
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
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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
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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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