
（4面へ続く）

対象 �乳幼児と保護者20組〈申込制（先着）〉
申込 �開催直前までに☎で
ほか �費用500円（材料代など）。市民活動げんき基金補

助事業
問合 �どんぐりさんの木育ひろば☎(83)3790

�
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 �2月10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 �2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

�木のおもちゃであそぼう
日時 �2月17日㈯10時～・13時30分～
場所 �O

オ ト ト イ

TO-TOYハウス（中海岸2-4-29）
対象 �乳幼児と保護者8組〈申込制（先着）〉
申込 �開催直前までに☎で
ほか �駐車場なし。市民活動げんき基金補助事業
問合 �どんぐりさんの木育ひろば☎(83)3790

�
「親と子の算数工作」図形から竹とんぼや
編み紙などを作る

日時 �2月19日㈪・26日㈪いずれも16時～17時30分
場所 �SZKギャラリー（元町4-32）
講師 �矢嶋望さん、鈴木清安さん（いずれもまなびの市

民講師）
対象 �小学生15人〈申込制（先着）〉
申込 �1月15日㈪～☎090（9233）0273矢嶋へ（氏名・年齢・

連絡先を記入し、 design@szk.jp鈴木へも可）
ほか �費用500円
問合 �文化生涯学習課生涯学習担当

�
子ども会入門講座～子ども会活動の基礎
知識やイベントの組み方を学ぶ

日時 �2月20日㈫9時30分～11時30分
場所 �市役所分庁舎A･B会議室
講師 �子ども会連絡協議会・青少年指導員連絡協議会
対象 �4月から子ども会役員となる方、子ども会・青少

年育成に興味のある方50人〈申込制(先着)〉
申込 �1月15日㈪～2月16日㈮に☎で（市HPも可）
問合 �青少年課育成担当

�乳幼児期の子育ち・子育て出前講座
日時 �2月24日㈯10時～12時
場所 �浜須賀保育園
内容 �講演「『わたし』を形づくっていく子どもを支える

―大人のまなざしを考える―」
講師 �須永美紀さん(こども教育宝仙大学准教授)
対象 �市内在住・在勤の方30人〈申込制(先着)〉
申込 �1月22日㈪～2月21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)。2月15日㈭まで〉
問合 �教育センター研究研修担当☎(86)9965�

�
インリーダー研修会
みんなで遊ぼう！�子ども会リーダー教室

日時 �2月24日㈯10時～12時
場所 �市役所本庁舎会議室1

講師 �三上吉洋さん(県レクリエーション協会公認講師)
対象 �子ども会に所属している小学3～6年生30人〈申込

制(先着)〉
申込 �1月15日㈪～2月21日㈬に☎で（市HPも可）
問合 �青少年課育成担当

�
子ども会ゲームセミナー～誰でも簡単にでき
るレクゲームなどの講習会・貸出物品の紹介

日時 �3月3日㈯9時30分～11時30分
場所 �市役所分庁舎コミュニティーホール
講師 �青少年指導員連絡協議会・茅ヶ崎市ジュニアリー

ダーズクラブ
対象 �4月から子ども会役員となる子ども会の保護者・指

導者、子ども会に興味のある方150人〈申込制(先着)〉
申込 �1月15日㈪～3月2日㈮に☎で（市HPも可）
問合 �青少年課育成担当

�
走れ！�赤ちゃん！
幼児の15～20m競走(ハイハイも可)

日時 �3月11日㈰9時30分～11時20分
場所 �総合体育館
対象 �1歳～1歳6か月未満、1歳6か月～2歳未満、2歳～2

歳6か月未満、2歳6か月～3歳未満の子各60人〈申
込制(先着)。子ども1人に保護者2人同伴〉

申込 �2月1日㈭～23日㈮（土・日曜日、祝日を除く）に☎
で（市HPまたは子の住所・氏名(ふりがな)・年齢
(2018年3月31日現在)・生年月日・性別、保護者
氏名(2人)・電話番号を記入し、 (82)7120も可）

問合 �スポーツ推進課推進担当☎(82)7136

�
子どもを預かる・預けたい会員募集
ファミリー・サポート・センター

内容 �アドバイザーが会員間を仲介し、保育園などへの
送迎や預かりなどの子育て支援活動を有償で行う

対象 �〈支援会員(子どもを預かる方)〉市内在住で保育に
理解と熱意があり、安全な保育環境を持つ方。研
修の受講が必要

　　�〈依頼会員(子どもを預けたい方)〉市内在住・在勤・
在学で原則生後3か月～小学6年生の保護者

　　�〈両方会員(支援と依頼の両方を希望する方)〉支
援・依頼会員両方の条件を満たす方

申込 �随時
ほか �支援会員研修会2月5日㈪～7日㈬9時20分～12時

に男女共同参画推進センターいこりあで〈申込制
（先着）。託児あり10人〉

問合 �ファミリー・サポート・センター☎(87)8070

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 �①2月17日㈯9時～9時45分・9時45分～10時30分、
2月20日㈫18時～18時45分・18時45分～19時30分②2
月11日㈰18時～19時、2月21日㈬9時30分～10時30分

対象 �15歳以上の方各30人〈申込制(先着)。中学生不可〉
申込 �2月1日㈭～①8時30分～②9時～各施設窓口へ
問合 �総合体育館☎(82)7175、屋内温水プール☎(84)1144

�
茅ヶ崎万歩クラブ～戸塚宿とまさかり
が淵の民話の里へ(約11km)

日時 �2月18日㈰9時～
ほか �費用500円(入館料などは別途)。JR戸塚駅集合・

大船駅解散。詳細は市HP参照
問合 �茅ヶ崎万歩クラブ☎090（2497）8972石田

�湘南家庭婦人ミックスソフトテニス大会
日時 �3月1日㈭（予備日3月8日㈭）
場所 �茅ヶ崎公園庭球場
対象 �市内在住・在勤の方または湘南地区クラブ所属の

35歳以上の女性と60歳以上の男性のペア32組〈申
込制(先着)。1人での申し込みも可〉

申込 �2月14日㈬（必着）までにはがきに住所・氏名・年
　　�齢・電話番号を記入し、〒253-0017松林1-7-1川邊伸

一へ（ (51)6357も可）
ほか �費用1人1000円(当日支払い)
問合 �茅ヶ崎ソフトテニス協会☎(51)6357川邊

�茅ヶ崎太極拳競技大会
日時 �3月31日㈯9時～16時
場所 �総合体育館
対象 �市内在住・在勤・在学の個人または4人以上の団

体〈申込制〉
申込 �1月31日㈬までに☎で
ほか �費用1人1500円(個人・団体いずれも)。茅ヶ崎太

極拳協会加盟団体以外は要問い合わせ
問合 �茅ヶ崎太極拳協会☎(86)9648深井

�
相模川河畔スポーツ公園～陸上競技場の
利用時間区分・料金の変更

　4月1日利用分より、陸上競技場の利用時間区分・料
金が下記の通り変更となります。4月の専用利用は、2
月1日㈭から抽選予約を開始します。なお、今回の変
更は公園閉鎖までの暫定的な措置となります。
利用形態 変更前 変更後

専用利用
時間区分

①午前②午後
③全日の3区分 2時間ごと

専用利用
料金

①1330円②2050円
③3390円 2時間2050円

個人利用
1回料金※ 200円

個人利用
定期券料金※

大人640円
小人430円

利用種目 陸上、サッカー、ラグビー、ラクロスなど

※�市内在住・在勤・在学の方は利用料金が減免になる場合あり
問合 �スポーツ推進課管理担当☎(82)7136

健康
�
市保健所管内の感染症発生情報を
市ホームページで公開

　感染症の予防、まん延防止のために、1月15日㈪か
ら原則毎週月曜日に市保健所管内(茅ヶ崎市・寒川町)
の感染症の発生情報を市HPで公開します。ご活用くだ
さい。
問合 �保健所保健予防課感染症対策担当☎（38）3315

�エイズHIV抗体の検査（即日血液検査）
日時 �1月23日㈫9時～10時30分
場所 �保健所相談室9
申込 �随時☎で（匿名可・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
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