
（4面へ続く）

込制〉
申込 �12月4日㈪までに☎で
ほか �費用1チーム2500円
問合 �茅ヶ崎ソフトバレーボール連盟☎(83)1953山上

�高南一周駅伝競走大会
日時 �2018年1月8日(月・祝)7時～
場所 �総合体育館前(スタート、中継、ゴール)
内容 �男・女1部(地区対抗)、男・女2部(実業団・高校)、

地区対抗小学生の部(男女混合)
申込 �12月1日㈮～13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 �12月19日㈫19時～総合体育館会議室で代表者会議
あり

問合 �スポーツ推進課推進担当☎(82)7136

�
市総合体育大会　スキー競技の部
回転、大回転（各2回）

日時 �2018年1月20日㈯
場所 �白馬五竜スキー場（長野県白馬村）
対象 �市内在住・在勤・在学で小学校4年生以上の方、

またはスキー協会登録者30人〈申込制(先着)〉
申込 �12月1日㈮～2018年1月12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 �費用一般2000円、中学生以下1500円。2018年1月
21日㈰練習会を予定

問合 �スポーツ推進課推進担当☎(82)7136

�キッズ体操教室～マット運動
日時 �2018年1月13日・20日・27日、2月10日のいずれも

土曜日①9時15分～10時15分②10時30分～11時30
分（全4回）

場所 �総合体育館
対象 �市内在住で①4歳～未就学児②小学1～3年生各20人
〈申込制(抽選)〉

申込 �12月9日㈯①9時45分～10時②10時45分～11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2000円
問合 �総合体育館☎(82)7175

文化・歴史
�
第45回茅ヶ崎市郷土芸能大会～昔から受け継
がれてきた祭囃

ば や

子
し

、祝い唄、作業唄など
日時 �11月23日（木・祝）13時～16時45分
場所 �総合体育館
定員 �400人〈当日先着〉
問合 �社会教育課文化財保護担当

�
日本文学朗読会～永井荷風�作「勲章」、織田作
之助�作「旅への誘い」

日時 �11月28日㈫11時～
場所 �ハスキーズギャラリー
講師 �椿野枝さん、里村由実さん（朗読サロン「六花」）
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

�
太平洋戦争開戦の日講座
「兵舎となった南胡院」

日時 �12月2日㈯10時～12時
場所 �男女共同参画推進センターいこりあ

講師 �栗田尚弥さん（市史編集員）
定員 �30人〈申込制（先着）〉
申込 �11月15日㈬～☎で
問合 �文化生涯学習課市史編さん担当

�
茅ヶ崎平和バスツアー～原爆の図丸木美術館（埼
玉県東松山）、第五福竜丸展示館（東京都江東区）

日時 �12月12日㈫8時～17時
定員 �10人〈申込制（先着）〉
申込 �12月5日㈫までに☎で
ほか �費用800円（美術館入館料）。市役所集合・解散。

マイクロバスで送迎。昼食持参
問合 �男女共同参画課多文化共生担当☎（57）1414

�
ちがさき丸ごと博物館まち歩き
「懐

ふところ

島
じ ま

郷
ご う

を歩く」
日時 �12月13日㈬9時30分～12時30分（雨天延期12月20日㈬）
内容 �ちがさき丸ごと博物館アクションプロジェクト・

ガイド部会の案内によるまち歩き
定員 �20人〈申込制(先着)〉
申込 �11月20日㈪～☎で
問合 �社会教育課文化財保護担当

�
キッズ応援☆プログラム「音楽」
サキタハヂメ「のこぎり音楽のヒミツ」

日時 �12月16日㈯11時～・14時～
場所 �総合体育館
ほか �葛

くず

岡
おか

みちさん（ピアノ）。全席自由。3歳～高校生
500円、大人1000円(3歳未満の膝上鑑賞無料)

問合 �市民文化会館仮事務所☎(85)1123

子育て・教育
�
第19回きらめき祭①児童・生徒のステージパフォー
マンスと作品展示②各学部催し、バザーなど

日時 �①11月22日㈬9時40分～10時50分②11月23日（木・祝）
9時40分～13時40分

場所 �県立茅ケ崎養護学校
問合 �県立茅ケ崎養護学校総務担当☎（57）5374

�
親子であそぼう！ふれあい広場
運動遊び、ゲーム、赤ちゃんスペースなど

日時 �11月25日㈯10時～12時(受付11時30分まで)
場所 �市役所分庁舎コミュニティホール
対象 �未就学児と保護者
ほか �履物を入れる袋持参
問合 �保育課管理整備担当

�
ベビー＆キッズ�ARTサロン～ハンドペイ
ンティングやクシャクシャ紙遊びなど

日時 �12月6日㈬10時～12時
場所 �ふらっとパル（新栄町8-5-1）
講師 �ぶじゅんさん（自由創作アトリエ＊Y

や っ て み れ

attemire主催
アートセラピスト）

対象 �6歳までの子と家族25組〈申込制（先着）〉
申込 �11月17日㈮～件名「ツムグちがさき12/6参加希

望」、本文に「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、 mom4chigas
aki@gmail.comへ

ほか �参加費は1家族500円
問合 �マム04（29年度市民提案型協働推進事業）

�
夫婦でマタニティクッキング
初めてママ・パパになる方へ

日時 �12月9日㈯10時～13時30分
場所 �男女共同参画推進センターいこりあ

内容 �妊娠期の食事と調理実習、簡単な離乳食の紹介
対象 �初妊婦の夫婦12組〈申込制（先着）〉
申込 �12月8日㈮までに☎で
ほか �費用1組700円
問合 �保健所健康増進課こども健康・予防接種担当☎

(38)3331

�
冒険あそび場10周年記念事業
「街ぐるみで考えよう、子どもの居場所」

日時 �12月10日㈰13時30分～16時
場所 �市役所分庁舎コミュニティホール
内容 �スライドショー、基調講演など
講師 �西野博之さん（川崎市子ども夢パーク所長）
定員 �100人〈申込制（先着）〉
申込 �12月9日㈯までに☎で(氏名・電話番号、参加人数

を記入し、 boukenasobiba.chigasaki@gma
il.com富樫へも可)

問合 �☎090(1808)8959越地

�乳幼児期の子育ち・子育て出前講座
日時 �12月16日㈯10時～12時
場所 �小和田保育園
内容 �講演「親は子どもにとっての『安全基地』－人生の

土台を作る－」
講師 �遠藤利彦さん(東京大学大学院教授)
対象 �市内在住・在勤の方30人〈申込制(先着)〉
申込 �11月13日㈪～12月13日㈬に☎で（氏名・電話番号、

託児の有無を記入し、 (88)1394も可)
ほか �託児未就学児10人〈申込制(先着)。12月7日㈭まで〉
問合 �教育センター研究研修担当☎(86)9965�

�子育て練習講座「ほしつ☆メソッド」
日時 �2018年1月22日㈪11時～12時
場所 �鶴が台小学校
対象 �未就学児の保護者10人〈申込制(先着)〉
申込 �12月1日㈮～☎で
ほか �託児未就学児15人〈申込制。当日申し込みも可〉
問合 �鶴が台保育園☎(51)0782

まちづくり
�
建築なんでも相談（無料耐震相談）～木造住宅
の耐震・リフォーム・欠陥住宅など

日時 �11月25日㈯13時～16時
場所 �鶴嶺西コミュニティセンター
申込 開催日前日までに☎で
ほか �建築確認の副本または間取り図などを持参
問合 �建築指導課建築安全担当

産業・雇用
�
2018年度版「ごみと資源物の分け方・出
し方」の広告を募集

　「ごみと資源物の分け方・出し方」は自治会などの協
力で市内全域に配布し、各家庭で1年間使用する効果
的な広告媒体です。詳細は11月15日㈬～市HPでご確認
ください。また、同日から先着順で応募を受け付けます。
問合 �環境事業センター業務担当☎(57)0200

�
市内をバスで巡る！冬の農畜水産物
買い物ツアー！

日時 �12月5日㈫8時30分～13時
対象 �市内在住・在勤・在学で18歳以上の方20人〈申込

茅ヶ崎市の HP（携帯電話用）URLhttp://mobile.city.chigasaki.kanagawa.jp/
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広告掲載のお申し込み・お問い合わせは秘書広報課へ

茅ヶ崎市のHP（パソコン用）URL http://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

切らない！痛くない！巻き爪専門院Ⓡ　

◎巻き爪無料相談会　大船院・茅ヶ崎院　個別無料相談会毎月一回開催！ 《予約受付中！》

小さな爪でも大丈夫◎！
靴や歩行に制約ありません。
お風呂もOK、生活に支障なし

張り替えは月に１回程度です。
陥入爪にも効果的です。

矯正板は目立ちません。

薄く強力な矯正版を貼り、肉に
食い込んだ爪を持ち上げます。

※保険適用外

! !

大 船 院：鎌倉市大船2-20-29-2F(イトーヨーカドー前)

茅ヶ崎院：茅ヶ崎市元町6-10 -2F(一里塚交差点そば)


