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◆ 　　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

表彰

環境
小出川の川そうじ

日時 	3月18日㈰10時～11時30分(雨天中止)
場所 	萩園橋周辺
ほか 	向田緑地(萩園橋から約20m下流)集合
問合 	小出川に親しむ会☎(83)0910丹

たん

沢
ざわ

福祉
あの日を忘れない
①写真展②土曜ミュージックサロン

日時 	①3月17日㈯9時～17時、3月18日㈰9時～16時②3
月17日㈯13時45分～14時45分

場所 	萩園いこいの里
内容 	①岩手県釜石市・大槌町の写真展②沖縄三線・唄

うた

(小島亜矢さん)、ギター・唄
うた

(蔵
ぞう

座
ざ

栄治さん)
問合 萩園いこいの里☎(88)7513宇都、田島、車

くるま

高齢者の住まい探し相談会～年齢を理由に断
られた、一人で不動産店に行きづらいなど

日時 	3月22日㈭13時30分～
場所 	茅ヶ崎市社会福祉協議会
対象 	市内在住で民間賃貸住宅を探している60歳以上の

方5人〈申込制(先着)〉
申込 	開催日前日までに☎で
問合 	かながわ住まい・まちづくり協会☎045(664)6896

おはなしきいてね～おばん囃
ば や

子
し

のみなさ
んによる絵本の読み聞かせ、手遊びなど

日時 	3月22日㈭15時50分～16時20分
場所 	萩園いこいの里
問合 萩園いこいの里☎(88)7513宇都

2018年度福祉タクシー利用券の交付
日時 	①3月31日㈯～4月6日㈮②4月9日㈪～11日㈬
場所 	①市役所本庁舎市民ふれあいプラザ②市役所分庁

舎障害福祉課前特設窓口
対象 	市内在住の身体障害者(下肢・体幹・視覚・内部

障害の個別等級1～2級・知的障害者(A1・A2)(施設
入所、自動車燃料費の助成を受けている方の利用
不可)

ほか 	印鑑、身体障害者手帳、療育手帳持参。小出支所、
各出張所での受け取りは1週間前までに市役所障
害福祉課へ事前連絡

問合 	障害福祉課障害福祉推進担当

手話奉仕員養成講座（入門・基礎コース）
日時 	4月18日～2019年2月6日の毎週水曜日9時45分～11

時45分(全40回)
場所 	市役所分庁舎5階会議室他
対象 	市内在住・在勤で手話を初めて学ぶまたは手話

サークルの活動経験が1年未満で、市の手話講習
会を受講したことがない方20人〈申込制(抽選)。
原則全回参加〉

申込 	3月26日㈪(必着)までにはがきに講座名、住所・
氏名・電話番号を記入し、〒253-8686茅ヶ崎市役
所障害福祉課へ

ほか 	費用3500円前後（教材費）
問合 	障害福祉課障害福祉推進担当

手話通訳者養成ステップアップ講座
日時 	5月8日～12月4日の毎週火曜日19時～20時45分(全

30回)
場所 	市役所本庁舎会議室1他
対象 	市内在住・在勤で「29年度入門基礎手話講習会」を

履修した方、または同程度の実力を持つ方や手話
学習歴1～3年までの方20人〈申込制(選考)。未履
修者は面接選考あり。再履修不可〉

申込 	4月3日㈫(必着)までにはがきに講座名、住所・氏
名・電話番号を記入し、〒253-8686茅ヶ崎市役所
障害福祉課へ

ほか 	教材費2000円。4月17日㈫面接選考
問合 	障害福祉課障害福祉推進担当

ボランティア大学
日時 	5月9日～6月20日の毎週水曜日9時30分～12時(全7回)
場所 	さがみ農協茅ヶ崎ビル
内容 	ボランティア活動の分かりやすい講義や活動者や

当事者からの体験談、福祉体験など
対象 	市内在住・在勤で福祉のボランティア初心者100

人〈申込制(先着)〉
申込 	3月1日㈭～☎で(住所・氏名(ふりがな)・年齢・電

話番号、受講動機を記入し、 (85)9651または
vc@shakyo-chigasaki.or.jpも可)

ほか 	講座終了後に録音、手話、誘導、ケアサポート、
要約筆記、点字、布おもちゃ、学習会などの選択
コースあり

問合 	茅ヶ崎市社会福祉協議会☎(85)9650
神奈川県障害者スポーツ大会
陸上競技会

日時 	5月13日㈰10時～
場所 	相模原ギオンスタジアム（相模原市南区）
対象 	身体障害者手帳の交付を受けた13歳以上の方〈申

込制〉
申込 	3月12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
外国人による日本語スピーチ大会

日時 	3月11日㈰13時～16時
場所 	青少年会館
定員 	50人〈当日先着〉
ほか 	スピーチ終了後交流会あり
問合 	茅ヶ崎市国際交流協会☎090(1557)7789、男女共

同参画課多文化共生担当☎(57)1414

日本文学朗読会
日時 	①3月13日㈫11時～②3月27日㈫11時～
場所 	ハスキーズギャラリー
内容 	①林芙美子作「帯広まで」②大塚楠

くす

緒
お

子
こ

作「上下」、
与謝野晶子作「嘘」、小泉八雲作「停車場で」

講師 	①すみこさん(朗読サロン「風鈴草」)②椿野枝さん、
里村由実さん(いずれも朗読サロン「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
(仮称)茅ヶ崎市歴史文化交流館建築・展
示実施設計説明会

日時 	3月18日㈰10時～12時
場所 	市役所本庁舎4階会議室2・3
内容 	現文化資料館の移転整備にあたる(仮称)歴史文化

交流館の建築と展示に関わる実施設計
問合 	文化資料館☎(85)1733

市民ふれあいプラザコンサート
日時 	3月20日㈫12時20分～12時50分
場所 	市役所本庁舎市民ふれあいプラザ
内容 	出演コール・シャンテ(女声・混声による「糸」、「ブ

ルーライトヨコハマ」などの合唱)
問合 	文化生涯学習課生涯学習担当

ちがさき丸ごと博物館まち歩き
懐
ふところ

嶋
じ ま

郷
ご う

を歩く(矢畑・浜之郷)
日時 	3月23日㈮9時～12時30分
定員 	20人〈申込制(先着)〉
申込 	3月5日㈪～☎で
ほか 	総合体育館前庭集合、旧相模川橋脚（今宿バス停

付近）解散。案内役は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

問合 	社会教育課文化財保護担当
まなびの市民講師自主企画講座
茶の湯・お抹茶文化の体験教室

日時 	3月25日㈰11時～14時
場所 	松

しょう

籟
らい

庵
あん

内容 	茶事の流れ体験。茶道の道具や歴史などの基礎を
学ぶ

講師 	小松佳子さん(まなびの市民講師)
対象 	中学生以上の方10人〈申込制(先着)〉
申込 	3月1日㈭～☎で(氏名・年齢・電話番号を記入し、

(86)3762小松も可）
ほか 	費用1500円(昼食代含む)
問合 	文化生涯学習課生涯学習担当

スポーツ
柳島しおさい公園内駐車場の有料化

　3月25日㈰から、柳島しおさい公園内駐車場を2時間
以上利用した場合は、有料となります。初めの2時間

までは無料、それ以降は1時間あたり200円となります
(1日あたりの上限は900円)。
問合 	公園緑地課公園緑地担当、スポーツ推進課管理担

当☎(82)7136
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 	①4月13日㈮18時～18時45分、18時45分～19時30分、
4月22日㈰9時～9時45分、9時45分～10時30分②4月
18日㈬9時30分～10時30分、4月21日㈯18時～19時

対象 	15歳以上の方各回30人〈申込制(先着)。中学生不
可〉

申込 	①3月17日㈯8時30分～②3月23日㈮9時～各施設ま
たは☎で

問合 	①総合体育館☎(82)7175②屋内温水プール☎(84)
　　1144

健康
高コレステロール＆高中性脂肪予防講座
しなやか血管を守るための基本の食事法

日時 	3月22日㈭10時～12時
場所 	保健所講堂
内容 	食事の基本的な組み合わせ方と気をつけたいポイ

ントの講義と食事の栄養バランスのチェック
定員 	24人〈申込制(先着)〉
申込 	3月20日㈫までに☎で
問合 	保健所健康増進課健康づくり担当☎(38)3331

食品衛生責任者養成講習会
日時 	4月4日㈬10時～17時
場所 	さがみ農協茅ヶ崎支店5階大会議室
対象 	栄養士、調理師、製菓衛生師などの資格を持って

いない方170人〈申込制(先着)〉
申込 	3月13日㈫10時～12時に受講料1万円を保健所会議

室へ持参(神奈川県食品衛生協会HPも可)
問合 	茅ヶ崎地区食品衛生協会☎(85)1098

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

日時 	3月17日㈯13時～16時
場所 	小和田地区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

3月17日㈯から
えぼし号のバス停名を変更

　地域の代表的な施設名をバス停名とし、これまで以
上にコミュニティバスえぼし号を身近な公共交通と感
じてもらうため、東部循環市立病院線小和田松浪コー
スのバス停「常盤町」を「松浪コミュニティセンター入
口」に名称変更します。お乗り間違えのないようご注
意ください。
問合 	都市政策課交通計画担当

防災・消防
広げよう�救命の輪～普通救命講習会(救急法)
心肺蘇生法、AEDの使用方法ほか

日時 	4月7日㈯9時～12時
場所 	小和田公民館
対象 	市内在住・在勤・在学で中学生以上の方25人〈申

込制(先着)〉
申込 	3月6日㈫～31日㈯に小和田公民館☎(85)8755へ
ほか 	受講者には修了証を発行
問合 	消防指導課消防指導担当☎(85)4594

子育て・教育
ジュニアリーダー養成講座
基礎知識や技術を学ぶ

日時 	3月31日㈯10時～12時、4月28日㈯10時～15時、5
月12日㈯ほか2回

場所 	市役所分庁舎D会議室
講師 	茅ヶ崎市子ども会連絡協議会育成会
対象 	4月に中学1年生になる子20人〈申込制(先着)〉
申込 	3月29日㈭までに☎で
問合 	青少年課育成担当

ほめ方・叱り方の練習「ほしつ☆メソッ
ド」(①2歳②3歳以上のグループ)

日時 	①4月23日㈪10時～12時②4月16日、5月7日・21日、
6月4日・18日いずれも月曜日10時～12時(全5回)

（6面へ続く）

【お詫びと訂正】　広報ちがさき12月15日号7面に掲載の美術館の「 〈ミニコンサート「TUMBLING　DICE」〉」の記事に有料を示す がついておりましたが、無料のイベントで
した。お詫びして訂正いたします。� 【美術館☎(88)1177】


