
（3面へ続く）

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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