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◆ 　　欄に詳細がないものは　　へ☎（市役所は☎（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

問合

市制施行70周年
記念事業 表彰

福祉
おはなしきいてね～おばん囃

ば や し

子のみなさん
による絵本の読み聞かせや、手遊びなど

日時 	10月26日㈭15時50分〜16時20分
場所 	萩園いこいの里
問合 	萩園いこいの里☎（88）7513宇都

初心者の太極拳教室
日時 	11月6日㈪・10日㈮・17日㈮・24日㈮、12月5日㈫

いずれも10時〜11時30分（全5回）
場所 	老人福祉センター
対象 	市内在住で60歳以上の方50人〈申込制(抽選)〉
申込 	10月20日㈮(必着)までに往復はがきに講座名、住

所・氏名・年齢・電話番号を記入し、〒253-0044
新栄町13-44茅ヶ崎市老人クラブ連合会へ

ほか 	費用300円
問合 	茅ヶ崎市老人クラブ連合会☎(58)5281

うたごえ教室
日時 	11月6日㈪・8日㈬・15日㈬・24日㈮・27日㈪いず

れも13時30分〜15時(全5回)
場所 	老人福祉センター
対象 	市内在住で60歳以上の方30人〈申込制(抽選)〉
申込 	10月20日㈮(必着)までに往復はがきに講座名、住

所・氏名・年齢・電話番号を記入し、〒253-0044
新栄町13-44茅ヶ崎市老人クラブ連合会へ

ほか 	費用1500円
問合 	茅ヶ崎市老人クラブ連合会☎(58)5281

更生保護女性会バザー～衣料品・日用品や
新鮮な野菜など

日時 	11月10日㈮12時〜
場所 	厳

いつく

島
しま

神社（新栄町2-10）
問合 	更生保護女性会☎(87)1254西澤

家族介護教室
「教えて管理栄養士さん！初心者の介護食」

日時 	11月21日㈫13時30分〜15時30分
場所 	香川公民館
講師 	宮

みや

城
ぎ

島
しま

宏さん(松林ケアセンター管理栄養士)
定員 	20人〈申込制(先着)。介護している方優先〉
申込 	10月16日㈪〜11月15日㈬に☎で
問合 	地域包括支援センターあかね☎(55)1535

子育て・教育
2018年4月に小学校へ入学する児童に就学
時健康診断を実施

　10月24日㈫〜11月30日㈭に各小学校で就学時健康診
断を行います。対象者には10月中旬以降に通知をお送
りします。
問合 	学務課保健給食担当

日付 小学校名 日付 小学校名
10月24日㈫ 小出小学校 11月16日㈭ 汐見台小学校
10月26日㈭ 茅ヶ崎小学校 11月21日㈫ 小和田小学校
10月27日㈮ 円蔵小学校 11月22日㈬ 西浜小学校
10月31日㈫ 鶴が台小学校 11月24日㈮ 東海岸小学校
11月1日㈬ 松浪小学校 11月27日㈪ 松林小学校
11月8日㈬ 浜之郷小学校 11月28日㈫ 梅田小学校
11月10日㈮ 室田小学校

11月29日㈬
今宿小学校

11月13日㈪ 鶴嶺小学校 緑が浜小学校
11月15日㈬ 柳島小学校 11月30日㈭ 香川小学校
11月16日㈭ 浜須賀小学校

※	いずれも受付13時30分〜13時50分

乳幼児期の子育ち・子育て講座
日時 	11月9日㈭10時〜12時
場所 	市役所分庁舎コミュニティホール
内容 	講演「子どもが傍らにいることの素

す

晴
ば

らしさ・大
変さ〜乳幼児期に必要な『経験』って何だろう？」

講師 	三谷大
だい

紀
き

さん(関東学院大学准教授)
対象 	市内在住・在勤の方60人〈申込制(先着)〉
申込 	10月5日㈭〜11月2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2歳〜10人〈申込制(先着)。10月30日㈪まで〉
問合 	教育センター研究研修担当☎(86)9965

第26回のびのび子育て応援講座
パパもママもいっしょに遊ぼう

日時 	11月11日㈯10時30分〜12時
場所 	市役所分庁舎コミュニティホール
内容 	バルーンなどを使った親子運動遊び

講師 	松浦剛
たけし

さん(スポーツインストラクター)
対象 	2歳6か月〜未就学児と保護者50組〈申込制(先着)〉
申込 	11月9日㈭までに☎で
ほか 託児6か月〜1歳6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

子育ち・子育て出前講座
日時 	11月12日㈰10時〜12時
場所 	鶴嶺西コミュニティセンター
内容 	講演「『いじめる心』を理解し、『いじめない心』を

育むために〜家庭や地域でできることを考える」
講師 	松坂秀雄さん(東京福祉大学専任講師)
対象 	市内在住・在勤の方80人〈申込制(先着)〉
申込 	10月10日㈫〜11月8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1歳〜10人〈申込制(先着)。11月2日㈭まで〉
問合 	教育センター研究研修担当☎(86)9965

文化・歴史
日本文学朗読会～夏目漱石作「文鳥」

日時 	10月10日㈫11時〜
場所 	ハスキーズギャラリー
講師 	すみこさん(朗読サロン「風鈴草」)
ほか 	費用500円(うち200円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

まなびの市民講師自主企画講座
木版画で年賀状

日時 	11月6日㈪・20日㈪いずれも10時〜12時30分
場所 	市民ギャラリー
講師 	中村慶一さん（まなびの市民講師）
対象 	20歳以上の方15人〈申込制（先着）〉
申込 	10月31日㈫までにはがきに住所・氏名・電話番号

を記入し、〒253-0013赤松町12-62中村へ
ほか 費用500円
問合 	文化生涯学習課生涯学習担当

産業・雇用
湘南看護専門学校入学試験
①②社会人③一般

日時 	①10月28日㈯②11月25日㈯③12月16日㈯
対象 	高校卒業程度
申込 	①10月2日㈪〜23日㈪②10月30日㈪〜11月20日㈪

③11月21日㈫〜12月11日㈪（いずれも必着）までに
必要書類を、〒251-0861藤沢市大庭5062-3湘南看
護専門学校へ

ほか 	詳細は湘南看護専門学校HP参照
問合 	湘南看護専門学校☎0466(86)5440

県立東部・西部総合職業技術校
2018年生徒募集①4月生前期②1月生

内容 	①機械、コンピュータ組込み開発、造園、室内設
計施工など(機械コースは高校推薦枠あり。詳細
は問い合わせ)②セレクトプロダクト、室内施工、
ビル設備管理、庭園エクステリア施工

対象 	職業に必要な知識、技術・技能を習得し、就職す
る意思がある方(各種推薦枠・優先枠あり)

申込 	ハローワークで事前手続きをし①10月2日㈪〜②
10月10日㈫〜30日㈪までに各校へ

ほか 	選考日11月12日㈰。詳細は募集案内（各校、ハロー
ワークで配布中）参照

問合 	県産業人材課☎045（210）5715

防災・消防
広げよう�救命の輪
応急手当普及員養成講習会（24時間）

日時 	11月4日㈯・5日㈰9時〜18時
場所 	消防署北棟
対象 	市内在住・在勤・在学の16歳以上の方で、過去2

年以内に上級または普通救命講習会を修了した方
16人〈申込制(先着)〉

申込 	10月25日㈬までに☎で
ほか 	費用4937円（テキスト代）。本講習会と市内で開催さ

れる救命講習会での研修（2回）を受講した方に認定
証を発行

問合 	消防指導課消防指導担当☎（85）4594

高齢者の火災被害を防ぎましょう
　近年、住宅火災の犠牲者は全国で年間900人前後の
高い値で推移しており、うち約7割が65歳以上の高齢

者です。高齢者を中心とした住宅火災による犠牲者を
減らすため、住宅用火災警報器や防炎品、住宅用消火
器など、家庭内の住宅防火対策を再確認しましょう。
問合 	予防課予防担当

健康
健康と食と暮らしの安全に向けて
①公開講座②研究発表③学術講演

日時 	10月13日㈮①13時10分〜14時10分②14時20分〜15
時15分③15時30分〜17時

場所 	県衛生研究所（下町屋1-3-1）
内容 	①食中毒、ジェネリック②インフルエンザ、家畜

用医薬品、木材の防腐防虫剤③薬剤耐性菌
定員 	100人〈当日先着〉
問合 	県衛生研究所☎(83)4400

在宅医療市民向け講演会
「家で亡くなるということ」

日時 	10月14日㈯14時〜16時
場所 	福祉会館（駐車場利用不可）
講師 	引野雅子さん（ひきのクリニック院長）、患者家族他
定員 	150人程度〈申込制(先着）〉
申込 	10月13日㈮までに☎で
問合 	保健所地域保健課地域保健担当☎（38）3319

茅ヶ崎医師会健康スポーツ医部会講演会
湘南ベルマーレの活動「たのしめてるか。」

日時 	10月14日㈯16時〜
場所 	勤労市民会館
講師 	水谷尚

なお

人
ひと

さん（㈱湘南ベルマーレ代表取締役社長）
定員 	80人〈当日先着〉
問合 	茅ヶ崎医師会☎（87）2731

市立病院職員による出張講座
腰痛の原因とその対策

日時 	10月20日㈮14時〜15時30分
場所 	茅ヶ崎地区コミュニティセンター
講師 	國

こく

府
ふ

秀俊さん(市立病院整形外科医師)
定員 	100人〈当日先着〉
問合 	市立病院医事課医事担当☎（52）1111

市民大
だい

楽
がく

まなびーな
運動でさびない身体を目指そう

日時 	10月21日㈯10時〜13時
場所 	ハマミーナまなびプラザ会議室
内容 	①運動と老化との関係性について（講義）②身体を

さびさせないエクササイズの実践
講師 	上田大

だい

さん（文教大学健康栄養学部准教授）
定員 	20人〈申込制(先着）〉
申込 	10月3日㈫〜☎で
問合 	文化生涯学習課生涯学習担当

茅ヶ崎寒川薬剤師会市民公開講演会
「くすりと上手につきあい健康に」

日時 	10月22日㈰14時30分〜16時30分
場所 	さがみ農協茅ヶ崎ビル
内容 	安全で効果的な薬の飲み方や使い方
講師 	塚原俊夫さん（ツカハラ薬局代表取締役）
定員 	100人〈当日先着〉
ほか 	手話通訳・要約筆記あり
問合 	茅ヶ崎寒川薬剤師会☎(51)4711

D
ドクター

r.らく朝の健康高座～落語を通して健康
を考える

日時 	10月28日㈯14時〜15時30分
場所 	総合体育館	
対象 	小学4年生以上の方100人〈申込制(先着）〉
申込 	10月1日㈰10時〜20時に屋内温水プールで入場券

配布（1人2枚まで）。10月2日㈪〜☎で
問合 	屋内温水プール☎（84）1144原田

姿勢改善！しなやかボディづくり運動教室
じっくり７日間コース

日時 	11月1日〜12月6日の毎週水曜日10時〜11時45分、
12月13日㈬9時30分〜11時45分（全7回）

場所 	総合体育館
対象 	20歳〜64歳で医師から運動制限の指示がない方20

人〈申込制（先着）。5月10日〜6月22日に実施の「夏
までに姿勢改善！しなやかボディづくり運動教
室」に参加していない方優先〉

申込 	10月2日㈪〜
ほか 託児6か月〜6歳6人〈申込制（先着）〉
問合 	保健所健康増進課健康づくり担当☎（38）3331

無料口
こう

腔
くう

がん検診
日時 	11月12日㈰10時30分〜14時

（6面へ続く）
【消防ヘリコプターの離着陸】　	10月2日㈪（予備日10月4日㈬）10時30分ごろから横浜市消防局との合同救助訓練のため、茅ヶ崎公園野球場に消防ヘリコプターが離着陸します

のでご承知おきください。� 【警防救命課警防担当】


