
　昨年6月から月に20時間程度、
児童クラブで仕事をしています。
退職後は何をしようかと考えてい
ましたが、仲間からシルバー人材
センターを紹介され、会員になったのがきっかけです。
　児童クラブでは、学校の送り迎えや宿題をみること、

掃除や外遊びの見守りなどをしています。時には、子ども同士のけんかを止める
なんてこともありますが、子どもたちの成長を日々感じています。
子どもへの接し方が変わった
　現役時代は、カメラ、プリンター、半導体装置などのメーカーの技術職でした。
新入社員の教育もしていましたが、やはり子どもの教育とは違いますね。子ども
の話をしっかり聞いて説明をして納得させる、職員の方の一人一人に合わせた対
応はさすがだなと。私も経験を通して小学生の孫への接し方が変わりました。
　何もやらずにだらだら過ごしてしまうと体調も崩れてくるので、活動は続けて
いきたいですね。

　第９回は、児童クラブで活動する中村良三さん（60代浜
之郷在住）のオトナスタイルをご紹介します。

生涯現役
応援窓口 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　　　　　　　予約不要・相談無料

　  定員　各50人〈申込制(先着)〉
　  申込　開催日前日までに☎で(市 も可)
　  ほか　託児未就学児各8人〈申込制(先着)。各開催日の10日前まで〉

仕事やボランティアなど活躍の場へマッチング！

【企画経営課長寿社会推進担当】

　日々変化している子どもたちを取り巻く環境の中で、大人ができることを
考えてみませんか。ぜひご参加ください。

【教育政策課教育政策担当】
講座 子どもの能力を最大限に伸ばすヒケツ
　2020年からセンター試験が廃止となって、中学・高校入試も変化しつつあ
ります。従来の勉強方法では対応できなくなると予想されます。どのような
子育てが望ましいか、どのような子どもたちが夢をかなえているかを中心に
講演します。
　　日時　3月19日㈪10時～11時30分(開場9時30分）
　　場所　総合体育館会議室
　　講師　和田彩

さい

子
こ

さん(学習塾塾長)
講座 さまざまな支援が必要な子どもの教育について考える
　幼稚園や小・中学校などには、特別な支援を必要とする子どもが約6.5％在
籍するといわれています。「みんながこころよくいきるコツ」について講演し
ます。
　　日時　3月22日㈭10時～12時(開場９時30分)
　　場所　図書館第1会議室
　　講師　伊藤甲之介さん(元県立相模原中央支援学校校長)

子どもの可能性は無限大！
　　　　　　子どもの未来を考えてみよう
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…イベント …講座 …相談 …案内 …募集 …表彰
凡例   ☎電話  ファクス  電子メール  HPホームページ
　　（☎・ に局番がないものは、全て市内（0467））

● 申込欄に詳細がないものは☎0467（82）1111・来庁（来館）で
開庁（開館）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　●年号は平成ち が さ き

市HPで防災・気象情報を見ることができます

（5面へ続く）

内容 �自宅や事業所にある食料品（生ものなどを除く）や
未使用・未開封の日用品を回収

対象 �市内在住の方、事業者
問合 �生活支援課保護担当、子育て支援課手当給付担当、

資源循環課資源循環担当

�
新しいオトナ世代セミナー
セカンドトラックからはじめるアウトドア

日時 �3月3日㈯10時～12時
場所 �市役所本庁舎会議室1
内容 �海や里山など茅ヶ崎周辺の自然を活用した、50代

から始めるアウトドアを紹介
講師 �竹山史朗さん（株式会社モンベル取締役本部長）
対象 �50歳以上の方60人〈申込制（先着）〉
申込 �開催日前日までに☎で(住所・氏名・年齢・電話

番号を記入し、 (87)8118または kikaku@city.
chigasaki.kanagawa.jpも可)

問合 �企画経営課長寿社会推進担当

�
生活設計の講座
豊かなセカンドライフを送るための資金計画

日時 �3月5日㈪10時～11時30分
場所 �男女共同参画センターいこりあ
内容 �安心して楽しくセカンドライフを過ごすための生

活に必要な貯蓄額、資金などを考える
講師 �河合直美さん（神奈川県金融広報委員会）
定員 �40人〈申込制(先着)〉
申込 �2月15日㈭～3月2日㈮に☎で
ほか �託児6か月～未就学児4人〈申込制(先着)〉
問合 �市民相談課消費生活センター

�
市制施行70周年記念
ＪＲ茅ケ崎駅でマナー啓発放送実施中

　9月30日㈰までの6時10分～23時の間、JR茅ケ崎駅改札
内コンコースにおいて、15～20分間隔で茅ヶ崎市歌を
BGMに小学生によるマナー啓発音声を放送しています。
ご利用の際は、小学生の元気な声や茅ヶ崎市歌に耳を傾
け、マナー向上を心掛けましょう。
問合 �秘書広報課秘書担当

�下水道使用料等免除制度の見直し
　生活保護制度の利用世帯へ行っている、下水道使用
料と一般廃棄物（し尿）処理手数料の免除制度について
は、生活保護費に相当額が含まれていることから、受
益者負担の公平性を確保するため、4月1日から廃止し
ます。該当世帯には、改めて郵送にてお知らせします
のでご確認ください。
問合 �生活支援課保護担当、下水道河川総務課排水指導

担当、環境保全課環境保全担当

福祉
�
転倒予防教室～ストレッチ、簡単な筋力
運動、介護予防の話、ちがさき体操など

対象 �市内在住で65歳以上の方

ほか �費用1回200円。運動しやすい服・靴着用。飲み物
持参。病気の方は主治医へ相談。申し込み不要

問合 �高齢福祉介護課支援給付担当
日程（3月） 時間 場所

1日㈭ 10時～12時 茅ヶ崎地区コミュニティセンター※
2日㈮ 10時～12時 小和田公民館
6日㈫ 10時～12時 パルバル湘南スポーツクラブ※

7日㈬
14時～16時 青少年会館
14時～16時 福祉会館

8日㈭
10時～12時 さがみ農協茅ヶ崎ビル
14時～16時 ダンロップスポーツクラブ茅ヶ崎店※
14時～16時 松浪コミュニティセンター

11日㈰ 9時30分～
11時30分 汐見台パシフィックステージ※

13日㈫ 14時～16時 ハマミーナまなびプラザ体育室※
14日㈬ 10時～12時 鶴嶺西コミュニティセンター
15日㈭ 14時～16時 鶴が台団地集会所※

16日㈮
10時～12時 香川公民館(10月中止の振替日)
14時～16時 高砂コミュニティセンター

18日㈰
10時～12時 茅ヶ崎たすけあいひろばぽかぽか※
10時～12時 松林ケアセンター※

20日㈫ 10時～12時 萩園いこいの里

21日(水･祝)
10時～12時 小和田地区コミュニティセンター※
10時～12時 浜須賀会館

22日㈭ 10時～12時 しおさい南湖

23日㈮

10時～12時 鶴嶺東コミュニティセンター
10時～12時 香川公民館
14時～16時 香川公民館
14時～16時 海岸地区コミュニティセンター※

27日㈫ 10時～12時 コミュニティセンター湘南

28日㈬
10時～12時 小出地区コミュニティセンター※
14時～16時 鶴嶺公民館

※印の会場は上履きを持参

�
市民後見人～市民が市民の権利・財産
を擁

ま も

るため
日時 �3月21日(水･祝)14時～16時
場所 �茅ヶ崎地区コミュニティセンター
内容 �市民後見人に関する基調講演、パネルディスカッ

ション、市の取り組み報告
定員 �50人〈申込制（先着）〉
申込 �2月15日㈭～3月19日㈪に☎で（氏名・電話番号を

記入し、 (86)8008も可）
問合 �地域包括支援センターゆず☎(84)5830

�
県障害者スポーツ大会
①ボウリング②アーチェリー③陸上

日時 �①②4月8日㈰9時30分～③4月29日(日･祝)10時～
場所 �①湘南とうきゅうボウル(藤沢市遠藤)②県総合リ

ハビリテーションセンターアーチェリー場(厚木
市七沢)③城山陸上競技場（小田原市城山）

対象 �①③療育手帳の交付を受けた13歳以上の方②身体
障害者手帳の交付を受けた13歳以上の方〈いずれ
も申込制〉

申込 �2月26日㈪までに申込書（市役所障害福祉課で配布
中）を持参

問合 �障害福祉課障害福祉推進担当

文化・歴史
�
紅白に彩られた日本庭園の梅林と和風建
築に飾られたひな人形を見に行こう

日時 �2月11日㈰～3月4日㈰9時～16時30分
場所 �松

しょう

籟
らい

庵
あん

内容 �歴史ある庭園の梅林とひな人形を楽しみ、日本の
伝統文化に触れる

問合 �松籟庵☎(87)5258

�
まなびの市民講師自主企画講座
スケッチ散歩

日時 �3月～12月の原則毎月第4土曜日9時30分～12時（全
10回。初回以外は雨天中止）

場所 �市内各所（初回は市民ギャラリーで内容説明）
講師 �中村慶一さん（まなびの市民講師）
対象 �20歳以上の方10人〈申込制（先着）〉
申込 �2月16日㈮～はがきに住所・氏名・電話番号を記

入し、〒253-0013赤松町12-62中村慶一へ
問合 �文化生涯学習課生涯学習担当

�小学生演劇体験ワークショップ2018
日時 �3月3日㈯・4日㈰13時30分～16時
場所 �総合体育館
講師 �ヒトビト劇場
対象 �小学4～6年生20人〈申込制（先着）〉
申込 �3月2日㈮までに☎で
ほか �費用1000円（2日間。傷害保険料を含む）
問合 �市民文化会館仮事務所☎(85)1123

�
社会教育講座
父としての城山三郎～悩めることの幸せ

日時 �3月22日㈭10時～12時
場所 �市民ギャラリー
内容 �茅ヶ崎ゆかりの作家・城山三郎さんの言葉やエピ

ソードから、子育てや生き方のヒントを得る
講師 �井上紀

のり

子
こ

さん（城山三郎さん次女）
定員 �50人〈申込制（先着）〉
申込 �2月19日㈪～3月19日㈪に☎で
問合 �社会教育課社会教育担当

�
春休みキッズ落語
みんなで寄席にいってみよう

日時 �3月24日㈯11時～12時・14時～15時
場所 �市役所分庁舎コミュニティホール
内容 �柳家喬之助さん、柳家さん若

じゃく

さん、林家楽
らく

一
いち

さん出演

◆ 　　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
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【お詫びと訂正】　広報ちがさき2月1日号3面掲載の「茅ヶ崎・平和3DAYS」の記事で「講演会ルワンダに義足を届けよう」の講師の肩書きに誤りがありました。お詫びして訂正いたします。誤　ルダシン
グワ真美さん（NGOムソンディ/ジャパン・ワンラブ・プロジェクト代表）　正　ルダシングワ真美さん（NGOムリンディ/ジャパン・ワンラブ・プロジェクト代表）【男女共同参画課多文化共生担当☎(57)1414】

〈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㈪～☎でほか市役所集合� 【社会教育課文化財保護担当】


