
（4面へ続く）

場所 �柳島しおさい公園（雨天時は茅ヶ崎公園野球場会
議室）

対象 �市内在住・在勤・在学で15歳以上の方15人〈申込
制(先着)。中学生不可〉

申込 �2月17日㈯～総合体育館で
ほか �費用1500円。ポールの貸し出しは別途1日300円
問合 �総合体育館☎(82)7175

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 �①3月11日㈰18時～18時45分・18時45分～19時30分、
3月16日㈮9時～9時45分・9時45分～10時30分②3月10
日㈯9時30分～10時30分、3月22日㈭18時～19時

対象 �15歳以上の方各30人〈申込制(先着)。中学生不可〉
申込 �3月1日㈭～①8時30分～②9時～各施設へ
問合 �総合体育館☎（82）7175、屋内温水プール☎（84）1144

�
初心者のグラウンド・ゴルフ教室
①内容説明・ビデオ上映②実技指導

日時 �①3月15日㈭13時30分～17時②4月中のいずれも半
日で4回実施予定(①で日程を告知)

場所 �①男女共同参画推進センターいこりあ②円蔵ス
ポーツ広場

定員 �40人〈申込制(抽選)〉
申込 �3月1日㈭(消印有効)までに往復はがきに住所・氏

名・年齢・電話番号を記入し、〒253-0013赤松町
9-23茅ヶ崎市グラウンド・ゴルフ協会磨

とぎ

田
た

洋一へ
問合 �グラウンド・ゴルフ協会☎(52)3167磨田

�
茅ヶ崎万歩クラブ
春爛

ら ん

漫
ま ん

の鎌倉へ（約11km）
日時 �3月18日㈰9時～
ほか �費用500円(入園料等は別途)。JR東海道線藤沢駅

集合・湘南モノレール西鎌倉駅解散。詳細は市HP
参照

問合 �茅ヶ崎万歩クラブ☎090（2497）8972石田

�小学生初心者一輪車教室
日時 �3月31日㈯9時30分～11時30分
場所 �総合体育館
対象 �市内在住の小学生20人〈申込制(先着)〉
申込 2月15日㈭～☎で(土・日曜日、祝日を除く)�
問合 �スポーツ推進課推進担当☎(82)7136

�
ちがさきリトル（小学生陸上競技教室）
短・長距離走、障害走、走り高・幅跳び・投擲

て き

他
日時 �4月～2019年3月の毎週土曜日10時30分～12時30分
（除外日あり。詳細は市HP参照）

場所 �柳島スポーツ公園総合競技場
対象 �市内在住の新小学3年生男女各20人、新小学4～6

年生各若干名〈申込制(抽選)。保護者同伴〉
申込 �2月17日㈯・24日㈯いずれも9時～相模川河畔ス

ポーツ公園で
ほか �申込時に費用1万2000円（年額。傷害保険料を含む）

を持参。2月24日㈯10時に相模川河畔スポーツ公
園で公開抽選実施（保護者同伴。雨天決行）

問合 �茅ヶ崎陸上競技協会☎090(6301)5142田辺

�①ジュニア②一般ソフトテニス教室
日時 �4月～2019年3月の毎月第2・4土曜日9時～13時(5月

～8月は8時～12時)
場所 �芹沢スポーツ広場庭球場
対象 �①市内在住・在学で小学3～6年生の初心者②市内

在住・在勤・在学（中学・高校生を除く）の初心者
計20人〈申込制(抽選)。継続申込者優先〉

申込 �3月11日㈰10時に茅ヶ崎公園野球場会議室で
ほか �費用①6000円②7000円（いずれも年額）
問合 �茅ヶ崎ソフトテニス協会☎（85）6617水村

�市総合体育大会～サッカー競技（一般）
日時 �4月1日～5月6日の毎週土・日曜日8時30分～17時（4

月14日・15日・22日を除く）
場所 柳島スポーツ公園総合競技場
対象 �市内在住・在勤・在学の方で編成された11人以上

のチーム、茅ヶ崎サッカー協会登録チーム（JFA4
級以上審判員を3人以上帯同）

申込 �3月16日㈮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 �3月18日㈰18時～総合体育館で代表者会議あり
問合 �スポーツ推進課推進担当☎(82)7136

�無料ジュニアテニス教室
日時 �①4月2日～5月21日の毎週月曜日16時～17時10分

②4月3日～5月22日の毎週火曜日15時40分～16時
40分

場所 �湘南インドアテニスクラブ
対象 �①小学生②3歳～6歳各24人〈申込制(抽選)〉
申込 �3月14日㈬(消印有効)までに往復はがきに住所・

氏名(ふりがな)・年齢(学年)・性別・電話番号、
テニス歴を記入し、〒253-0043元町14-1湘南イン
ドアテニスクラブ内「茅ヶ崎市テニス協会・ジュ
ニアテニス教室」係へ

問合 �茅ヶ崎市テニス協会☎(83)8888相川

�初心者テニス教室
日時 �4月5日～9月27日の原則月4回で毎週木曜日13時～

15時（5月3日、8月16日を除く)
場所 �①相模川河畔スポーツ公園庭球場②堤スポーツ広

場庭球場
対象 �市内在住・在勤の方各12人〈申込制(先着)〉
申込 �2月15日㈭～25日㈰に☎で(住所・氏名・電話番号を記

入し、 soe10070-1947ks＠jcom.home.ne.jpも可)
ほか �費用①2500円②2800円（いずれも月額）
問合 �NPO法人バク・アップ・ネット☎080(1089)1618添田

�
茅ヶ崎サザンテニス大会
男子・女子各ダブルス（一般・ビギナーズ）

日時 �4月7日㈯9時～17時（予備日4月28日㈯、再申し込
みが必要）

場所 �茅ヶ崎公園庭球場
対象 �市内在住・在勤の男性60歳・女性50歳以上・ビギ

ナー40歳以上の方〈個人での申込制〉
申込 �3月18日㈰までに☎で(住所・氏名・電話番号を記入

し、 (85)7007または tokio17＠jcom.home.ne.jp
　　も可）
ほか �費用1人1000円。ペアは各試合ごとに抽選で決定
問合 �茅ヶ崎サザンテニス大会事務局(といだ書店内)

☎(85)7007戸井田

�
市総合体育大会サッカー競技
①高学年の部②低学年の部

日時 �4月7日㈯・8日㈰・15日㈰（予備日4月14日㈯）
場所 �柳島しおさい公園
対象 �市内在住の小学①5・6年生②1～4年生。いずれも8

人以上と監督（保護者1人）で構成されたチーム16
チーム(JFA4級以上審判を2人以上帯同)〈申込制(先
着)〉

申込 �2月23日㈮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）持参

ほか �3月3日㈯18時～総合体育館で代表者会議あり
問合 �スポーツ推進課推進担当☎(82)7136

�柳島スポーツ公園の施設利用料
　柳島スポーツ公園の施設利用料が以下のとおり決定
しました。
問合 �スポーツ推進課管理担当
○専用利用料金

使用時間 総合競技場 庭球場
6時30分～8時30分 6480円 1080円
8時30分～10時30分 6480円 1080円
10時30分～12時30分 6480円 1080円
12時30分～14時30分 6480円 1080円
14時30分～16時30分 6480円 1080円
16時30分～19時 8100円 1350円
19時～21時 6480円 1080円
21時～22時 3240円 540円

○個人利用料金（陸上競技のみ）
1回 200円

定期券（いずれも月額） 小人（高校生まで）430円
�大人　640円

○夜間照明
使用時間 総合競技場 庭球場
1時間 4000円 600円
2時間 8000円 1200円
2時間30分 1万円 1500円

※��夜間照明は、日の出や日没時間に合わせて月ごとに照明点灯時間が
異なり、�その時間から照明設備料金が発生

○付属設備
使用時間 競技運営室 放送設備 写真判定装置
1時間 200円 200円 1250円
2時間 400円 400円 2500円
2時間30分 500円 500円 3120円

使用時間 多目的室1 多目的室2
1時間 800円 400円
2時間 1600円 800円
2時間30分 2000円 1000円

○その他
シャワールーム（3分） 100円
ロッカー（1回） 100円（リターン式）

○駐車場
普通・準中型車（1時間） 200円
大型車（1時間） 1000円

※��1日最大料金600円（平日）、900円（土・日曜日、祝日）。大型車両は
最大料金なし

生活
�
不用品バンク（1月30日現在）
（2019年3月で終了）

●不用品バンクは、無料のみ対象。詳細は市HP参照
〈ゆずります〉ベビーバウンサー▷メリー▷学習机▷食
器棚用収納棚
問合 �市民相談課消費生活センター

�
身近な「もったいない」を支援物資へ
フードロスからフードドライブに

日時 �3月1日㈭10時～16時
場所 �市役所本庁舎市民ふれあいプラザ

茅ヶ崎市の HP（携帯電話用）URLhttp://mobile.city.chigasaki.kanagawa.jp/

32018年（平成30年）2月15日号
No.1088

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

〈資料配布〉市役所担当課、市内公共施設、市
〈意見の取り扱い〉個別の回答や意見内容以外の個人情報の公表はいたしません

パブリックコメントを実施みなさんのご意見を
　お寄せください

茅ヶ崎市重度障害者福祉手当に関する条例の一部改正の考え方（素案）
　障害のある方に対し、一定額の福祉手当を支給する事業について、対象者
の見直しを行うための考え方をとりまとめました。
期間　2月19日㈪～3月20日㈫
公表　5月（予定）
応募　�郵送（〒253-8686茅ヶ崎市役所障害福祉課）、 (82)5157、資料配布

場所、市 で
問合　障害福祉課障害福祉推進担当

茅ヶ崎市重度障害者の医療費の助成に関する条例の一部改正の考え方(素案）
　障害のある方が医療機関を受診した際に保険診療分の自己負担部分を助成
する事業について、対象者の見直しを行うための考え方をとりまとめました。
期間　2月19日㈪～3月20日㈫
公表　5月(予定）
応募　�郵送(〒253-8686茅ヶ崎市役所障害福祉課）、 (82)5157、資料配布

場所、市 で
問合　障害福祉課障害福祉推進担当


