
　定年後や子どもが
独立後、何か活動を
したいと考えている
方は８割以上います。
　希望する活動は右
のグラフのとおりで、
それぞれの活動先で
はリーダーを探して
いたり、人手が不足
していたりと、経験
豊富な世代の方の力
を求めています。

第6回は、新たな出発をする大人の活動スタイルをデータで探っていきます。

【企画経営課長寿社会推進担当】

日時　毎週火・木・金曜日(祝日は除く)9時30分～15時
場所　市役所本庁舎1階総合案内隣

生涯現役
応援窓口

多様な活動先をご紹介します。みなさんの力を必要としている場がたくさんあります。

希望する活動のスタイル

「まち・ひと・しごと創生総合戦略」策定のためのアンケート調査(平成27年度実施)
回答者：茅ヶ崎市の60歳～69歳の方447人(複数回答）
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新しいことを
始めませんか

秋のイベ
ント特

集
10月29日（日）～31日（火）は、
商店街で楽しい企画が盛りだくさん！
ぜひ商店街に遊びに来てください。
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博進会
10月30日(月)
ハッピーハロウィンイベント

南湖やんべぇよ会
10月29日(日) 
南湖みんなでやんべぇよ

南本通り商店会
10月29日(日)
アルコナードハッピーハロウィン

ラチエン通り商店会
10月29日(日)～31日(火)
ラチエン通りハッピーハロウィンウィーク

さくらみちブラボーズ
10月29日(日) 
第2回  集まれ！さくらみち子ども店長

東海岸商店会
10月31日(火)
東海岸ハロウィン(仮称)

【産業振興課商工業振興担当】 商店街秋の
イベント特集

茅ヶ崎ショッピングセンター商店会
10月30日(月)
ショッピングセンターハロウィン

（5面へ続く）

内容 �模擬店、演芸、作品展示、体験コーナー、子ども
コーナー、抽選会

問合 �鶴嶺東コミュニティセンター☎(84)6711
〈第17回子どもコミセンまつり〉
日時 �11月5日㈰10時～15時
場所 �コミュニティセンター湘南
内容 �サークル団体・中島中学校生徒・柳島小学校教師・

まちぢから協議会などによるイベント
問合 �コミュニティセンター湘南☎(57)5655
〈第16回南湖ふれあいまつり～さあ!!今年も楽しもう〉
日時 �11月12日㈰10～15時
場所 �南湖会館
内容 �作品展示、演技、模擬店、子ども広場
問合 �南湖会館☎(58)6604

地域の居場所づくり交流会＠茅ヶ崎Ⅱ
きく、あじわう、つながる

日時 �11月18日㈯14時～16時40分
場所 �ちがさき市民活動サポートセンター
内容 �場づくりのコツを学ぶ～くつろぎカフェ(レコー

ド鑑賞×
かける

コーヒーボランティア)の事例から
講師 �真鍋敦

あつし

さん(横浜市今宿地域ケアプラザ地域交流
活動コーディネーター）、菅

すが

野
の

弘道さん（サイフォ
ンコーヒーボランティア団体「ペリゴール」代表)

定員 �35人〈申込制(先着)〉
申込 �10月16日㈪～住所・氏名・電話番号を記入し、

(88)7546へ（ s-center@pluto.plala.or.jpも可）
ほか �費用500円(飲み物、資料代)。手話・筆記通訳あ

り〈申込制。11月1日㈬まで〉。託児6か月～3歳5人
〈申込制（先着）。11月10日㈮まで〉

問合 �ちがさき市民活動サポートセンター☎(88)7546
市民の集い(市民集会)
①湘北地区②松浪地区

日時 �①11月19日㈰②11月26日㈰いずれも13時30分～
場所 �①香川公民館②松浪コミュニティセンター
内容 �自治会連合会やまちぢから協議会が主催し、市民

と行政(市長・職員)との対話を図る
問合 �市民自治推進課地域自治担当

勤労市民会館まつり～会館利用団体が
日頃の成果を発表

日時 �11月25日㈯・26日㈰10時～17時（26日は16時まで）
場所 �勤労市民会館
内容 �施設利用サークルの実演発表、作品展示、体験教

室、鉢花・野菜販売　
問合 �勤労市民会館☎(88)1331

生活
茅ヶ崎市表彰

　10月1日、長年にわたり市政の発展に貢献された、
自治功労彰1人、一般表彰30人・7団体を表彰しました。
(敬称略)

〈自治功労彰〉 ▽監査委員＝池田雄二郎〈一般表彰〉 ▽商
工会議所議員＝井上嘉昭、武藤博明 ▽老人クラブ会長
＝羽

は

切
ぎり

信夫、三上幸三 ▽民生委員児童委員＝木村典子、
阿部敏廣、藤原絹代、倉林民子、溝部きみ子 ▽保護司
＝小山芳子、大川靜雄、長谷川渡、原田吉一、滝口し
げ子、山口美知子、神保一也、鈴木久夫、三橋登

と

之
の

治
はる

▽地域の交流活動＝手話サークルつるの会、NPO法人
車椅子レクダンス普及会矢車草の会、ルアナホア、
NPO法人パソコンボランティア湘南、兵金山ちびっこ
広場、子育てひろば ▽消防団員＝土

と

士
し

田
だ

幸正、山崎敏
之、川村浩一郎、小野朋郁、小椋大樹、櫻田尚彦、大
川彰、井上達司、野田好章 ▽スポーツ推進委員＝渡邊
唯、伊藤豊、小林隆哉 ▽生涯スポーツの振興＝茅ヶ崎
ダンススポーツ連盟
問合 �秘書広報課秘書担当

茅ヶ崎市技能者表彰
　10月1日、同じ職種に従事し、その発展に寄与され
た技能功労者9人、優秀技能者20人、青年優秀技能者4
人を表彰しました。(敬称略・順不同)
〈技能功労者〉造園師＝赤木修

おさむ

▽とび職＝小川正浩、川
島和幸 ▽製菓技術士(和菓子)＝小

こ

菅
すげ

一
かず

佳
よし

▽中間製品検
査工＝佐々木雅弘 ▽ガラス装着工＝中村武夫 ▽調理人
＝野口和男 ▽調理師＝藤田誠 ▽建具職＝水島正良〈優
秀技能者〉造園師＝相澤千津子、石川孝二朗、竹内悟

のり

門
ゆき

、
山田健作 ▽調理人＝新井智裕、池田智恵子、中

なか

利
り

隆光

▽自転車組立修理工＝勇
いさみ

茂則 ▽とび職＝井野朋也、白
井亮 ▽塗装工＝榎本透、佐々木隆太 ▽溶接工＝川浦洋
平 ▽タイル張工＝久米真一 ▽配管工＝小林弘敏、山本
崇、吉川彰治 ▽電気工事士＝橋本典正 ▽パン・菓子製
造工＝長谷川裕 ▽板金工＝米山和樹〈青年優秀技能者〉
タイル張工＝池田拓也 ▽溶接工＝小野賢也、加藤厚

あつ

樹
き

▽調理人＝神戸英輔
問合 �雇用労働課雇用労働担当

茅ヶ崎市制施行70周年記念特別表彰
　10月1日、市制施行70周年事業に協力、貢献いただ
いた2人・3団体へ茅ヶ崎市制施行70周年記念特別表彰
として感謝状の贈呈を行いました。(敬称略)
〈受賞者・団体〉 ▽ DJ・H

ハギー

AGGY(萩原浩一) ▽平田梨花 ▽株
式会社ジェイコム湘南湘南局 ▽茅ヶ崎ロータリークラ
ブ ▽日本郵便株式会社南関東支社
問合 �秘書広報課秘書担当

交通安全・防犯市民総ぐるみ運動推進大会
表彰式典（交通安全に関する寸劇あり）

日時 �10月27日㈮15時～
場所 �市役所分庁舎コミュニティホール
問合 �安全対策課安全対策担当

まなびの市民講師自主企画講座
「スライド資料作成講座」

日時 �11月の毎週日曜日13時30分～16時30分（全4回）

場所 �ハマミーナまなびプラザ会議室
講師 �菊地孝之さん(まなびの市民講師)
対象 �20歳以上でWord、Excel、PCメールが使える方15

人〈申込制(先着)〉
申込 �10月15日㈰～氏名・連絡先を記入し、 ad39552@

tb4.so-net.ne.jp菊地へ
問合 �文化生涯学習課生涯学習担当

初めてのパソコン・タブレット入門講座
日時 �①11月7日㈫～10日㈮②11月14日㈫～17日㈮③11

月28日㈫～12月1日㈮いずれも9時～12時
場所 �市役所分庁舎展示室
内容 �①③タブレットを使ってみよう②パソコンで年賀

状作成とインターネットを楽しむ
講師 �NPO法人パソコンボランティア湘南
対象 �①60歳以上の方②一般・障害のある方③一般の方

各10人〈申込制(先着)〉
申込 �10月23日㈪～☎で
ほか �費用1000円(資料代)。機材は貸し出し
問合 �文化生涯学習課生涯学習担当

女性リーダー育成講座～リーダーのタイ
プはひとつじゃない

日時 �11月8日㈬・15日㈬いずれも19時～20時30分(全2回)
場所 �男女共同参画推進センターいこりあ
講師 �小林みのりさん(キャリア・コンサルタント)
対象 �女性の方20人〈申込制(先着)〉
申込 �10月16日㈪～☎で(市 HPまたは住所・氏名・電話

番号、託児の有無(有の場合、子どもの名前(ふり
がな)・年齢・性別)を記入し、 (57)1666も可)

ほか �託児6か月～未就学児5人〈申込制(先着)。11月1日
㈬まで〉

問合 �男女共同参画課男女共同推進担当☎(57)1414
茅ヶ崎駅前市民窓口センターの証明書即日
交付・コンビニ交付の一時停止

　市役所の電気設備点検のため、11月19日㈰は、茅ヶ崎
駅前市民窓口センターでの証明書の即日交付とコンビ
ニエンスストアでの証明書交付サービスを停止します。
問合 �市民課戸籍住民担当

暮らしの料理教室（調理実習あり）
簡単うれしいおもてなし料理

日時 �12月8日㈮10時30分～14時
場所 �男女共同参画推進センターいこりあ
内容 �サーモンの押し寿司、かじきの焼き春巻など
講師 �茅ヶ崎市食生活改善推進団体
定員 �24人〈申込制(抽選)〉
申込 �10月16日㈪～11月10日㈮に☎で
ほか �費用700円。託児未就学児4人〈申込制(抽選)〉
問合 �市民相談課消費生活センター

不用品バンク(9月20日現在)
不用品バンクは、無料のみ対象。詳細は市HP参照。

10月20日㈮の香川公民館転倒予防教室中止のお知らせ
期日前投票の会場となるため、10月20日の香川公民館で行われる転倒予防教室は、午前・午後いずれも中止となります。【高齢福祉介護課支援給付担当】

市制施行70周年
記念事業

◆ 　　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
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