬に☎で
ほか �藤沢市民会館集合・解散。湘南エコウェーブ（茅ヶ

崎市・藤沢市・寒川町）主催
問合 �環境政策課温暖化対策担当

�深夜花火の防止にご協力を
　「茅ヶ崎市民の美しく健康的な生活環境を守る条例」
では、22時から翌日6時まで公共の場所におけるロケッ
ト花火や、打ち上げ花火などの大きな音の出る花火を

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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禁止しています。
　海岸や公園など広い場所でも音が響き、近隣の住民
に迷惑となります。ルールを守り、花火を楽しみましょ
う。
問合 �環境政策課環境政策担当

保険・税金
�国民健康保険高齢受給者証の送付

　国民健康保険に加入している7月2日㈰～8月1日㈫に
70歳の誕生日を迎える方と、70歳～74歳の方へ7月25
日㈫に高齢受給者証を発送します。8月1日以降に保険
医療機関などで受診するときは、保険証とともに窓口
に提示してください。なお、有効期限の切れた高齢受
給者証は、8月1日以降市役所保険年金課、小出支所、
各出張所、各市民窓口センターへ返却または各自の責
任で廃棄処分するようお願いします。
問合 �保険年金課給付担当

�
�限度額適用認定証や限度額適用・
標準負担額減額認定証をお持ちの方へ

　現在お持ちの「限度額適用認定証｣や「限度額適用・標
準負担額減額認定証」の有効期限は7月31日㈪までとな
ります。引き続き認定を受ける場合は、8月1日㈫から
市役所保険年金課、小出支所、各出張所で申請を受け
付けます。手続きの際は、国民健康保険被保険者証、
マイナンバー確認書類（世帯主と認定証が必要な被保
険者）、現在の認定証を持参してください。
問合 �保険年金課給付担当

子育て・教育
�
交通安全キャンペーン30周年記念
「夏休み親子交通安全フェスタ」開催

日時 �8月1日㈫13時～15時（開場12時30分）
場所 �藤沢市民会館大ホール（藤沢市鵠沼東8-1）
内容 �交通安全教室や自転車シミュレーターなどの体験
ほか �詳細は「湘南える」HPへ
問合 �湘南リビング新聞社☎0466（27）7411

�
親子食育教室
変わりごはんでドライカレー

日時 �8月1日㈫10時～14時
場所 �男女共同参画推進センターいこりあ
対象 �小学生と保護者24人〈申込制（先着）〉
申込 �7月28日㈮12時までに☎で
ほか �1組500円（1人増えるごとに250円）
問合 �保健所健康増進課こども健康・予防接種担当☎
（38）3331

�
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 �8月19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 �初妊婦の夫婦12組〈申込制（先着）〉
申込 �8月17日㈭までに☎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

�
夏休みこどもフェスタにペッパーロボッ
ト初登場！

日時 �8月20日㈰10時～16時

場所 �勤労市民会館
内容 �工作（森のクラフト他）、書道、チョークアート体

験教室、宇宙ライブラリーなど
ほか �チョークアート体験教室は費用500円（材料費）。

材料がなくなり次第終了
問合 �勤労市民会館☎（88）1331

�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 日時（8月）

プレママ教室 初めて母親になる方 21日㈪

ママサポ教室 初めて父親になる方と妻 5日㈯・7日㈪

離乳食講習会 4～6か月児の保護者※ 3日㈭・24日㈭

1歳児の食事と歯
の教室

平成28年8・9月生まれの子
と保護者※ 28日㈪

�※�第1子優先。対象の詳細はお問い合わせください

�
子どものほめ方、叱り方、伝え方の練習
「ほしつ☆メソッド」

日時 �①9月5日・19日、10月3日いずれも火曜日10時～
12時（全3回）②9月14日・28日、10月12日いずれも
木曜日10時～12時（全3回）

場所 �①男女共同参画推進センターいこりあ②南湖公民館
対象 �3歳以上の子の保護者各8人〈申込制（先着）〉
申込 �8月23日㈬までに☎で
ほか �託児6か月～未就学児〈申込制〉。事前個別説明あり
問合 �こども育成相談課家庭児童相談室☎（82）1151

�小学校中学校創意工夫・研究作品展
日時 �9月8日㈮～10日㈰9時～17時
場所 �青少年会館
対象 �市内在住・在学の小・中学生で①公立学校在学者

②私立学校在学者�
申込 �作品を①8月31日㈭までに各学校へ②8月28日㈪・

29日㈫に教育センターへ持参
ほか �事前選考を通過した作品のみ展示
問合 �教育センター研究研修担当☎（86）9965�

防災・消防
�
第2回危険物取扱者試験（乙種第4類）の
ための受験準備講習会

日時 �8月4日㈮9時30分～17時
場所 �藤沢市民会館（藤沢市鵠沼東）
定員 �250人〈申込制（先着）〉
申込 �8月3日㈭までに申込書（市役所予防課で配布中。

神奈川県危険物安全協会連合会HPで取得も可）を
市役所予防課へ持参

ほか �費用9400円（申込時に支払い）
問合 �予防課危険物担当

�
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 �8月20日㈰9時～12時
場所 �小和田公民館
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 �7月25日㈫～8月13日㈰に小和田公民館☎（85）8755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

市民参加・市民活動
歌って踊ろう「茅ヶ崎・赤とんぼ音頭」
①公開練習②プロモーションビデオ出演

日時 �①7月30日㈰、8月6日㈰いずれも10～12時②8月11
日㈮19時～21時（雨天8月12日㈯延期）

場所 �①市内公共施設②菱沼八王子神社の盆踊り大会
内容�「茅ヶ崎・赤とんぼ音頭」踊りと歌の練習、簡単
　　な発声・ストレッチ、盆踊り大会での映像撮影
講師 �清水友

と も み

美さん（音楽家）
対象 �20人〈申込制（先着）。小学3年生以下は保護者同伴〉
申込 �7月29日㈯までに☎で（住所・氏名・年齢・電話番

号を記入し、 clef-de-sol@jcom.home.ne.jp
も可）

ほか �費用500円（公開練習の資料代）。市民活動げんき
基金補助事業

問合 �湘南SHOW点☎090（8516）5649清水

　　　��
「夏期巡回ラジオ体操・みんなの体操会」
の参加者募集

日時 �8月29日㈫6時～（5時30分開場）
場所 �中央公園（雨天時は総合体育館)
内容 �NHKラジオ第1で全国生中継されるラジオ体操を

実施
問合 �秘書広報課秘書担当

�地域医療推進協議会の委員の募集
人数 �2人
対象 �市内在住・在勤・在学で、平日の協議会に出席で

きる方（他の審議会などの公募委員を除く）
内容 �市の地域医療の推進に関する事項の調査・審議・

答申・建議
任期 �10月から2年間
会議 �年3回程度
報酬 �日額1万円
申込 �8月1日㈫～31日㈭（必着）に応募用紙（7月18日㈫～

保健所地域保健課、市役所市政情報コーナー、各
出張所、各市民窓口センターなどで配布。市HPで
取得も可）を〒253-8660茅ヶ崎市保健所地域保健
課へ（ （82）0501も可）

問合 �保健所地域保健課地域保健担当☎（38）3314

産業・雇用
�
８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 �8月1日㈫・9日㈬・17日㈭・25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に☎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

�
茅ヶ崎ホノルル姉妹都市～ハワイでのビジネス
進出・展開に関する事業者向けセミナー

日時 �8月7日㈪18時30分～20時30分（受け付け18時～、
講演18時30分～20時、名刺交換会20時～20時30分）

場所 �茅ヶ崎商工会議所

茅ヶ崎市の HP（携帯電話用）URLhttp://mobile.city.chigasaki.kanagawa.jp/
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Ｑ オトナスタイルを過ごす住まいのポイントは
　50代、60代になると家族構成が変化したり、長年住み続けている住まいは水回りな
どの修繕が必要になったりします。このタイミングで、これからの人生を楽しみ、長く
住み続けることのできる住まいを考えたリフォームをすることも、持ち家の多い茅ヶ崎
での住まいのポイントです。

Ｑ  リフォームではどんなことに気をつけた方が
　 いいのでしょうか
　使わなくなった子ども部屋を趣味の部屋に変えたり、
水回りの修繕に合わせてキッチンとダイニング、リビ
ングを一体化したり、自分の趣味やライフスタイルを
反映し、楽しく暮らせるようにすることがポイントで
す。また、体はいつかは衰えてきますので、寝室の近

くにトイレを設けたり、各部屋の温度差をなくしたりすることも大切です。耐震、省エネ、
バリアフリーの3点がそろって初めて住み続けられる住まいを実現することができます。

第３回は、オトナスタイルを実現する住まいのポイントを
吉田紗栄子さん（高齢社会の住まいをつくる会理事長・一級建築士）にお聞きしました。

第2回豊かな長寿社会シンポジウム～ 50代からの素敵に自分流リフォーム
日時　8月5日㈯10時～ 12時
場所　市役所分庁舎コミュニティホール集会室2
定員　100人〈申込制(先着)〉
講師　�吉田紗栄子さん、大方潤一郎さん(東京大学高齢社会総合研究機構�機構長）、
　　　西野亜希子さん(東京大学高齢社会総合研究機構�特任助教)
申込　☎で（住所・氏名・電話番号を記入し kikaku＠city.chigasaki.kanagawa.jpも可)

募
集
中

【企画経営課長寿社会推進担当】

市民活動団体等と行政との協働に向けた
意見交換会  市民提案型協働推進事業への応募の必須条件です。
　日頃の活動の中で感じている課題などをテーマに、解決するための方策の検討
や、互いの力を最大限に発揮した効果的な事業を実現させるための意見交換を行
います。
日時　9月11日㈪・14日㈭・15日㈮・16日㈯
申込　�8月21日㈪まで(詳細は市 HP参照または☎で)
� 【ちがさき市民活動サポートセンター☎(88)7546】

「市民提案型協働推進事業」の事業企画案を募集
　市民活動団体等が市と一緒に解決したい課題やテーマを設定し、市に企画提
案して実施する「市民提案型協働推進事業」の事業企画案を募集しています。

【市民自治推進課協働推進担当】

協働推進事業とは
　市民活動団体等
(市民活動団体・事
業者・営利を目的
としない法人)と市
が、よりよいまちづ
くりに向けて協力す
る事業のこと

体験者が語る!
協働推進事業制度説明会
　現在実施している団体や担当課も参加する
説明会・座談会を行います。
日時　8月2日㈬18時～20時
場所　市役所本庁舎会議室1
申込　 7月28日㈮までに☎で(団体名、氏名・電話番号を記入し、

shiminjichi@city.chigasaki.kanagawa.jpも可）
ほか　 相談は随時受け付け

初めての
方の

ために！

（5面へ続く）

定員 �50人〈申込制（先着）。市内企業優先〉
申込 �7月31日㈪までに☎で（会社名、氏名・住所・電話番

号を記入し、（86）6601または soudan@chigasaki-
cci.or.jpも可）

問合 �茅ヶ崎商工会議所☎（58）1111

�
社会保険の「103万円と130万円の壁」とは？
アルバイト・パートの働き方のポイント

日時 �8月26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 �7月20日㈭～8月25日㈮いずれも10時～☎で（勤労市

民会館HPも可）
問合 �勤労市民会館☎（88）1331

�
市民ふれあいプラザに展示する会社やお店
の製品・商品の募集

期間 �10月～2018年3月
申込 �7月18日㈫～8月18日㈮に申込書（市役所産業振興

課で配布中。市HPで取得も可）を持参（ （57）8377ま
たは sangyou@city.chigasaki.kanagawa.jpも可）

問合 �産業振興課商工業振興担当

�
自衛官の募集①航空学生（パイロット要員）②一般
曹候補生（非任期制）③自衛官候補生（任期制）

申込 �①②9月8日㈮まで①～③申し込みなど詳細は藤沢
募集案内所へ問い合わせ

問合 �自衛隊藤沢募集案内所☎0466（26）2216

�農地の利用状況調査
　農地法に基づき、市内全域で農地の利用状況調査を
行います。8月から農業委員会が地域を巡回して遊休
農地の調査などを行う予定です。ご協力お願いします。
問合 �農業委員会事務局総務担当

�ごみ通信ちがさきの広告を募集
内容 �10月1日発行のごみ通信ちがさきに掲載する広告

の募集（費用は表面5万円、裏面4万円）
対象 �市区町村民税の滞納がない個人・法人4者〈申込制
（抽選）〉

申込 �7月31日㈪までに申込書（市HPで取得可）を持参
ほか �抽選日8月3日㈭。詳細は市HP参照
問合 �資源循環課資源循環担当

まちづくり
まちづくり全般に関する意識調査～茅ヶ崎市の
まちづくり市民満足度調査にご協力を

期間 �7月中旬～31日㈪
対象 �無作為に抽出した市内在住で16歳以上の方3000人
問合 �企画経営課企画経営担当

�
建築なんでも相談（無料耐震相談）木造住宅の
耐震、リフォーム、欠陥住宅など

日時 �7月29日㈯13時～16時
場所 �小和田公民館

申込 7月28日㈮までに☎で
ほか �建築確認の副本または間取り図などを持参
問合 �建築指導課建築安全担当

�都市計画の案の縦覧・意見書の提出
日時 �7月18日㈫～8月1日㈫
場所 �市役所本庁舎都市計画課
内容 �準防火地域の指定拡大に関する都市計画の案の縦

覧・意見書の提出
対象 �市内在住の方と利害関係人
ほか �意見書の提出は期間内に縦覧場所へ持参（〒253-

8686茅ヶ崎市役所都市計画課へ郵送も可）
問合 �都市計画課計画担当

生活
�不用品バンク（6月2８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〉▷中島中学校指定エナメルバッグ▷中島
中学校ジャージ上衣▷扇風機▷バスケットシューズ▷
ひな人形▷楕円形の鏡▷鏡〈ゆずってください〉子ども
用自転車▷ミシン▷自転車▷子ども乗せ自転車
問合 �市民相談課消費生活センター

�
｢神奈川県弁護士会人権賞｣候補者の推薦
（自薦・他薦可）

対象 �県内で人権侵害への救済活動、人権思想の普及・
確立や人権擁護活動をした個人・団体

申込 �8月31日㈭までに推薦書および関係資料（神奈川県
弁護士会で配布中。神奈川県弁護士会HPで取得も
可）を〒231-0021横浜市中区日本大通9神奈川県弁
護士会へ（持参も可）

ほか �12月～2018年2月の間で贈呈式（表彰状、トロ
フィー、副賞の賞金を贈呈）を予定

問合 �神奈川県弁護士会｢人権賞｣係☎045（211）7705新妻

�
交通安全・防犯市民総ぐるみ運動推進大
会～ポスター・標語コンクール

内容 �交通安全・防犯のための①ポスター（四つ切り38
㎝×54㎝）②標語（はがき大）の募集と表彰

対象 �市内在住・在勤・在学の方
申込 �9月6日㈬（必着）までに住所・氏名（ふりがな）・年

齢、学校名・学年または勤務先、「交通安全・防
犯のためのポスター・標語コンクール応募作品」
と記入（①は裏面に記入）し、〒253-8686茅ヶ崎市
役所安全対策課へ（持参も可。いずれも1人1点未
発表作品のみ）

ほか �優秀者は10月27日㈮の推進大会で表彰（賞状と記
念品を贈呈）。版権は主催者に帰属

問合 �安全対策課安全対策担当

�
平成2８年度情報公開制度・個人情報保護
制度の運用状況

　情報公開制度は、行政文書の閲覧や写しの交付を求

める権利を保障する制度です。公開が原則ですが、プ
ライバシーの情報などは公開できない場合がありま
す。また、個人情報保護制度は市で個人情報の取り扱
いルールを定め、自己に関する情報の開示を求めるこ
とができる制度です。平成28年度の個人情報取り扱い
事務の登録件数は429件でした。
問合 �行政総務課市政情報担当

情報公開 個人情報保護
公開 36件 開示 30件
一部公開 49件 一部開示 13件
非公開 7件 不開示 3件
計 92件 計 46件

文化・歴史
��
茅ヶ崎市・寒川町広域連携事業
企画展「昭和22年の茅ヶ崎」

期間 �7月22日㈯～8月31日㈭
場所 �文化資料館
内容 �昭和22年当時の資料や写真などを展示し、新学制

導入、茅ヶ崎市制施行などまちの様相を紹介
ほか �寒川町文書館でも展示会を同時開催
問合 �文化資料館☎（85）1733

��
市役所市民ふれあいプラザコンサート
茅ヶ崎市文化･スポーツ振興財団おでかけ公演

日時 �7月24日㈪12時15分～12時50分
内容 �福島青

せ い こ

衣子さん（ハープ奏者）出演
問合 市民文化会館仮事務所☎（85）1123

�
�日本文学朗読会�岡本綺

き

堂
どう

�作
「放し鰻

うなぎ

」、「赤い杭
くい

」
日時 �7月25日㈫11時～
場所 �ハスキーズギャラリー
内容 �椿

つばき

野
の

枝
え

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（うち200円をげんき基金に寄付）
問合 �ハスキーズギャラリー☎（88）1811

下寺尾官
か ん が

衙遺跡群�確認調査現地見学会
出土した遺跡の公開・解説

日時 �8月11日㈮①10時～②14時～
場所 �茅ケ崎北陵高校旧校地
定員 �各回100人〈申込制（先着）〉
申込 �8月9日㈬までに☎で
問合 �社会教育課文化財保護担当

�市役所市民ふれあいプラザコンサート
日時 �8月4日㈮12時20分～12時50分
内容 �松林中学校合唱部、ユース松林合唱団出演（曲目
「見上げてごらん夜の星を」、「少年時代」他）

問合 �文化生涯学習課文化推進担当

��
茅ヶ崎市・寒川町広域連携事業
講演会「昭和22年の茅ヶ崎と寒川」

日時 �8月5日㈯10時～12時

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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ちがさき丸ごと
ふるさと発見博物館事業

子育て世代のための
生涯学習交流サロン
Tsu・mu・guちがさき

ちがさき丸ごとキッズ

夏のかっぱ大研究！
むかしむかし、相模の国を流れる
間
ま

門
かど

川
がわ

(現在の小出川)には
かっぱが住んでいて…!?

　みなさんは「河
かっぱどっくり
童徳利」という伝説を知っていますか。

　今年の夏休みは、茅ヶ崎に伝わるかっぱのお話から
歴史や自然について学んでみましょう！研究した内容
はオリジナルの研究ノートにまとめてお土産に。
　みなさんの参加をお待ちしています。

日時　8月７日㈪10時～ 12時
内容　茅ヶ崎の歴史・自然を研究し、研究ノートにまとめる
場所　ハマミーナまなびプラザ体育室
対象　小学生と保護者30組〈申込制(先着)〉
申込　�7月18日㈫10時～件名に「Tsu・mu・guちがさき8/7参加希望」、

保護者と子の氏名(ふりがな)・子の生年月日・電話番号を記入し、
mom4chigasaki@gmail.comへ

ほか　�費用500円（資料代）。上履きと外履きを入れる袋を持参

【マム0
ゼロヨン

4(2017年度市民提案型協働推進事業団体)】

コラボ
【ちがさき市民活動サポートセンター☎(88)7546】

介助犬 ・聴導犬育成団体
NPO法人ウェルフェアポート湘南

介助犬啓発活動「窓も開けるよ!」

　介助犬は手足の不自由な方の、聴導犬は聴覚障害を持つ方の
サポートをする補助犬です。介助犬・聴導犬の育成普及を通じて、
より多くの障害者が自立し社会参加できるよう取り組んでいる
団体です。

ユーザー、 家族、 犬たちが幸せであることを大切に

　補助犬は身体的なサポートだけでなく、安心感や共に生きる喜びを感じられる存在
です。互いに必要としあう喜びが、ユーザー (補助犬使用者)の自立・社会参加のエネ
ルギーとなります。ユーザーにとって素晴らしいパートナーであるだけでなく、社会
から見ても安心して受け入れられる良質な介助犬・聴導犬を育てることを使命に、今
までに11頭を育成しました。地元でより多くの方に知ってもらうために、学校での福
祉授業、イベント、福祉関係団体などで実演や講演をしています。
　そして、この活動を支えるのが高校生からシニア世代のボランティアさん。候補犬
と一緒に街頭募金活動をしたり、イベントに同行したりとさまざまな活動に携わって
くださっています。犬が好き、介助犬・聴導犬について知り
たいなど、興味がある方はお気軽にお問い合わせください。

NPO法人ウェルフェアポート湘南

募金活動　金～日曜日（時間は季節により異なる）
場　　所　湘南台、鎌倉、藤沢、茅ケ崎の各駅前
問　　合　泉友美子☎ (38)5030、 info@wp-shonan.org)

理事長の関水俊明さん

（6面へ続く）

場所 �高砂コミュニティセンター
内容 �①「昭和22年の茅ヶ崎」②「六・三制と湘南の教育」
講師 �①本宮一男さん（横浜市立大学教授）②加藤清さん
（茅ヶ崎市史編集委員・元浜之郷小学校校長）

定員 �100人〈申込制（抽選）〉
申込 �7月25日㈫（必着）までに往復はがきに住所・氏名・

電話番号を記入し、〒253-0055中海岸2-2-18文化
資料館へ

問合 �文化資料館☎（85）1733

��
原爆展～オリヅルから平和を（パネル展示
他）

日時 �①8月6日㈰11時～19時、8月7日㈪11時～18時②8
月8日㈫～22日㈫9時～17時（平日のみ。ただし12
日㈯は9時～12時で実施）

場所 �①茅ケ崎駅ペデストリアンデッキ②市役所本庁舎
市民ふれあいプラザ

問合 �平和を考える茅ヶ崎市民の会実行委員会（男女共
同参画課多文化共生担当）☎（57）1414

��
市民文化祭「俳句大会」～身近な秋を俳句で
表現

日時 �10月8日㈰9時～
場所 �図書館
内容 �大会席題は当日発表1句と秋季雑詠1句
対象 �市内在住・在勤・在学の方
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「新米」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

舟
しゅう

へ
ほか �費用1000円（当日参加者のみ。昼食代含む）。募集

句集進呈。市長賞以下50位までを決定
問合 �俳句部会☎（86）3175清水

�
「ちがさき第九を歌う会」合唱団員募集
①ソプラノ・アルト②テノール・バス

内容 �11月26日㈰開催のピアノ伴奏による発表会の合唱
団員

対象 �小学5年生以上で全練習日程の3分の2以上に参加
できる方①各40人②各20人〈申込制（先着）〉

申込 �7月22日㈯～29日㈯（24日㈪を除く）に申込書（市体育
館（十間坂）で配布中）を市体育館へ持参（申込用紙は
1人1枚）

ほか �費用3000円、高校生以下2000円（申込時支払）。練
習は毎週日曜日9時50分～11時50分（総合体育館
オーケストラ室）

問合 �市民文化会館仮事務所☎（85）1123

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 �①8月17日㈭18時～18時45分・18時45分～19時30
分、8月20日㈰9時～9時45分・9時45分～10時30分
②8月9日㈬9時30分～10時30分、8月26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 �8月1日㈫①8時30分～②9時～各施設へ
問合 �総合体育館☎（82）7175、屋内温水プール☎（84）1144

�
スタンドアップパドルサーフィン
体験教室

日時 �8月19日㈯8時30分～9時30分・10時～11時
場所 茅ヶ崎海岸ヘッドランド付近

対象 �市内在住の小学生の親子10組〈申込制（抽選）〉
申込 �7月29日㈯9時45分～10時に総合体育館で整理券を

配布（1人1枚、代理人可）
ほか �費用3000円（保険料、ボードレンタル料込み）
問合 �総合体育館☎（82）7175

�
湘南地区小学生ソフトテニス
選手権大会（ダブルス）

日時 �8月20日㈰9時～（予備日8月27日㈰）
場所 �茅ヶ崎公園庭球場
対象 �市内・藤沢市・寒川町・鎌倉市に在学でソフトテ

ニスの試合ができる小学生のペア〈申込制〉
申込 �8月1日㈫(必着)までにはがきにペアの住所・氏名・

性別・電話番号・学年を記入し、〒253-0084円蔵
2524-1水村博へ（ （85）6617も可）�

ほか �費用1人500円
問合 �茅ヶ崎ソフトテニス協会☎（85）6617水村

�
茅ヶ崎万歩クラブ
江の島早朝ウォーク（約9㎞）

日時 �8月20日㈰8時～
ほか �費用500円（入園料などは別途）。JR東海道線藤沢

駅集合（江の島湘南港解散）。詳細は市HP参照
問合 �茅ヶ崎万歩クラブ☎090（2497）8972石田

�夏休みカンフー体験教室
日時 �8月27日㈰9時30分～11時30分
場所 総合体育館
対象 �市内在住・在学で小学生以上の方20人〈申込制（先

着）。小学生は保護者同伴〉
申込 �7月16日㈰～☎で（住所・氏名・電話番号を記入し、

（86）9648も可）
ほか �費用1人1000円（子どもは1家族複数でも同額）。上

履き持参
問合 �茅ヶ崎太極拳協会☎（86）9648深井

�
トータルリラクゼーション教室
ヨガ・ピラティス

日時 �9月5日～10月31日（10月10日を除く）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 �8月8日㈫18時45分～19時に総合体育館で整理券を

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

�市民卓球教室
日時 �9月2日～10月14日（9月9日を除く）の毎週土曜日18

時～20時30分（全6回）
場所 �総合体育館
対象 �市内在住・在勤・在学で中学生以上の方50人〈申

込制（抽選）。中学生のみの参加は保護者の承諾書
が必要〉

申込 �7月29日㈯18時～18時15分に総合体育館で整理券
を配布（1人1枚、代理人可）

ほか �費用1500円
問合 �総合体育館☎（82）7175

第50回�日本女子ソフトボールリーグ1部
in茅ヶ崎

日時 �①9月2日㈯②9月3日㈰いずれも第1試合10時30分

　　～、第2試合13時～
場所 �茅ヶ崎公園野球場
日程 �①太陽誘電対SGホールディングス、日本精工対

日立②日立対太陽誘電、SGホールディングス対
日本精工

ほか �一般前売り1000円（当日1400円）、中高生前売り
600円（当日1000円）、小学生以下無料（いずれも全
席自由）

申込 �随時茅ヶ崎ソフトボール協会に☎で
問合 �茅ヶ崎ソフトボール協会☎（53）3137簑島

�
市総合体育大会
フットサル競技小学生の部

日時 �9月2日㈯9時～
場所 �総合体育館
対象 �市内在住の小学1～3年生5人以上と監督1人で構成

された16チーム〈申込制（先着）〉
申込 �7月31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 �8月5日㈯18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

�秋季市民レディーステニス教室
日時 �9月4日㈪～7日㈭9時～11時（予備日9月8日㈮・12

日㈫）
場所 �茅ヶ崎公園庭球場
対象 �市内在住・在勤・在学または茅ヶ崎市テニス協会

加盟団体所属で20歳以上の初・中級者の女性48人
〈申込制（抽選）〉

申込 �8月16日㈬（消印有効）までに往復はがきに住所・氏
名・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茅ヶ崎市テ
ニス協会「市民レディーステニス教室」係へ

ほか �費用3000円
問合 �茅ヶ崎市テニス協会☎（83）8888相川

�キッズ体操教室①とびばこ②てつぼう
日時 �9月7日～28日の毎週木曜日（全4回）①15時15分～

16時15分②16時30分～17時30分
場所 �総合体育館
対象 �市内在住の①4歳（教室初日時点）～未就学児②小

学1～3年生各20人〈いずれも申込制（抽選）〉
申込 �8月3日㈭①15時15分～15時30分②16時15分～16時

30分に総合体育館で整理券を配布（1人1枚、代理
人可）

ほか �費用2000円
問合 �総合体育館☎（82）7175

�
市総合体育大会�卓球競技一般の部
3人団体戦男子・女子

日時 �9月10日㈰9時～
場所 �総合体育館
対象 �市内在住・在勤・在学の方、茅ヶ崎卓球協会加盟

団体に所属の方〈申込制〉
申込 �8月15日㈫～31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

�茅ヶ崎市女性卓球大会
日時 �9月15日㈮9時～

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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小雨決行
荒天中止

【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)☎(66)0500】

　今年で15回目となるサザンビーチフェスタ。「L
ラブ

OVE A
アンド
ND P

プライド
RIDE 

～明日を灯す～」をテーマに、美しく彩られたサザンビーチちがさき
で夏の夜をお楽しみください。

■未来“手”想図

タイルに手形を押して
もらい、サザンビーチ
ちか道に飾ります

手形除幕式
8月27日㈰9時～

■キャンドルトワイライト ■フラダンス

他 ■烏帽子イルミネーション　■波打ち際ライトアップ　■音楽ライブ など

(仮称)茅ヶ崎公園体験学習施設の建設工事着工

　 「海岸青少年会館・福祉会館複合施設
再整備基本計画」に基づく(仮称)茅ヶ崎
公園体験学習施設の基本・実施設計が完
了し、2019年1月の開館に向けて、建設
工事に着手します。
　近隣にお住まいのみなさんにはご迷惑
をお掛けしますが、ご理解いただきます
ようお願いいたします。
　なお、公園利用者の安全確保のため、
工事期間中は交通誘導員を配置します。

【建築課建築担当(工事に関すること)、青少年課育成担当(その他全般)】

公園内の他の施設(野球場、庭球場他)は、工事期間中も
通常通りご利用いただけます。

茅ヶ崎公園庭球場

体験学習施設
建設工事

工事車両通行経路
（一部横断箇所あり）

海岸青少年会館

場所 �総合体育館
対象 �市内在住・在勤・在学で22歳以上の女性、茅ヶ崎

レクリエーション卓球連盟に加盟している女性
〈申込制〉

申込 �8月1日㈫～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

問合 �スポーツ推進課推進担当☎（82）7136

�
市総合体育大会
テニス競技一般の部（ダブルス）

日時 �9月17日㈰・18日㈪、10月8日㈰、9日㈪・15日㈰
いずれも9時～（予備日10月22日㈰・29日㈰）

場所 �茅ヶ崎公園庭球場
内容 �種目一般男子・女子・混合ダブルス・シニア混合

ダブルス（男子55歳以上・女子50歳以上）
対象 �市内在住・在勤・在学の方、茅ヶ崎市テニス協会

加盟団体に所属している方（ペア2人とも）〈申込
制〉

申込 �7月18日㈫～8月10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 �費用1組1000円
問合 �スポーツ推進課推進担当☎（82）7136

�市スポーツ全国大会等出場祝金
　市民のスポーツ活動での活躍に期待し、激励と敬意
を表するため、全国大会以上の競技に出場する個人、
団体の選手、監督およびコーチに祝金を交付します。
当該大会出場日の30日後までの申請が必要です。詳細
は市HPまたはお問い合わせください。
問合 �スポーツ推進課推進担当☎（82）7136

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18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

�
精神科医師によるこころの健康相談
（精神保健福祉相談）

日時 �7月19日㈬・26日㈬、8月3日㈭いずれも14時～17時
場所 �保健所医療相談室
申込 �随時☎で
問合 �保健所保健予防課保健対策担当☎（38）3315

�エイズHIV抗体の検査（即日血液検査）
日時 �7月25日㈫9時～10時30分
場所 �保健所相談室9
申込 �随時☎で（匿名・年齢・性別で申し込みも可）
ほか �結果は約1時間後。判定保留の場合は、1週間後に

再度来所が必要
問合 �保健所保健予防課感染症対策担当☎（38）3315

�肝炎ウィルスB型・C型検査（血液検査）
日時 �7月25日㈫11時～11時30分
場所 �保健所相談室9
対象 �40歳未満で過去に検査を受けたことがない方〈申

込制〉
申込 �検査日前日までに☎で
問合 �保健所保健予防課感染症対策担当☎（38）3315

�
歯科講演会「健康は食の入り口から～お
いしく食べて健康でいるために」

日時 �8月3日㈭10時～12時
場所 �地域医療センター
内容 �唾液量の測定や唾液分泌のためのお口の体操など
講師 �茅ヶ崎歯科医師会�歯科医師・歯科衛生士
対象 �市内在住・在勤で65歳以上の方30人〈申込制（先

着）〉
申込 �7月18日㈫～開催日前日までに☎で
問合 �高齢福祉介護課支援給付担当

�
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7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50kg以上の方

問合 �保健所地域保健課地域保健担当☎（38）3314

�もの忘れ相談�医師による相談
日時 �8月8日㈫14時～17時
場所 �保健所医療相談室
申込 �随時☎で
問合 �保健所保健予防課保健対策担当☎（38）3315

�
��抗酸化食品を食べて健康に
食事調査や抗酸化食品の取り方など

日時 �8月19日㈯10時～13時
場所 �ハマミーナまなびプラザ会議室
講師 �遠藤美智子さん（東京バイオテクノロジー専門学校

講師）
定員 �30人〈申込制（先着）〉
申込 �7月18日㈫～☎で
問合 �文化生涯学習課生涯学習担当

�
就業中の心のケア・メンタルヘルス講座
自分の健康は自分が守る

日時 �8月27日㈰9時30分～12時30分
場所 �勤労市民会館
対象 �就業中、就職活動中の方20人〈申込制（先着）〉
申込 �7月20日㈭～8月26日㈯いずれも10時～☎で（勤労

市民会館HPも可）
問合 �勤労市民会館☎（88）1331

�
がん集団検診～胃・大腸・乳（マンモグ
ラフィ）・子宮がん検診

日時 �9月11日㈪・16日㈯
場所 �保健所講堂
申込 �8月10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（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

�
蚊の発生しにくい環境づくりを
デング熱などの感染症に注意

　ジカ熱やデング熱などの感染症ウイルスを媒介する
ヒトスジシマカは、植木鉢の受け皿や放置された古タ
イヤに溜まった水などから幼虫が発生します。水が溜
まらないような工夫や、除草により風通しを良くする
など、蚊の発生しにくい環境づくりをしましょう。ま
た、外出する時はなるべく肌を露出せず、虫除けスプ
レーを使用するよう心掛けましょう。
問合 �保健所環境衛生課環境衛生担当☎（38）3317・保健

予防課感染症対策担当☎（38）3315

採用・人事
�
茅ヶ崎で保育士として働こう
ちがさき保育士就職相談会

日時 �8月5日㈯①13時～14時30分②14時30分～16時
場所 �市役所分庁舎コミュニティホール
内容 �①説明会（現場で働く保育士の声）②相談会（民間

保育園園長などとの個別相談）
定員 �60人程度〈申込制（先着）〉
申込 �7月28日㈮までに☎で（市HPも可）
問合 �保育課管理整備担当

�
教育委員会の非常勤嘱託職員
学校給食調理員

人数 �若干名
対象 �18歳～54歳の方（定年は60歳。高校生不可）
待遇 �日額5280円。給食を実施する日の原則8時30分～

15時（年間約185日以内。週3日または週5日勤務）
に市立小学校、学校給食共同調理場で勤務

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
〈市へ〉山田由梨＝絵画▷井上準＝30万円▷ザ・サーフ
スケーターズ＝3万円▷平本善昭＝1000円▷全日本プ
ロレス�チャリティー茅ヶ崎大会実行委員会＝5万円▷
株式会社たまや＝デジタルサイネージ

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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鶴嶺公民館
〒253-0071　萩園2028-55
☎（87）1103　 （87）1103

あつまれ！つるみねっ子
日時 7月22日㈯10時～14時30分
内容 �スタンプラリー、水てっぽう作り、

模擬店、子どもフリーマーケット他
子育ての広場カルガモ

日時 7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
￥海藻おしば教室～海の汚染を学び、
いろいろな色の海藻で絵を描こう

日時 8月23日㈬10時～12時
講師 高山優

ま さ

美
み

さん（海藻おしば協会）
対象 �5歳～小15人〈申込制（先着）。小2年

生以下は保護者同伴〉
申込 7月19日㈬～➡

申込すべて7月16日㈰～

➡

￥ 夏休み親子料理教室
日時 7月28日㈮10時～14時
場所 鶴嶺東コミュニティセンター
対象 小と保護者24人〈申込制（先着）〉

自 然 の 発 見・ 観 察 探 検 隊
湘南平～高

こ

麗
ま

山
や ま

を歩いて自然観察
日時 8月6日㈰9時30分～13時
場所 高麗山（平塚市万田）
対象 小と保護者10組〈申込制（先着）〉
ほか 湘南平バス停集合・解散

南湖公民館
〒253-0061　南湖6-15-1　
☎（86）4355　 （86）4355

はじめて習うウクレレ
日時 8月4日㈮10時～12時
定員 20人〈申込制（先着）〉
申込 7月22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 8月10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 7月17日㈪～8月2日㈬

キリンビバレッジ湘南工場
（ 寒 川 町 倉 見 ）見 学

日時 8月22日㈫9時30分～12時30分
対象 小18人〈申込制（抽選）〉
申込 7月21日㈮～25日㈫
ほか マイクロバスで送迎

夏 休 み 子 ど も 映 画 会
「 ム ー ミ ン 谷 の 彗

す い

星
せ い

」他
日時 8月25日㈮10時～11時30分

ドキドキチャレンジ2017秋
サ ン ド ク ラ フ ト 大 会

日時 9月2日㈯9時～15時
対象 小60人〈申込制（先着）〉
申込 7月21日㈮～28日㈮

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

シネマ松林①「真昼の決闘」
②「我

わ れ ら

等の生涯の最良の年」
日時 �①7月15日㈯13時30分～16時②8月19

日㈯9時30分～12時30分
子どもの将棋スペース

日時 �7月22日㈯、8月12日㈯いずれも9時30
分～12時
子どもの広場～ワナゲ大会

日時 7月22日㈯10時～11時30分
卓球開放～大人もこどももみんなで卓球

日時 7月23日㈰9時30分～12時
子 育 て ホ ッ と 広 場

日時 7月26日㈬10時～11時30分
￥ぴよぴよアトリエ～くる
くるまぜまぜいろみずあそび

日時 8月2日㈬10時30分～12時
対象 �1歳～未就学児と保護者10組〈申込制

（抽選）〉
申込 7月19日㈬～27日㈭

小さい子向けおはなし会
日時 8月5日㈯11時～12時

夏休み親子おもしろ科学実験
紙 飛 行 機 を 飛 ば そ う

日時 8月12日㈯13時30分～16時
対象 小3～6年生20人〈申込制（先着）〉
申込 7月20日㈭～

夫 婦 で イ ク メ ン 教 室
応 急 手 当 講 習 会

日時 8月27日㈰10時～12時
内容 �乳児・小児の心肺蘇生法・AED使用

方法など
対象 子育て中の夫婦10組〈申込制（先着）〉
申込 7月25日㈫～
ほか 託児6か月～12人〈申込制（先着）〉

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

大人の朝の過ごし方～朝活「太極拳」
日時 8月2日㈬9時～10時
講師 太極拳やすらぎの会
定員 20人〈当日先着〉

環境出前講座①海岸ごみの
講習会②ビーチクリーン体験

日時 �①8月10日㈭10時～11時②8月11日㈮
8時～11時

対象 �小と保護者20組〈申込制（先着）。小の
みの参加可〉

申込 7月17日㈪～
￥夏休み教室～みんなが
大好きしかけ絵本の基本

日時 8月24日㈭10時～12時
講師 嵐

あらし

田
だ

康平さん（しかけ絵本専門店代表）
対象 �小以上の方20人〈申込制（先着）。3年

生以下は保護者同伴〉
申込 7月20日㈭～
ほか �託児6か月～未就学児10人〈申込制

（先着）〉
小和田シネマランド企画委員募集

申込 8月17日㈭まで
ほか �9月2日㈯第1回企画会議予定。2018年

1月～3月上映会を予定
￥ 子どものクッキング
とよちゃんのパン教室

日時 9月10日㈰10時～13時
内容 ワンプレートランチ・粉からパン作り
講師 豊田玲子さん（パンサークル代表）
対象 小24人〈申込制（先着）〉
申込 8月8日㈫～

こわだ音楽祭、出演者大募集
日時 11月25日㈯・26日㈰
定員 25組程度〈申込制（先着）〉
申込 7月20日㈭～9月3日㈰➡

申込すべて8月31日㈭まで

➡

私のイチ押し、みんなに
おすすめしたい本を大募集

場所 図書室前ロビー
申込 申込書（小和田公民館で配布中）を持参
ほか 発表9月7日㈭～11月19日㈰

公民館まつり実行委員募集
ほか 第1回実行委員会を9月に開催予定

青少年会館
〒253-0045　十間坂3-5-37
☎（86）9961　 （86）9962

￥ワクワク・ドキドキ社会見学
日時 9月10日㈰8時40分～17時
場所 �沼津港深海水族館・びゅうお（沼津市

本字千本）
対象 �小・中と保護者19人〈申込制（抽選）。

保護者は1家族1人〉
申込 8月1日㈫～10日㈭
ほか マイクロバスで送迎➡

申込すべて7月23日㈰～

➡

レ ッ ツ ダ ン ス
日時 �8月17日㈭～19日㈯・26日㈯いずれも

10時～11時（全4回）
対象 全日参加可能な小20人〈申込制（先着）〉

おもしろ実験～いろんなしゃぼん玉！
日時 8月19日㈯13時30分～15時

講師 酒井健
け ん

さん（おもしろ博士）
対象 小30人〈申込制（先着）〉

￥ パ ス テ ル 画 教 室
日時 8月22日㈫9時～12時
対象 小4年生～高10人〈申込制（先着）〉

初 め て の 将 棋 教 室
日時 8月22日㈫～25日㈮10時～11時45分
対象 全日参加可能な小20人〈申込制（先着）〉

￥レザークラフト教室バングル作り
日時 8月23日㈬10時～12時
対象 小4年生～高16人〈申込制（先着）〉➡

申込すべて7月30日㈰～

➡

子 ど も ウ ク レ レ 教 室
ウクレレ＆英語で遊ぼう

日時 8月23日㈬～25日㈮10時～11時30分
講師 P

ポ ノ ポ ノ

ONOPONO、 C
チ ャ ミ ー

hummy E
イングリッシュ

nglish
対象 全日参加可能な小20人〈申込制（先着）〉

￥ 化 石 標 本 を 作 ろ う
日時 8月24日㈭10時～12時
対象 小4年生～30歳の方10人〈申込制（先着）〉

￥ 夏 休 み 工 作 教 室
ビーチハウスを作ろう

日時 8月25日㈮9時～17時
対象 小4年生～中24人〈申込制（先着）〉

ペ ン 習 字 教 室
日時 �9月2日・16日・30日、10月7日いずれ

も土曜日①9時30分～10時15分②10時
45分～11時45分

講師 �天
あ ま

尾
お

芳
ほ う

苑
え ん

さん（書道研究小石會硬筆
書道師範）

対象 �全日参加可能な①小1・2年生16人
②小3年生～中16人〈申込制（先着）〉

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

くじらさんのモビールを作ってみよう
日時 �8月1日㈫・10日㈭いずれも9時30分～

11時30分
対象 �小・中各12人〈申込制（先着）。保護

者参加可〉
申込 7月16日㈰～

親子で楽しむ山と滝とおいしい水
ハ イ キ ン グ・機 関 車 見 学 な ど

日時 8月18日㈮8時30分～16時
場所 洒

し ゃ

水
す い

の滝
た き

（山北町平山）周辺
対象 �小3～6年生と保護者19人〈申込制（先

着）。保護者は1家族1人〉
ほか マイクロバスで送迎
申込 7月20日㈭～

￥ パークレンジャー35
真鶴半島で磯の生き物と遊ぼう

日時 8月30日㈬9時30分～15時（荒天中止）
対象 小2年生～高17人〈申込制（先着）〉
ほか マイクロバスで送迎
申込 7月17日㈪～➡

申込すべて7月19日㈬～

➡

￥ 遠
え ん

州
しゅう

流
りゅう

・ 茶 道 体 験 教 室
「おもてなし」のこころを学ぶ

日時 8月3日㈭10時～11時30分
場所 松

しょう

籟
ら い

庵
あ ん

対象 �小～30歳の方20人〈申込制（先着）。
保護者参加可〉
ち び っ 子 卓 球 教 室

日時 �8月22日㈫～24日㈭10時～12時
場所 福祉会館
対象 小4～6年生20人〈申込制（先着）〉

書道教室～書の基本から書き初めまで
日時 �9月2日・16日、10月7日・21日、11

月4日・18日、12月2日・16日いずれ
も土曜日10時～11時

対象 小3年生～中10人〈申込制（先着）〉

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

夏 の お は な し 会
日時 �①7月27日㈭11時～11時40分②8月3

日㈭11時～12時
対象 �①2歳以上の方と保護者20組②4歳～

小25人〈いずれも当日先着〉

￥ 初 級 英 会 話 講 座
スピーキング、リスニングのコツ

日時 9月3日㈰・24日㈰いずれも13時～15時
対象 �中学校卒業程度の英語ができる方16

人〈申込制（先着）〉
申込 8月5日㈯～

めざせ健康長寿Ⅲ①脳トレ②スト
レッチ③太極拳④ちがさき体操

日時 �①9月6日㈬②9月13日㈬③9月21日㈭
④9月28日㈭いずれも10時～11時30分

定員 20人〈申込制（先着）〉
申込 7月26日㈬～

古典文学講座～「方丈記」に学
ぶ生き方・人生の過ごし方

日時 9月10日㈰13時～15時
講師 �中田雅敏さん（八

や

洲
し ま

学
が く

園
え ん

大学教授）
定員 25人〈申込制（先着）〉
申込 8月6日㈰～

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

おはなし会①小さい子向け
②小学生向け③赤ちゃん向け

日時 �①8月2日～30日の毎週水曜日15時～
②8月5日㈯・26日㈯いずれも15時～
③8月16日㈬10時30分～（受け付け10
時～）
茅ヶ崎の民話上演～「室田の
花火」、「何時橋のゆうれい」

日時 8月19日㈯14時～
こども製本講座～和とじ本の製作

日時 8月20日㈰13時～16時30分
講師 髙橋一明さん（まなびの市民講師）
対象 �小3年生～高10人〈申込制（先着）。保

護者同伴可〉
申込 7月26日㈬～

映画会①一般向け②子ども向け
日時 8月26日㈯①9時30分～②14時～
内容 �①「西部戦線異状なし（日本語字幕入

り）」②「アルプスの少女ハイジ�アル
ムの山」
本がだいすきコンクール作品募集

内容 �①A部門「私の大切な一冊」②B部門
「この本いいね」

申込 �8月1日㈫～10月31日㈫に①200字以
内の随想文・推薦文②あなたが出
会った本の一行推薦文を持参

図書館香川分館
〒253-0082　香川1-11-1
☎（51）4946

夏 休 み 親 子 工 作 教 室
メリーゴーランドを作ろう

日時 8月5日㈯14時～16時
対象 �小15人〈申込制（先着）。3年生以下は

保護者同伴〉
申込 7月15日㈯～

映画会「なかよしおばけ 
お ば け 遊 園 地 に い く 」

日時 8月6日㈰14時～
おはなし会～小さい子向け

日時 8月19日㈯14時～
香川分館開館時間延長

7月25日㈫～8月30日㈬の毎週火～木曜日
は18時まで延長して開館

開高健記念館
〒253-0054　東海岸南6-6-64
☎（87）0567　 （87）0567

￥ギャラリートーク「開高健の本づくり」
日時 7月30日㈰14時～
講師 三村淳

じゅん

さん（装
そ う

幀
て い

家）
ほか 観覧料200円（18歳未満と高以下無料）

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

￥夏の福袋2017 動物美術館
期間 �7月16日㈰～8月31日㈭10時～18時

（入館は17時30分まで）

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

8月の施設の休館日については8面をご覧ください

72017年（平成29年）7月15日号
No.1074



主な施設の の休館日8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 7日・14日・21日・28日

図書館本館 7日・14日・21日・28日
図書館香川分館 7日・14日・21日・28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 7日・14日・15日・21日・28日
ちがさき市民活動サポートセンター 16日
スポーツ施設 14日
男女共同参画推進センターいこりあ 6日・13日・20日・27日
勤労市民会館 28日
開高健記念館、茅ヶ崎ゆかりの人物館 1日～3日・7日～10日・14日～17日・21日～24日・28日～31日

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）

がんの相談 月～金 8時30分～17時　市立病院がん相談支援センター
市立病院☎（52）1111

相 談 窓 口 一 覧

神奈川

中央公園会場：市制施行70周年記念　第30回記念

8月6日㈰16時～20時

　柳島の市民活動団体「柳
灯会」が、公園の緑道をぼ
んぼりで彩ります。

時間　16時～ (なくなり次第終了)
場所　市役所側メイン入口付近

　風呂敷の包み方や手ぬぐいの使い方の他、浴衣一式をお持ちいただければ、
その場で着付けが学べます。

　太鼓などの生演奏に合わせてみんなで
踊りましょう。

　簡単で誰もが楽しめ
る、ペタンク・フロア
ボール・インディアカ
の体験ができます。

　市内で出された大型ゴミを修復し、抽
選で提供しているリサイクル品展示室の
修復品を展示します。

【市民自治推進課地域自治担当】

　家庭で使わなくなった衣類や手作り雑貨
など、たくさんの品物が並びます。掘り出
し物が見つかるかも！

　暑さが和らぐ夕暮れ時から、家族や友人
と祭ばやしを聞きながら屋台グルメをお楽しみください。

ちがさきスターライトドーム
(屋内型プラネタリウム)

飲食・模擬店ゾーン

フリーマーケット

子ども向け野外映画 盆踊り＆フォークダンス

スズムシの無料配布

茅ヶ崎ゆかた委員会企画

ニュースポーツ

リサイクル品展示

第30回
記念

第30回
記念

　16ミリ映写機で短編映画を
上映します。上映時間の詳細
は市　参照。

　ドームに映し出される茅ヶ崎の満天の星
空を体験してください。
時間　16時30分～ (16時～整理券を公園

本部にて配布)
 上映時間の詳細は市　参照
定員　各50人

　今年で開催30回目を迎える、夏の夜の祭典「なんでも夜市」。
環境に配慮しながらふれあいの場を提供し、にぎやかな夏の
思い出を演出します。

柳灯会によるぼんぼり披露
りゅう とう

参加
自由

参加
自由

最大
120区画

市役所本庁舎1階
市民ふれあいプラザ

会
場

第43回サザンビーチちがさき

花 火大会

市内の公共施設、 商店、 レストラン、 コンビニエンスストアなどに募金箱を設置し、 
花火募金を受け付けています。 ご協力をお願いします。

花火募金を受け付け中

　真夏の夜空にスターマインと水中孔雀が競演するサザンビーチちがさき
花火大会。まち全体で打ち上げる茅ヶ崎の花火を存分にお楽しみ下さい。

花火大会の翌日の一斉清掃にご協力を
8月6日㈰6時～7時30分(花火大会が6日㈰に延期の場合は7日㈪)に
サザンビーチちがさき周辺の海岸と、会場からJR茅ケ崎駅を結ぶ主要
路線の一斉清掃を行います。配布場所で清掃用具を受け取り、海岸
や道路のごみを拾って指定のごみ集積場所へ持ち込んでください。作
業終了後、希望者には集積場所でボランティア証明書を発行します。
◆清掃用具配布・ごみの集積場所

茅ヶ崎漁港、野球場南側・ヘッドランドの各サイクリングロード入口、
サザンビーチちがさき中央入口、JR茅ケ崎駅南口階段下

【第43回サザンビーチちがさき花火大会実行委員会(観光協会内)☎(84)0377、
産業振興課観光担当】

数多くの企業協賛と「花火募金」など市民のみなさんに
支えられています。

市制施行70周年記念

◎は臨時
駐輪場

自転車は、国道134号を横
断できません。下図の臨時
駐輪場をご利用ください。

20時～21時30分の間、サザン通りの国道134号から鉄砲道ま
での区間が規制されます。自動車での来場はご遠慮ください。

交通規制

西浜小学校
校庭

◎
県立西浜駐車場

入口
交通機動隊前

サザンビーチ
浜見平入口
←至 平塚 至 辻堂→

野球場東側駐車場

野球場前
茅ケ崎駅南口入口

第一中学校
入口

◎ ◎ ◎

野球場西側駐車場

◎

一中
通
り

雄
三
通
り

高
砂
通
り

南
湖
通
り

左
富
士
通
り サ

ザ
ン
通
り

国道134号

◎

茅ケ崎西浜高校
　　前庭

鉄砲道 市営東海岸
南駐車場

茅
ヶ
崎
ゴ
ル
フ
倶
楽
部

8月5日㈯19時30分～20時20分
（悪天時は6日㈰に延期）

8月5日㈯19時30分～20時20分
（悪天時は6日㈰に延期）

○ 人や家に向けない
○ 風の強い日はやらない
○ 水の入ったバケツを用意し、遊

び終わったら完全に消火
○ 子どもだけでは遊ばない
○ 複数の花火に一度に火をつけない
○ 正しい位置に正しい方法で点火
○ 吹き出し、打ち上げなどの筒状

の花火は、途中で火
が消えても筒をのぞ
かない

○ ほぐして遊ばない

【予防課予防担当】

花火は使い方によって
事故のもとになります
花火はルールを守って
安全に楽しみましょう

取り扱い
には注意

！
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