
定年後の準備は大丈夫？
　定年後の生活についての気持ち(期
待・不安・準備)を最大100として意識
調査をした平均値では、期待と不安が
入り混じっており、準備もなかなか進
んでいないようです。
　東京や横浜で働く方が多く、定年後
は地元で活動したいと考える方が多い
茅ヶ崎で、定年や子どもの独立後に地
元で自分の好きな活動をする「セルフ
プロジェクト」を計画しませんか。

第４回は、新たな出発をする大人のライフスタイルの可能性をデータで探っていきます。

自分らしい茅ヶ崎ライフを準備しませんか
募
集
中

【企画経営課長寿社会推進担当】

日時　10月11日㈬・18日㈬いずれも9時～ 17時　
場所　茅ヶ崎市シルバー人材センター
定員　全日程参加可能な方24人〈申込制(先着)〉 
申込　10月3日㈫まで
ほか　費用2000円。最終日終了後、歓談の時間あり
問合　茅ヶ崎市シルバー人材センター☎(85)7425

セカンドライフ
セミナー

50代のセカンドライフへの気持ち

55歳 56歳 57歳 58歳 59歳

博報堂新しい大人文化研究所レポート「未定年」(2017.2.17)

1都3県(東京、埼玉、千葉、神奈川)の50代男性
519人 インターネット調査 年齢別回答平均値
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【ちがさき市民活動サポートセンター☎(88)7546】

じゃおクラブ湘南

農園でジャガイモの大収穫

じゃおクラブ湘南の
山本さん(左)と堀田さん

　「オヤジ｣を逆さ読みしたネーミング「じゃお」は、名前の
通り男性のグループです。定年後、会社人間から地域人間
になった気の置けない仲間が、多彩な地域活動や趣味など
を通じて地域に密着した活動をしています。

名刺は交わさず、 過去は語らず、 自由な雰囲気

　県下に約150人、湘南地区(藤沢・茅ヶ崎地域)では43
人が活動中です。広大な畑で四季の野菜作りや援農の他、
各地域で開催される俳句・コーラス・料理・写真などの
趣味グループへの参加、子ども工作教室や特別養護老人
ホーム支援などの社会貢献活動も行っています。
　子ども工作教室は、万華鏡作りなど数種類の工作指導が
可能で、要望があれば、材料を持参して引き受けています。
　退職して第二の人生を地域活動に求めたい方、私たち
の活動に興味のある方は、ぜひお問い合わせください。

じゃおクラブ湘南

人気の農園活動は月4～5回、慶應義塾大学湘南藤沢キャンパス近くの農園(約1000坪)
で行っています。ぜひ体験してください
問合　山本健介☎(51)9291、 yamaken@jcom.home.ne.jp
　　　堀田敏行☎(52)2502、 tskhotta@ballade.plala.or.jp

（6面へ続く）

ほか �費用100円
問合 �文化生涯学習課生涯学習担当

��
まなびの市民講師自主企画講座
有線七宝ペンダントの制作

日時 �9月10日㈰・17日㈰いずれも9時30分～16時30分
場所 �市民ギャラリー創作室B
講師 �早

はや

野
の

総
ふさ

和
かず

さん（まなびの市民講師）
対象 �20歳以上の方16人〈申込制（先着）〉
申込 �8月15日㈫～☎（58）4190早野へ
ほか �費用1000円
問合 �文化生涯学習課生涯学習担当

��
ちがさき丸ごとふるさと発見博物館講座
（基礎編）2017年度秋期受講者募集

日時 �10月3日～12月19日の毎週火曜日10時～11時30分
（全11回。10月10日を除く）

場所 �図書館、市役所分庁舎F会議室ほか
内容�「住まう茅ヶ崎」を総論的に学ぶ
講師 �岸一弘（市教育委員会）ほか
対象 �市内在住・在勤・在学の方40人〈申込制（先着）〉
申込 �8月23日㈬～☎で
問合 �社会教育課文化財保護担当

茅ヶ崎市民文化祭～書道展作品
個性あふれる作品の募集

内容 �未発表のもの1人1点（字句・書体などは自由）
対象 �市内在住・在勤・在学で高校生以上の方
申込 �9月15日㈮（必着）までにはがきに住所・氏名・年齢・

電話番号、題名、仕上がり寸法（幅0.53ｍ、高さ2.0
ｍ以内）を記入し、〒253-0054東海岸南2-7-10三輪巌
へ（要項は8月10日㈭～市役所文化生涯学習課、市民
ギャラリーなどで配布）

ほか �費用2000円。11月2日㈭に市民ギャラリー展示室
へ搬入、11月3日㈮～5日㈰に展示

問合 �書道部会事務局☎（86）1012三輪

生活
��
新しいオトナ世代の「きょうよう」セミナー
人生のセカンドトラックの歩き方・楽しみ方

日時 �9月9日㈯10時～12時
場所 �市役所分庁舎A・B会議室
講師 �上田啓介さん（編集者・元㈱木楽舎（月刊ソトコト）取締役）
対象 �50歳以上の方60人〈申込制（先着）〉
申込 �開催直前までに☎で（市HPも可）
問合 �企画経営課長寿社会推進担当

��
シルバーセーフティドライビングスクール
高齢者が安全に車に乗るために

日時 �9月14日㈭10時～12時（9時50分までに受け付け）
場所 �京急自動車学校茅ヶ崎校
対象 �65歳以上で普通自動車運転免許証を持つ方8人〈申

込制（先着）〉
申込 �8月17日㈭9時～☎で（住所・氏名・年齢・生年月

日を記入し、 （57）8377または anzen@city.chi
gasaki.kanagawa.jpも可）

ほか �警察の法定講習ではありません
問合 �安全対策課安全対策担当

�平成29年就業構造基本調査にご協力を
　10月1日を基準日として総務省が実施するこの調査
は、国民の就業・不就業の状態を把握し、雇用政策、
経済政策などの各種行政施策の基礎資料に利用されま

す。8月下旬から調査員証を携帯した調査員が対象地
域の世帯に伺います。ご理解・ご協力をお願いします。
詳細は就業構造基本調査コールセンター（8月25日㈮～
10月26日㈭8時～21時）0570（07）1937へ。IP電話からは
☎03（6748）1970へ。
問合 �行政総務課統計担当

�不用品バンク（7月27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〉コンテナボックス〈ゆずってください〉屋
外用テーブルとイス▷電子ピアノ（キーボード）▷ゴル
フクラブセット▷電動アシスト自転車
問合 �市民相談課消費生活センター

産業・雇用
�果樹持寄品評会～ぶどう・梨の部
①観覧②直売③出品物即売

日時 �8月25日㈮①10時～12時②10時～売り切れ次第終
了③12時30分～売り切れ次第終了

場所 �さがみ農協茅ヶ崎ビル
問合 �農業水産課農業担当

�
9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 �9月5日㈫・13日㈬・21日㈭・29日金いずれも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

�公の施設の指定管理者を募集
　市では9月1日㈮～29日㈮に次表の施設の指定管理者
を募集します。募集要項は9月1日㈮～市役所高齢福祉
介護課で配布します（市HPで取得も可）。なお、応募に
は次表の説明会への参加が必須となります。詳細は市
HPまたはお問い合わせください。
問合 �高齢福祉介護課生きがい創出担当

施設名（所在地） 日　時
松林ケアセンター（松林三丁目9番28号） 9月7日㈭14時～15時
元町ケアセンター（元町10番33号） 9月7日㈭15時～16時
萩園ケアセンター（萩園1215番地4号） 9月7日㈭16時～17時
※�説明会の場所はいずれも市役所本庁舎研修室
※�説明会への申し込みはいずれも9月1日㈮～6日㈬17時まで

�
ビジネスの基本場面で必要なマナーを学ぶ
ビジネスマナー講座

日時 �9月2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 �8月20日㈰～9月1日㈮に☎で（勤労市民会館HPも可）
問合 �勤労市民会館☎（88）1331

�
企業連携講座～イルカの行動研究などにも使用され
ている水中音響測位装置等の開発・製造を知ろう

日時 �9月6日㈬10時～12時
場所 �ハマミーナまなびプラザ会議室（講演）、㈱SGKシ

ステム技研（見学）
講師 �福地鐵

てつ

雄
お

さん（㈱SGKシステム技研代表取締役社長）

対象 �20歳以上の方15人〈申込制（先着）〉
申込 �8月17日㈭～☎で
問合 �文化生涯学習課生涯学習担当

��地元企業多数～茅ヶ崎市、平塚市、伊勢
原市合同就職面接会

日時 �9月14日㈭・15日㈮13時～16時（12時30分～15時30
分受け付け。入退場自由）

場所 �ラスカ平塚6階ラスカホール（平塚市宝町1-1）
対象 �就職活動中の方（高校生を除く）
ほか �詳細は市HP参照
問合 �雇用労働課雇用労働担当

�
業務遂行能力アップで活性化した職場づく
りにビジネスコミュニケーション講座

日時 �9月16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 �8月20日㈰～9月15日㈮に☎で（勤労市民会館HPも可）
問合 �勤労市民会館☎（88）1331

�
基本的な仕事の進め方とノウハウを学ぶ
できる人の仕事の進め方講座

日時 �9月18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 �8月20日㈰～9月17日㈰に☎で（勤労市民会館HPも可）
問合 �勤労市民会館☎（88）1331

�
自分の強みを見つける手段とその磨き方を
知る実践に役立つ面接対策講座

日時 �9月22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 �8月20日㈰～9月21日㈭に☎で（勤労市民会館HPも可）
問合 �勤労市民会館☎（88）1331

�
自分の考えを適切に伝える方法とは
ビジネスアサーション講座

日時 �9月27日㈬9時30分～11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 �8月20日㈰～9月26日㈫に☎で（勤労市民会館HPも可）
問合 �勤労市民会館☎（88）1331

健康
�エイズHIV抗体の検査(即日検査）

日時 �8月22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 �8月22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ていない方〈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

�
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 �8月25日㈮、9月6日㈬・13日㈬いずれも14時～17時

市HPから市長へ直接メールを送ることができます

52017年（平成29年）８月15日号
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お詫びと訂正　本紙8月1日号5面に掲載の「湘南の魅力発見プロジェクト2017　パッケージデザインワークショップ参加者＆協力企業を募集」の記事の中で、「ワークショップ参加
者募集」の記載内容の一部に誤りがありました。お詫びして訂正いたします。　誤　申込　8月1日㈫～8月31日㈭　正　申込　8月1日㈫～9月5日㈫�【文化生涯学習課文化推進担当】


