
地域づくり
� 759億1343万円

行政経営
� 139億4322万7000円

◆ 新たな待機児童解消対策

◆   放課後児童健全育成事業・学
びの場の創出事業・長期休暇
対策事業

　保育園待機児童がゼロとなるよう、多様な手法を活用して取り組みを進め
ます。併せて、児童クラブの待機児童解消についても取り組みを進め、就学
後も継続する保育需要に対応します。

◆ 地域医療センター再整備事業

　茅ヶ崎医師会の設計、施工により、資
源物選別処理施設跡地（茅ヶ崎3丁目）に
休日・夜間急患センターと三師会（茅ヶ崎医師会、茅ヶ崎歯科医師会、茅ヶ崎
寒川薬剤師会）の事務所を備える複合施設を設置します（施設完成後、休日・
夜間急患センターの部分を市が買い取り）。これにより、利用者の利便性の向
上と三師会との連携強化を図ります。

◆ 小出支所の耐震補強工事・
 施設改修工事

　1978年に建築され、老朽化が進む小
出支所庁舎の耐震補強および施設改修工
事を行います。具体的には、耐震補強工
事の他に、外壁改修工事、2階集会室のエアコンの更新、トイレの洋式化や
バリアフリー工事を行います。

ひとづくり
� 248億3507万9000円

継続
拡充

継続
拡充

継続

・小児医療費助成事業
・新教育基本計画策定事務
・（仮称）茅ヶ崎公園体験学習施設整備事業
・小・中学校空調設備整備

・地域福祉推進事業（ちがさきの地域福祉プランの中間評価結果を踏まえた取り組み）
・高齢者福祉計画・介護保険事業計画の策定及び推進
・障害者保健福祉計画に関する事務
・市立病院の建設改良に関する事務
・市保健所の円滑な運営及び地域保健・公衆衛生のさらなる向上

・ホノルル市・郡との姉妹都市提携交流事業
・茅ヶ崎市次期総合計画の策定
・（仮称）河童徳利ひろば整備事業

・学校施設（調理場）新設事業
・茅ヶ崎市民文化会館再整備事業
・柳島スポーツ公園維持管理・運営事業
・平和啓発事業

その他の主な事業
その他の主な事業

その他の主な事業

新規

　さらなるごみ減量の推進、ごみ処理施設整
備にかかる経費の財源確保などのため、家庭
ごみ有料化の導入を検討します。検討にあ
たっては、市民のみなさんのご意見を踏まえ
るとともに、先行事例を調査・研究します。

暮らしづくり
� 66億6140万6000円

・粗大ごみ処理施設の整備
・防災行政用無線整備更新事業
・避難標識整備事業
・消防の広域化の検討
・消防署本署の再整備

その他の主な事業◆ 家庭ごみ有料化導入の検討業務

継続

新規

　供用開始から約30年が経過した管理棟の
バリアフリー化を図るため、建替工事を実施
します。新しい管理棟には多機能トイレ2か
所と防災機能付きのトイレを設置します。

まちづくり
� 187億4575万7000円

・都市マスタープランの見直し
・都市防災推進事業
・香川甘沼線道路改良事業
・道の駅整備推進事業
・水産物供給基盤機能保全事業
・浜見平地区拠点整備事業

◆ 中央公園再整備事業

現行の総合計画は2020年度まで　目標達成に向け、これからも歩み続けます
　市政運営の総合的な指針となる現行の総合計画(2011～2020年度)が残り3年となりました。
扶助費※1など義務的経費の増加が見込まれる中、「子育て支援」、「茅ヶ崎市まち・ひと・しごと
創生総合戦略」※2、「豊かな長寿社会の実現」※3に関する取り組みのうち、特に緊急度の高い事業
を優先しながら、総合計画に位置付けた目標を達成すべく、既存事業を着実に推進します。
加えて、2021年度を初年度とする次期総合計画の策定に本格的に着手し、市民のみなさんの
ご意見をいただきながら、次世代につなげられるような計画の検討を進めます。

2018年度に予定している主要な事業� 総合計画基本構想におけるまちづくりの基本理念別

※1 扶助費
生活保護法、児童福祉法、老人福祉法などに基づき、生活
を維持するために支出される福祉的な経費。

※2 茅ヶ崎市まち・ひと・しごと創生総合戦略
将来目標人口を達成するため、2016年3月に策定。総合計
画に掲げた施策・事業のうち、人口減少・少子高齢化対策
やまち・ひと・しごと創生に資する施策を絞り込んだもの。

※3 豊かな長寿社会の実現
超高齢社会に対応したまちづくりを行うため、2015年2月
に基本方針を策定。「元気で、自分らしく、生涯暮らせる
まち」を実現するための施策を盛りこんだもの。

・本庁舎跡地周辺整備事業
・次世代経営マネジメント推進事業

　服部信明市長は、市議会定例会初日(2月
23日)、2018年度施政方針演説を行い、
市政運営の基本的な考え方を明らかにしま
した。
　2018年度は、今後訪れる人口減少や進
行する少子高齢化といったまちの大きな変
化への対応を、重点的に進めていく大切な
時期です。あらゆる世代が自分らしい生活
を送ることができるよう、市民に身近な基
礎自治体として茅ヶ崎の状況や特性を踏ま
えた施策を展開し、持続的な市政の発展に
向けた取り組みを推進します。
 【企画経営課企画経営担当】

2018年度施政方針を公表
持続的な市政の発展に取り組み、これからも進化する茅ヶ崎を目指して

※ 施政方針の全文は、市内の主な
公共施設や市　でご覧いただけます。HP

その他の主な事業

（仮称）地域医療センター等複合施設（イメージ）

耐震補強、施設改修が行われる小出支所

2018年度施政方針

３月15日号
お知らせ号

2018年
（平成30年）



（3面へ続く）

環境
�繁殖期のカラスに注意

　これから6月ごろまではカラスの繁殖期です。この
時期のカラスは、卵やヒナを守るために、巣に近づく
人に対し威嚇し攻撃をしてきます。威嚇をしてきたら、
刺激せず、帽子や傘で頭部を保護し速やかにその場を
離れてください。営巣場所が分かったら、巣立ちまで
の間は近づかないでください。カラスは鳥獣保護法に
より保護され、許可を受けている場合などを除き捕獲
や卵の採取などはできません。なお、人身被害を防ぐ
ためにやむを得ない場合は、市が営巣された巣の撤去
を行いますので、ご相談ください。
問合 �保健所環境衛生課環境衛生担当☎(38)3317

�光化学スモッグ・PM2.5に注意
〈光化学スモッグ 昨年４回注意報発令〉
　光化学スモッグは日光と空気中の化学物質が反応し
て発生するため、紫外線が多いほど発生する確率が上
がり、特に夏の風の弱い日に発生しやすくなります。
2017年は、湘南地域で4回の光化学スモッグ注意報が
発令されました。注意報などが発令されたら以下のこ
とに注意してください。
○外出は控え、過度な運動はなるべく避けてください
(マスクで覆っても光化学スモッグは体内に入り込み
ます)○目・鼻・喉に刺激や痛みが生じたら、屋内に
入り、うがいや洗顔をしてください○手足のしびれ・
呼吸困難などの症状がでたら、室内で安静にし、医師
の指示を受けてください

〈PM2.5(微小粒子状物質)  昨年まで発表なし〉
　PM2.5は、工場や自動車の排出ガスなどに含まれ、大
気汚染物質の一つとされており、ぜんそくの原因にも
なります。高濃度予報が発表されたら以下のことに注
意してください。
○外出をできるだけ減らし、屋外での長時間の激しい
運動を控えてください○屋内の換気や窓の開閉を必要
最小限にしてください○呼吸器系や循環器系の疾患の
ある方、小児・高齢者などは体調に注意してください

〈光化学スモッグ・PM2.5の情報発信〉
　光化学スモッグ注意報（4月～10月）やPM2.5高濃度予
報の情報、光化学スモッグ情報に関するメール提供の
登録は県HPをご覧ください。また、県では、昨年4月1
日からYahoo!防災速報「自治体からの緊急情報」を活用
した光化学スモッグ注意報などの情報配信を行ってい
ます。なお、市は防災行政用無線などでお知らせし
ます。
問合 �環境保全課環境保全担当

�柳
やなぎ

谷
やと

定例自然観察会～五感で春を探そう
日時 �3月25日㈰10時～12時

場所 �県立茅ケ崎里山公園
ほか �長袖・長ズボン・歩きやすい靴着用。県立茅ケ崎

里山公園パークセンター集合
問合 �柳谷の自然に学ぶ会☎(88)5586、県立茅ケ崎里山

公園☎(50)6058

�清
し

水
みず

谷
やと

定例観察会(4月)
日時 �4月1日㈰9時30分～
ほか �長袖・長ズボン・長靴着用。市民の森駐車場集合。毎

週火曜日に保全作業（草刈り、落葉かきなど）を実施
問合 �清水谷を愛する会☎(82)6643佐々木

�狂犬病予防定期集合注射を実施
　狂犬病予防法で犬は生涯1回の登録と、毎年1回の狂
犬病予防注射が義務付けられています(新規登録手数
料3000円、予防注射料金3050円、注射済票交付手数料
550円)。すでに登録手続きがお済みの方には、3月末
に定期集合注射案内はがきを送付します。会場へは愛
犬手帳、定期集合注射案内はがき(事前に問診欄を記入)
を持参のうえ、犬に首輪とリードを必ず装着させ、確
実に押さえられる方が連れてきてください。会場では、
犬から目を離さず、事故防止にご協力ください。また、
ふん尿をした場合はきれいに後片付けをしてくださ
い。なお、転入の際は保健所環境衛生課での受付とな
りますのでご注意ください。また、会場で登録・注射
を行うことができない場合は4月1日㈰～6月30日㈯に
動物病院などで登録・注射を行ってください。
問合 �保健所環境衛生課環境衛生担当☎(38)3317
日付
（4月）

会場
9時～
9時30分

10時～
10時30分

11時～
11時30分

13時45分～
14時15分

15日㈰ 市役所本庁舎北側ロータリー
9時30分～11時30分　※1 －

16日㈪ せせらぎ公園
(みずき)

松風台南公園
(バス停横) 香川公民館�

小和田公民館
13時45分～
14時30分

17日㈫ 下町屋北公園　 今宿自治会館
(松尾神社内) 萩園自治会館 保健所駐車場

18日㈬ 菱沼八王子神社 小和田熊野神社 東小和田公園 赤羽根宝積寺
駐車場

19日㈭ 白浜町青少年広
場

東海岸北四丁目
青少年広場※2

八王子会館前
(本村)

高田本在寺
駐車場

20日㈮ 西久保日吉神社 玄珊寺駐車場 市民の森駐車場 民俗資料館
(旧和田家)

23日㈪
茅ヶ崎公園

(野球場東側駐車場)
　9時～10時

南湖公民館�
�10時30分～11時30分�

里山公園西側
駐車場※3

24日㈫ 中島日枝神社 夢わくわく公園
(駐車場隣)

しろやま公園
(浜見平)　

白十字林間学校
駐車場

※1�市営駐車場は有料。集合注射での利用は原則1時間無料
※2��東海岸北四丁目青少年広場（東海岸北4-2。東海岸第一青少年広場
ではありません)

※3�里山公園駐車場は有料

�
2025年3月(予定)まで
土曜日のごみの自己搬入を中止

　旧ごみ焼却施設の解体と新粗大ごみ処理施設の建設

に伴い、工事用資材の荷受けなどが集中する土曜日は、
安全面に配慮し、引き続き2025年3月(予定)まで、土曜
日のごみの自己搬入を中止します。ごみの自己搬入の
受付は月～金曜日(祝日を含む)9時～11時45分、13時～
16時30分となります。ご理解とご協力をお願いします。
問合 �環境事業センター管理担当☎(58)4299

税金
�
2018（平成30）年度固定資産関係の
証明の発行

　2018(平成30)年度の固定資産関係の証明は、4月2日
㈪から発行します。証明を請求できる方は、所有者本
人、所有者と住民票上同一世帯の親族(市内在住の方
に限る)、所有者からの委任状または代理人選任届な
どを持参した方に限られます。交付申請の際は、窓口
に来た方の身分証明書(免許証やマイナンバーカード
など)の提示が必要です。なお、市役所資産税課のほか、
小出支所、各出張所でも発行することができます。
問合 �資産税課総務担当

産業・雇用
�
2018年度家庭菜園利用者の再募集
(中島第2のみ)

期間 �4月1日㈰～2021年3月20日㈯(約3年間)
対象 �市内在住で、菜園内共有利用部分の管理を利用者

全員で行い、適切な管理を継続できる方〈申込制
(抽選)。1世帯につき1区画のみ〉

申込 �3月8日㈭～20日㈫(消印有効)に往復はがきの往信
側裏面に住所・氏名(ふりがな)・生年月日・電話
番号を記入し、〒253-8686茅ヶ崎市役所農業水産
課へ。詳細は市HP参照

ほか �菜園に水道、ゴミ捨て場なし。車での来園不可
問合 �農業水産課農業担当

菜園名 場所(地番) 区画数 区画面積
(㎡ )

利用料金
(年間)

中島第2
家庭菜園 中島1242 1 15 3000円

�
茅ヶ崎アンドママコキッズフェスタ
子育て＆女性起業家応援まつり

日時 �4月4日㈬10時～16時
場所 �勤労市民会館
内容 �先輩起業家によるお菓子・雑貨作りなどのワーク

ショップやキッチンカーの出店あり
問合 �勤労市民会館☎(88)1331

�
新入社員のスキルアップ研修～基礎知
識・ビジネスマナーの講座

日時 �4月17日㈫・18日㈬9時30分～17時（全2回）
場所 �茅ヶ崎商工会議所
講師 �谷澤春美さん(株式会社レインメーカー)、中山早

苗さん(ビジネスマナーコンサルタント)
定員 �40人〈申込制(先着)〉

市の HP（パソコン用）URLhttp://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

◆ 　　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

2 2018年（平成30年）3月15日号 No.1090

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

4/7（土）〜4/15（日）  ９日間
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申込 �4月10日㈫までに事業所名、申込者名、参加者名、
担当部署、入社年月日、電話番号・メールアドレ
スを記入し、茅ヶ崎商工会議所 (86)6601へ

ほか �費用3000円(両日昼食付き)
問合 �茅ヶ崎商工会議所☎(58)1111

�
就職支援「女性にとっての起業とは？第2弾」
働くことへ第一歩を踏み出しませんか

日時 �4月19日㈭10時～12時30分
場所 �勤労市民会館
定員 �20人〈申込制(先着)〉
申込 �3月20日㈫～4月18日㈬のいずれも10時～☎で(勤

労市民会館HPも可)�
ほか �キッズスペースあり(託児なし)
問合 �勤労市民会館☎(88)1331

�
就職活動支援「人に伝わる文書の書き方講座①」
履歴書・経歴書の書き方編他

日時 �4月21日㈯9時30分～12時30分
場所 �勤労市民会館
定員 �20人〈申込制(先着)〉
申込 �3月20日㈫～4月20日㈮のいずれも10時～☎で(勤

労市民会館HPも可)
問合 �勤労市民会館☎(88)1331

�2018年度農業・漁業体験プロジェクト
日時 �5月～9月の原則土曜日(全5回予定)
場所 柳島の畑、茅ヶ崎漁港
内容 �野菜の植え付けや草取り、収穫などの農業体験や

刺
さし

網
あみ

漁、稚魚放流などの漁業体験
対象 �市内在住の小学生と保護者で原則全回出席できる

方10組〈申込制(抽選)。初めての方優先〉
申込 �3月30日㈮までに☎で
ほか �体験場所の近隣に有料駐車場あり
問合 �農業水産課農業担当

まちづくり
�都市計画の案の縦覧・意見書の提出

日時 �4月3日㈫～17日㈫
場所 �市役所本庁舎都市計画課
内容 �耐震性不足マンションの建替え促進に向けた高度

地区の変更(案)の縦覧および意見書の提出
対象 �市内在住の方と利害関係人
ほか �意見書の提出は期間内に持参(〒253-8686茅ヶ崎

市役所都市計画課へ郵送も可)
問合 �都市計画課計画担当

�道路・水路の無断占用は禁止
　道路や水路などの市有地を特定の人が無断で占用す
ることはできません。適切な市有地の管理にご協力く
ださい。
〈禁止行為〉市有地に常時駐車する、プランターや乗り
上げブロックなどを置く○道路・水路境界を越境して
草木を茂らせる○道路・水路境界を越境して商品陳列
や露天商を行う○土砂や廃棄物などを投棄・放置する
○市有地を許可なく自分の敷地のように利用する
〈占用〉市有地の占用が可能な場合があります。道路の
占用は市役所道路管理課、水路の占用は市役所下水道
河川管理課へご相談ください。
〈払下げ〉使用されていない道路や水路が不用と判断さ

れた場合払下げができます。詳細は市役所建設総務課
へご相談ください。
問合 �道路管理課管理担当、下水道河川管理課河川水路

担当、建設総務課総務担当

健康
�エイズHIV抗体の検査(即日血液検査)

日時 �3月27日㈫9時～10時30分
場所 �保健所相談室9
申込 �随時☎で(匿名・性別・年齢で申し込みも可)
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

�肝炎ウイルスB型・C型検査（血液検査）
日時 �3月27日㈫11時～11時30分
場所 �保健所相談室9
対象 �40歳未満で、過去に一度も検査を受けたことがな

い方〈申込制〉
申込 �検査日前日までに☎で
問合 �保健所保健予防課感染症対策担当☎(38)3315

�
献血にご協力を(400ml献血)
追加実施の日程は市 HPに掲載

日時 �4月2日㈪10時～12時・13時～16時
場所 �さがみ農協茅ヶ崎ビル南側
対象 �17歳～69歳の男性、18歳～69歳の女性(65歳以上

の方は男女とも60歳～64歳に献血をした経験があ
る方)で、いずれも体重50kg以上の方

問合 �保健所地域保健課地域保健担当☎(38)3314

�
精神科医師によるこころの健康相談
(精神保健福祉相談)

日時 �4月4日㈬・27日㈮いずれも14時～17時
場所 �保健所医療相談室
申込 �随時☎で
問合 �保健所保健予防課保健対策担当☎(38)3315

�
アルコール教室～医師による講話・グ
ループディスカッション

日時 �4月11日㈬14時30分～16時
場所 �保健所第2会議室
対象 �アルコール問題を抱えている方と家族〈申込制〉
申込 �開催直前までに☎で
問合 �保健所保健予防課保健対策担当☎(38)3315

�
生活習慣病予防だけでは足りない？
人生100年時代のための60代からの栄養教室

日時 �4月12日㈭10時～12時
場所 �保健所講堂
内容 �食生活の簡単チェック、筋力づくり、健康寿命を

延ばす食事と生活を学ぶ
対象 �60歳以上の方30人〈申込制(先着)〉
申込 �開催日前日までに☎で(市HPも可)
問合 �保健所健康増進課健康づくり担当☎(38)3331

�
長生きしたければ座りすぎをやめなさい
健康づくりの最新情報～30分に1度は動こう

日時 �4月13日㈮13時30分～15時30分
場所 �本庁舎会議室4･5
内容 �座りすぎが招く生活習慣病などのリスクと対策

の講演と簡単トレーニングの紹介など
講師 �岡浩一朗さん(早稲田大学スポーツ科学学術院教授)

定員 �100人〈申込制(先着)〉
申込 �3月15日㈭～☎で(市HPも可)
問合 �保健所健康増進課健康づくり担当☎(38)3331

�
Ｓ
ス ト ッ プ

ＴＯP！ロコモ！健康運動教室3日間
カラダを変える運動習慣を身につけよう

日時 �4月18日・25日、5月2日いずれも水曜日10時～11
時45分(全3回)

場所 �小和田公民館
内容 �ロコモティブシンドローム予防の筋力トレーニン

グやストレッチ、有酸素運動、健康ミニ講話
対象 �20歳～64歳で医師から運動制限の指示がない方20

人〈申込制(先着)〉
申込 �3月15日㈭～☎で(市HPも可)
問合 �保健所健康増進課健康づくり担当☎(38)3331

�
あなたに合うダイエットを見つけて続ける4か月
オーダーメードダイエット(春コース)

日時 �4月19日㈭・26日㈭、5月8日㈫、6月25日㈪、7月3
日㈫、8月23日㈭いずれも9時30分～12時(おおむ
ね2時間)

場所 �保健所、総合体育館他
内容 �食事や運動など健康的にやせるプログラムを提供
対象 �59歳以下でBMI値(体重(kg)÷身長(ｍ)÷身長(ｍ))が

24.0～30.0の方12人〈申込制(先着)。全日程参加で
きる方優先〉

申込 �3月15日㈭～☎で(市HPも可)
ほか �糖尿病や医師から運動制限の指示がある方は不

可、通院中の方は主治医に相談
問合 �保健所健康増進課健康づくり担当☎(38)3331

�
春から始める男性のための運動教室
中年太り解消のコツをつかもう

日時 �4月21日・28日、5月12日いずれも土曜日9時30分
～11時30分(全3回)

場所 �総合体育館
内容 �筋力トレーニング・ストレッチ・体幹トレーニン

グ・ウオーキングなどの運動、健康ミニ講話
対象 �30歳～59歳で医師から運動制限の指示がなく、運

動習慣のない方20人〈申込制(先着)〉
申込 �3月15日㈭～☎で(市HPも可)
問合 �保健所健康増進課健康づくり担当☎(38)3331

子育て・教育
�
木のおもちゃを使って親子ではじめての
木あそびをしよう

日時 �3月26日㈪10時～11時30分
場所 �ふらっとパル茅ヶ崎
講師 �木育インストラクター
対象 �3歳～5歳の未就園児の親子10組〈申込制(先着)〉
申込 �3月22日㈭までに☎で
ほか 参加者へ間伐材のプレゼントあり
問合 �パルシステム神奈川ゆめコープ☎045(470)4175
（平日9時～17時）

�
4月1日㈰から市立小学校・中学校の休校
日の施設管理者変更

　市立小学校・中学校では休校日にあたる土・日曜日、
祝日(年末年始を除く)の8時30分～17時に日直代行員が
管理を行ってきました。4月1日から土曜日の8時～17
時は委託業者による管理、日曜日・祝日・年末年始は
原則夜間と同様に機械警備による管理となります。
問合 �教育総務課総務担当

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

32018年（平成30年）3月15日号
No.1090

柳島スポーツ公園オープニングイベント3月25日㈰
  　　　　市制施行70周年記念 みんなで作ろう記念人文字
  　　　　一緒にお祝いする参加者を募集
　開園したばかりの柳島スポーツ公園の総合競技場で「70」の人文字を作り、上から撮
影します。市制施行70周年とスポーツ公園の開園をお祝いする参加者を募集します。

【秘書広報課秘書担当】
　時間　11時～（予定）
　場所　柳島スポーツ公園総合競技場
　申込　当日10時30分までに柳島スポーツ公園
　　　　総合競技場メインスタンド入口で
　ほか　�小雨決行。
　　　　中止の場合は市 でお知らせします

  直行臨時バス運行予定
　オープニングイベントは9時30分から始まり、開園記念となる人文字の撮影や杉
山愛さんによるテニス教室など、スポーツ公園の魅力を体感できるさまざまなイベ
ントを催します。遠方の方も臨時バスで、ぜひご来園ください。
　直行臨時バス運行予定（認可申請中）　（JR茅ケ崎駅～柳島スポーツ公園）
　運賃　大人190円、小人100円
　時間　茅ケ崎駅8時20分より運行開始（予定）
　ほか　路線バスもあり。詳細は市 をご覧ください

【スポーツ推進課管理担当】

※ 当日、園内駐車場はご利用できません。
   車でお越しの方は株式会社アルバック
   (萩園2500)の臨時駐車場を利用し、
　 シャトルバスをご利用ください。

3広　報 平成30年（2018年）3月15日号No.1090

茅ヶ崎市のHP（携帯電話用）URLhttp://mobile.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

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



（5面へ続く）

�保健所の講座
申込 �いずれも実施日の前日まで(土・日曜日・祝日の場

合はそれ以前の平日)
問合 �保健所健康増進課こども健康・予防接種担当
　　☎(38)3331
区分〈いずれも申込制〉 対象 日程(4月)

プレママ教室 初めて母親になる方 9日㈪

ママサポ教室 初めて父親になる方とその妻 14日㈯・
16日㈪

離乳食講習会 4～6か月児の保護者※ 12日㈭

1歳児の食事と歯の教室 2017年4・5月生まれの子と保
護者※ 23日㈪

※�第1子優先。対象の詳細は要問い合わせ

�乳幼児期の子育ち・子育て出前講座
日時 �4月21日㈯10時～12時
場所 �浜見平保育園
内容 �講演「子どものことばと心の育ち―心の声に耳を

傾けてみましょう」
講師 �今井和子さん(子どもとことば研究会代表)�
対象 �市内在住・在勤の方30人〈申込制(先着)〉
申込 �3月20日㈫～4月18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1歳～10人〈申込制(先着)。4月12日㈭まで〉
問合 �教育センター研究研修担当☎(86)9965�

�
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 �4月28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 �4月26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

�就学援助制度～学費の一部を援助
　市では、市立の小・中学校に通う子を持ち、経済的
に困っている方に、学用品や給食費、遠足代など、学
校生活でかかる費用の一部を援助しています。就学援
助を希望する方はご相談ください。
問合 �学務課学事担当、各小・中学校

スポーツ
�2018年度日本陸連登記・登録の受付

申込 �3月15日㈭～18日㈰。申込方法など詳細は市HP参照
ほか �費用5000円(登録料)
問合 �茅ヶ崎陸上競技協会☎090(1863)7284小室

�太極拳初心者講習会
日時 �4月6日㈮・11日㈬・19日㈭いずれも9時30分～12時
場所 �総合体育館
対象 �市内在住・在勤・在学の初心者30人〈申込制(先着)〉
申込 �3月15日㈭～☎で(住所・氏名・電話番号を記入し、

(86)9648も可)
ほか 費用1000円
問合 �茅ヶ崎太極拳協会☎(86)9648深井

�初心者バレーボール教室
日時 �4月11日・18日、5月9日・23日、6月13日・27日い

ずれも水曜日9時30分～11時30分
場所 �総合体育館
対象 �市内在住・在勤・在学で初心者の女性〈申込制〉
申込 �随時☎で
問合 �茅ヶ崎ママさんバレーボール連盟☎090(4841)6628

諏訪本

�茅ヶ崎万歩クラブ～我
わ

が街
まち

茅ヶ崎を歩く(約11㎞)
日時 �4月15日㈰9時～
ほか �費用500円(入園料などは別途)。JR茅ケ崎駅集合・

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

�
春期オープン教室～予約不要
ワンコイン500円でできる運動教室

定員 �各20人〈当日先着〉
問合 �総合体育館☎(82)7175
場所 内容 日時

総合体育館

体幹トレーニング
(姿勢調整)

4月16日、5月7日・21日、6月4日・18日、
7月2日いずれも月曜日9時15分～10時15
分・10時45分～11時45分

ヨガ＆ストレッチ
4月26日、5月10日・24日、6月7日・21日、
7月5日・19日いずれも木曜日19時～20
時

市体育館

リズム運動＆体幹
トレーニング

4月24日、5月8日・22日、6月5日・19日、
7月3日いずれも火曜日19時30分～20時
30分

ヨガ＆ストレッチ
4月20日、5月11日・18日、6月1日・15日・
29日、7月13日いずれも金曜日9時30分
～10時30分、10時50分～11時50分

茅ヶ崎公園
野球場会議
室

貯
ちょ

筋
きん

ステーション
4月18日、5月2日・16日・30日、6月13日・
27日、7月11日いずれも水曜日13時30分～
14時30分

�
市民春季ソフトテニス大会～ダブルス
（一般・シニア45・シニア60）男子・女子

日時 �4月22日㈰9時～(予備日4月29日(日・祝))
場所 �茅ヶ崎公園庭球場
対象 �市内在住・在勤・在学で高校生以上または茅ヶ崎

ソフトテニス協会が認めた方
申込 �4月8日㈰(必着)までにはがきに種目、ペアの氏名・

年齢・代表者の電話番号を記入し、〒253-0061南
湖5-9-30茅ヶ崎ソフトテニス協会越地聡へ(
(83)2577または茅ヶ崎ソフトテニス協会HPも可)

ほか �費用1組2000円(高校生は1000円)
問合 �茅ヶ崎ソフトテニス協会☎(83)2577越地

�市民ゆうゆうシニアテニス会
日時 �4月25日㈬9時～13時(予備日4月26日㈭)
場所 �茅ヶ崎公園庭球場
対象 �市内在住・在勤の方または茅ヶ崎市テニス協会加盟

団体所属で満55歳以上の初心者24人〈申込制(抽選)〉
申込 �4月11日㈬(消印有効)までに往復はがきに住所・

氏名(ふりがな)・年齢・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「ゆうゆうシニアテニス会」係へ

ほか �費用2000円(昼食代含む)
問合 �茅ヶ崎市テニス協会☎(83)8888伊藤

�市民わくわくテニス大会
日時 �4月27日㈮9時～17時
場所 �茅ヶ崎公園庭球場
内容 �1チーム8人(男女各4人)、8組のチーム対抗戦(当日

組み合わせ、申し込み多数の場合は抽選)
申込 �3月15日㈭～25日㈰に8人の氏名、代表者氏名・連絡

先を記入し、 r_n_ubu5089_2kata@jcom.zaq.ne.jp
　　 NPO法人バク・アップ・ネット生

うぶ

方
かた

へ
ほか �費用1人1000円
問合 �NPO法人バク・アップ・ネット☎080(2068)3550生方

�春季市民テニス大会�ダブルス(男子・女子)
日時 �5月3日(木・祝)・4日(金・祝)(予備日5月5日(土・祝)・12日㈯・13日㈰)
場所 �茅ヶ崎公園庭球場(予備日5日は茅ヶ崎公園庭球

場、12日・13日は堤スポーツ広場)
対象 �市内在住・在勤・在学または茅ヶ崎市テニス協会

加盟団体所属のペア150人〈申込制(抽選)〉
申込 �4月11日㈬17時(必着)までに申込書(茅ヶ崎市テニ

ス協会（元町14-1湘南インドアテニスクラブ内）で
配布中）を持参

ほか �費用1組3000円
問合 �茅ヶ崎市テニス協会☎(83)8888伊藤

�市民春季レディーステニス教室�(4日間)
日時 �5月7日㈪～10日㈭9時～11時(予備日5月11日㈮・

15日㈫)�
場所 �茅ヶ崎公園庭球場
対象 �市内在住・在勤・在学または茅ヶ崎市テニス協会

加盟団体所属の方で満20歳以上の初・中級者の女
性48人〈申込制(抽選)〉

申込 �4月18日㈬(消印有効)までに往復はがきに住所・
氏名(ふりがな)・年齢・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「レディーステニス教室」係へ

ほか �費用3000円
問合 �茅ヶ崎市テニス協会☎(83)8888相川

◆ 　　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
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〈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】

海外生活37年で得た経験を次の世代に
　西さんは外資系・日系企業のサラリーマンとしてブラジルや
フランスなど7か国に赴任、訪問した国は23か国に及び、海外で
37年間を過ごしました。その経験をもとにビジネス指南書を執筆。そうした経験・
知識を多くの人に広め、茅ヶ崎でも活躍したいという思いから、生涯現役応援窓
口へ。セカンドライフコンシェルジュ（相談員）と相談し、学習支援ボランティア

や学びの市民講師の制度などの紹介を受けました。こ
れから紹介先へ見学に行き、実際の活動へと進めてい
くそうです。生涯現役応援窓口を利用し、西さんは

「第2の人生をスタートするため仕事を見出し、微
力ながら茅ヶ崎に貢献できれば」と話しました。
　西さんのようにたくさんの知識・経験を持つ方や、

何か活動をしてみたいという方が大勢いるはず。開設以来、200件以上をマッチン
グしている生涯現役応援窓口。そこで、新しくできた時間を楽しめるそれぞれの
オトナスタイルを見つけられるかもしれません。

　第10回は、海外生活で得た経験を活かしたいと考えている
西次雄さん(60代・松が丘)と、生涯現役応援窓口を紹介します。

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　　　　　　　

仕事やボランティアなど活躍の場へマッチング！　　　　予約不要・相談無料

【企画経営課長寿社会推進担当】

　茅ヶ崎第2駐車場(市役所駐車場)は利用者が多く、駐車に
時間がかかる場合があります。特に混雑している時間帯は
平日10時～16時で、満車のピークは11時台と14時台です。
他にも近隣に市営駐車場がありますのでご利用ください。

【安全対策課安全対策担当】

イオン
スタイル
国道1号

Ｊ
Ｒ
相
模
線

中央公園3

2
1市役所

総合体育館

➡
➡

➡

近隣の市営駐車場もご利用を来庁時の駐車場

市役所前の
県道沿いに
空き状況が
表示されて
います

茅ヶ崎第3駐車場(総
合体育館駐車場)は、
比較的空いています

◆施設※利用者は駐車料金１時間無料◆
茅ヶ崎第1、第2、第3駐車場の駐車券を各施設に
設置されている共通の減免機に通すと、最初の1
時間が無料になります
※ 市役所、コミニュティセンター、総合体育館

茅ヶ崎第2駐車場
（市役所駐車場）
は混雑しています

茅ヶ崎第1駐車場(市営
茅ヶ崎駐車場)は、比較
的空いています
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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



（6面へ続く）

�フォークダンス教室
日時 �5月9日～6月20日の毎週水曜日13時～14時30分(全

7回)
場所 �総合体育館
対象 �市内在住・在勤・在学で15歳以上の方20人〈申込

制(先着)。中学生不可〉
申込 �4月11日㈬8時30分～総合体育館窓口で
ほか �費用2000円(申込時に支払い)
問合 �総合体育館☎(82)7175

�
運動能力を育てるキッズ運動教室
①未就学児②小学生

日時 �5月10日～6月28日の毎週木曜日①15時15分～16時
②16時15分～17時(全8回)

場所 �総合体育館
対象 �市内在住・在学で①4歳～未就学児②小学生各15

人〈申込制(抽選)〉
申込 �4月12日㈭15時45分～16時に総合体育館会議室で

整理券を配布(1人1枚、代理人可)
ほか �費用4000円(申込時に支払い)
問合 �総合体育館☎(82)7175

�健康ストレッチ体操教室
日時 �5月10日～6月28日の毎週木曜日13時～14時30分

(全8回)
場所 �総合体育館
対象 �市内在住・在勤・在学で15歳以上の方60人〈申込

制(先着)。中学生不可〉
申込 �4月12日㈭8時30分～総合体育館窓口で
ほか �費用2000円(申込時に支払い)
問合 �総合体育館☎(82)7175

�春の市民ハイキング
日時 �5月13日㈰7時～
場所 �明

みょうじん

神ヶ
が

岳
たけ

・明
みょうじょう

星ヶ
が

岳
たけ

(箱根町)
対象 �小学生以上の方40人〈申込制(先着)。最低催行人

数20人〉
申込 �3月15日㈭～4月27日㈮に☎で(住所・氏名・生年

月日・電話番号を記入し、 (75)2635または an
tonio@jcom.home.ne.jpも可)

ほか �費用1500円(小学生500円)。JR茅ケ崎駅改札集合
問合 �茅ヶ崎山岳協会�☎(75)2635池田

�家庭婦人ソフトボール大会
日時 �5月13日㈰(予備日5月20日㈰)
場所 �茅ヶ崎公園野球場
対象 �市内在住・在勤・在学で18歳以上の女性または茅ヶ

崎市家庭婦人ソフトボール連盟登録者で編成した
チーム

申込 �4月23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 �4月25日㈬18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

�
湘南シニアテニス大会（ダブルス・団体
対抗戦�5試合制）

日時 �5月18日㈮9時～17時(予備日5月25日㈮)
場所 茅ヶ崎公園庭球場、柳島スポーツ公園庭球場
対象 �50歳以上の男性4人以上、40歳以上の女性2人以上の

合計10人以内で構成された16チーム〈申込制(抽選)〉
申込 �4月15日㈰までにチーム名、代表者名、予備日参加

の可否、出場予定者全員の住所・氏名・性別・電話
番号を記入し、 hiromimm@future.ocn.ne.jpへ

ほか �費用1人1000円(市外の方は1200円)を大会当日にチー
ム一括払い。4月22日㈰9時～茅ヶ崎公園野球場会議
室で組み合わせ抽選会あり。詳細は市HP参照

問合 �湘南シニアライフ協会☎090(8814)8405増田

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（4月） 時間 場所

10日(火)
10時～12時 パルバル湘南スポーツクラブ※
14時～16時 ハマミーナまなびプラザ体育室※

11日(水)
10時～12時

福祉会館
鶴嶺西コミュニティセンター

14時～16時 青少年会館

12日(木)
10時～12時

さがみ農協茅ヶ崎ビル
茅ヶ崎地区コミュニティセンター※

14時～16時
松浪コミュニティセンター
ダンロップスポーツクラブ茅ヶ崎店※

13日(金) 10時～12時 小和田公民館

15日(日)

9時30分～
11時30分 汐見台パシフィックステージ※

10時～12時
茅ヶ崎たすけあいひろばぽかぽか※
松林ケアセンター※

17日(火) 10時～12時 萩園いこいの里

18日(水) 10時～12時
浜須賀会館
小和田地区コミュニティセンター※

19日（木）
10時～12時 小出地区コミュニティセンター※
14時～16時 鶴が台団地集会所※

20日(金) 14時～16時 高砂コミュニティセンター
24日(火) 10時～12時 コミュニティセンター湘南
25日(水) 14時～16時 鶴嶺公民館
26日(木) 10時～12時 しおさい南湖

27日(金)
10時～12時

鶴嶺東コミュニティセンター
香川公民館

14時～16時
香川公民館
海岸地区コミュニティセンター※

※印の会場は上履き持参

市民参加・市民活動
�市スポーツ推進審議会委員

人数 �2人
対象 �市内在住・在勤・在学で平日夜間の会議に出席で

きる方(ほかの審議会などの公募委員を除く)
内容 �スポーツ振興基本計画に基づく施策の推進に関す

る調査・審議・答申

任期 6月から2年間
会議 年2回程度
報酬 日額1万円
申込 �3月22日㈭～4月20日㈮に申込書(総合体育館、市

役所市政情報コーナーなどで配布。市HPで取得も
可)と作文「茅ヶ崎市のスポーツ推進について」
(800字程度)を〒253-0041茅ヶ崎1-9-63総合体育館
内スポーツ推進課へ持参( sport@city.chigasa
ki.kanagawa.jpも可)

問合 �スポーツ推進課推進担当☎(82)7136

�茅ヶ崎市立図書館協議会委員
人数 �1人
対象 �市内在住・在勤・在学で読み聞かせ活動など家庭

教育の向上に資する活動経験のある、または図書
館運営に知見を有する20歳以上の方(他の審議会
等の公募委員を除く)

内容 �図書館の運営、図書館が行う図書館奉仕活動に関
する事項

任期 5月から2年間
会議 平日の昼間年4回程度(予定)
報酬 日額1万円
申込 �4月1日㈰～15日㈰に申込書(4月1日～図書館本館、

図書館香川分館、各図書館分室、市役所市政情報
コーナーで配布。市・図書館HPで取得も可)を図
書館本館へ持参

問合 �図書館図書館担当☎(87)1001

�
長野県佐久市の「りんご」の木のオーナー
募集

　本市と「災害時における相互応援に関する協定」を結
ぶ長野県佐久市の名産である「りんご」の木のオーナー
を4月13日㈮まで募集します。また、りんごの名入れ
の他、花摘みなどの体験会も開催します。収穫に参加
できない場合は宅配便(有料)での発送もできます。詳
細はお問い合わせください。
〈品種〉わい化(低木)ふじ(1個200g～300g)〈費用〉年間1
本2万1000円〈生産者〉佐久平果実(りんご)生産組合
問合 �佐久市役所農政課農業生産振興係☎0267(62)3203、
　　男女共同参画課多文化共生担当☎(57)1414

生活
�
まなびの市民講師自主企画講座
おもちゃ病院・にこにこ

日時 �4月11日、5月9日、6月13日、7月11日、8月8日、9
月12日いずれも水曜日15時～16時30分（受付は16
時まで）

場所 �ハマミーナまなびプラザ会議室
内容 �壊れたおもちゃの修理
講師 �瀬川貢さん(まなびの市民講師)
ほか �部品、材料交換の際は依頼者の自己負担あり
問合 �文化生涯学習課生涯学習担当

�
不用品バンク(2月27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〉テキスト教材▷家具調こたつ▷犬用ゲー
ジ〈ゆずってください〉第一中学校女子制服一式▷子ど
も用自転車▷除湿機▷ピアノの補助ペダルもしくは補
助台
問合 �市民相談課消費生活センター
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認定NPO法人ゆい

【ちがさき市民活動サポートセンター☎(88)7546】

認定NPO法人ゆい
活動日　活動スケジュールは、ゆい をご覧ください。
問　合　荒井三

み

七
な

雄
お

☎090(3914)0062、 （83)0335、 info＠npoyuhi.org

　近年、浜辺だけに住む特有の植物群が減り始め、湘南海岸のハ
マボウフウやビロードテンツキなどの砂草もわずかしか残されて
いません。生物多様性を維持するため、私たちは湘南海岸の海浜
植生の保全活動をしています。今後は、地域野生植物資源の活用
として、地域特産物づくりにも力を入れていきます。

10代から80代のメンバーが協力

　市民参加型の環境保全活動は、海浜植物
の観察会、勉強会、植栽会、除草など、年に
10回ほど開催しています。植生の復元活動
のため、植物の発芽、育

いく

苗
びょう

など年間を通して
作業があり、10代から80代のメンバーが協
力し合って活動しています。
　自宅でもできる自然保護活動「砂草の里
親」になり、海浜植物の幼い苗を育てること
から始められます。お気軽にお問い合わせください。

代表の荒井さん

多くの方が参加する茅ヶ崎漁港での植栽会

ゆい

市県民税・保険料の公的年金からの特別徴収
　市県民税や保険料を公的年金から差し引く特別徴収には、年間額が決定する前の仮徴
収と、決定した後の本徴収があります。各徴収額の通知時期は下表のとおりです。
【①市民税課市民税担当②高齢福祉介護課保険料担当③保険年金課保険料担当・後期高齢者医療保険担当】

問合 通知内容 仮徴収額の通知時期 本徴収額の通知時期 その他

① 市 県 民 税

前年度公的年金等に係る年税
額の約6分の1の額が年金支
給時に徴収(前年度の納税通
知書でお知らせ)

年税額から仮徴収税
額を差し引いた額の
約3分の1の額が年金
支給時に徴収(6月上
旬に納税通知書でお
知らせ)

前年度中に特別徴収が
中止になった方で、今
年度再び対象になる方
や、新たに特別徴収の
対象となる方は6月・8
月は普通徴収、10月か
らは特別徴収

② 介 護 保 険
〈継続で特別徴収〉
前年度2月の徴収額と同額の
ためお知らせなし

7月中旬に納入通知
書でお知らせ

・8月分の仮徴収額は、
翌年度の徴収額を考慮
し、調整する場合あり
・国民健康保険の特別
徴収は、75歳になる年
度で中止

③

国 民 健 康
保 険

〈4月または6月から特別徴収〉
4月中旬までに仮徴収額決定
通知書でお知らせ

〈8月から特別徴収〉
6月中旬までに仮徴収額決定
通知書でお知らせ（介護保険
を除く）

後 期
高 齢 者
医 療 保 険
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市HPから市長へ直接メールを送ることができます



�通知カードは早めの受け取りを
　マイナンバーの通知カードは簡易書留(転送不要)で
配達しています。配達時に不在などの理由で市役所に
返戻された通知カードは、3か月の保管期間経過後に
廃棄します。まだ受け取られていない方は、市役所市
民課へ本人確認書類(運転免許証、パスポート、顔写
真付き住基カードなど。保険証、年金手帳、社員証、
学生証等は2点必要)を持参の上、早めにお越しくださ
い。本人または同一世帯員以外の方が受け取る際は、
本人からの委任状と本人・来庁者それぞれの本人確認
書類が必要です。
問合 �市民課戸籍住民担当

防災・消防
�
上級救命講習会(救急法)
心肺蘇生法、AEDの使用方法、搬送法他

日時 �4月15日㈰9時～18時
場所 �消防署北棟
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15日㈭～4月6日㈮に☎で
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

�
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 �①4月21日㈯9時～12時②5月12日㈯13時30分～16
時30分

場所 �①消防署北棟②鶴嶺公民館
対象 �市内在住・在勤・在学で中学生以上の方各25人〈申

込制(先着)〉
申込 �①3月20日㈫～4月13日㈮に消防署消防指導課へ②4

月10日㈫～5月5日(土・祝)に鶴嶺公民館☎(87)1103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

�
第1回危険物取扱者試験(乙種第4類)のため
の受験準備講習会

日時 �5月16日㈬9時30分～17時
場所 �藤沢市民会館(藤沢市鵠沼東)
定員 �250人〈申込制(先着)〉
申込 �4月6日㈮～5月15日㈫に申込書(市役所予防課で配

付中。神奈川県危険物安全協会連合会HPで取得も
可)と費用9400円を持参

問合 �予防課危険物担当

�防災資機材の使い方を動画で紹介
　市内公立小・中学校に設置している防災倉庫に配備
した資機材の取り扱い技術をみなさんにわかりやすく
伝え、地域での防災活動に役立てていただくために、七
つの資機材を紹介した動画を作成しました。市役所防災
対策課でＤＶＤの貸し出しをしているほか市HP（YouTube）で

視聴することができます。
問合 �防災対策課防災担当

文化・歴史
�
まなびの市民講師自主企画講座
はじめての写経

日時 �4月2日㈪14時～16時
場所 �勤労市民会館
内容 �般若心経を写経し意味を学ぶ
講師 �矢嶋望さん(まなびの市民講師)
対象 �20歳以上の方20人〈申込制(先着)〉
申込 �3月15日㈭～矢嶋☎090(9233)0273へ
ほか �費用100円�
問合 �文化生涯学習課生涯学習担当

�
まなびの市民講師自主企画講座
大正琴体験講座

日時 �4月11日㈬・25日㈬いずれも10時30分～12時30分
場所 �茅ヶ崎地区コミュニティセンター
内容 �弾き方の基礎、音階、キラキラ星や荒城の月の合奏
講師 �樋口昭

あき

子
こ

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)。初心者歓迎〉
申込 �3月15日㈭～☎080(5071)7543樋口で
ほか �費用100円�(楽譜代)
問合 �文化生涯学習課生涯学習担当

�
寄付のお礼に名前入りプレミアムプレー
トを文化会館に掲出

　「市民文化会館の再整備または文化振興にかかる事
業」へ2万円以上の寄付をしていただいた方の名前、企
業・団体名を入れたチタン製のプレミアムプレート(寄
付金額により大きさは異なる)を文化会館内ロビーに掲
出します。みなさんからの寄付をお待ちしております。
　なお、これまでの申し込み状況からプレートの大き
さごとの数量を大12枚・中30枚・小130枚に変更しま
した。詳細は市HPをご覧ください。
申込 �5月31日㈭までに申込書（市役所文化生涯学習課で

配布中。市HPで取得も可）を持参（市HPも可）
問合 �文化生涯学習課文化推進担当

採用・人事
�市立病院の看護職員・任期付職員

職種 �①助産師②看護師A③助産師(任期付)④看護師(任
期付)�

人数 �①②合計30人程度③④合計30人程度
対象 �①③助産師免許を持つ方②④看護師免許を持つ方
申込 �4月9日㈪(必着)までに簡易書留で申込書(市立病

院病院総務課、市役所職員課で配布中。市HPで取
得も可)を〒253-0042本村5-15-1市立病院病院総務
課へ(持参も可)

ほか �試験日4月21日㈯
問合 �病院総務課経営総務担当☎(52)1111

�
公立保育園臨時職員
①保育士②ふれあい保育補助者

人数 �①②若干名
対象 �①保育士資格を持つ方②資格不問
待遇 �①時給1120円(7～8時、18～19時は時給1170円)②

時給980円。いずれも勤務形態は市HP参照
採用 �4月(予定)
申込 �随時。申込書(市役所保育課で配布中。市HPで取

得も可)を本人が持参
ほか �登録後、随時選考(面接)。詳細は市HP参照
問合 �保育課管理整備担当

�
教育委員会の非常勤嘱託職員
①学校給食調理員②教育施設業務員

対象 �①18歳～54歳の方(定年は60歳)②18歳以上の方(い
ずれも高校生不可)

待遇 �①日額5445円(給食が実施される日で、週3日(年
間約120日)または週5日(年間約185日)、原則8時30
分～15時に市立小学校、学校給食共同調理場で勤
務)②日額7500円(原則月～金曜日の8時30分～17
時(年間113日以内)に市立小・中学校で勤務)

採用 �登録期間は申し込み後1年間とし、欠員時に選考
して雇用

申込 �随時。申込書(市役所教育総務課・職員課・市政
情報コーナーで配布中。市HPで取得も可)を本人
が市役所教育総務課へ持参

問合 �教育総務課総務担当

寄付(敬称略)
〈緑のまちづくり基金へ〉みどりフェア来場者募金＝6
万6526円▷氷室椿庭園＝3万5386円▷FＶイーストジャ
パン株式会社海老名支店＝計4回4万1263円▷長恭子＝
3万円▷環境フェア来場者募金＝770円▷環境フェア古
本回収プロジェクト＝4072円▷高木之靖＝3万円▷募
金箱回収寄附金＝2万1670円▷中尾智三郎＝1万円

パブリックコメント
みなさんのご意見をお寄せください
〈資料配布〉市役所担当課、市内公共施設、市HP
〈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
茅ヶ崎市旅館業法施行条例の一部改正の考え
方(素案)
　「旅館業法」および「旅館業法施行令」の改正に伴い、
茅ヶ崎市旅館業法施行条例の一部改正を行うため素案
をとりまとめました。
期間 �3月9日㈮～4月10日㈫
公表 �4月(予定)
応募 �郵送(〒253-8660茅ヶ崎市保健所環境衛生課)、

(82)0501、資料配布場所、市HPで
問合 �保健所環境衛生課環境衛生担当☎(38)3317

◆ 　　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
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　子ども会は、子どもが主体のコミュニティ活動の場です。市内
には約50の子ども会があり、ハロウィーンやクリスマス会、ボウ
リング大会などのイベントが実施されています。年齢の異なる子どもたちが一
緒に活動をすることで、互いに協力し、思いやることの大切さを学べます。

【青少年課育成担当】
☆地域とのつながりができる
　地域の中で大人に見守られながら、
学校の外で子どもたちが自主的に考え
て行動していくことは、子どもの成長
にとても大切なことです。保護者のみ
なさんにとっても、地域の子どもの顔
が分かり、お互いに見守り助け合える
大人同士のつながりが生まれます。

☆教育委員会がサポート
　毎年、子ども会の小学生が参加するドッヂビー大会や宿泊
キャンプ研修を開催して、地域の異なる子どもたちの交流を
推進しています。また、子ども会の子どもリーダー(インリー
ダー)の養成にも取り組んでいます。茅ヶ崎市子ども会連絡
協議会(市子連)も子ども会活動のサポートにあたります。

子ども会に入ろう

ドッヂビー大会

5・6年生が参加し、キャンプ研修を行う自然体験教室

小学校に

入学したら

　ジュニアリーダーズクラブ(JLC)は、中学生・高校生のボランティアグループ
です。子ども会への派遣や市主催のキャンプ事業などに参加して、リーダーシッ
プをとって活動を盛り上げます。年代の違ういろいろな人と交流することで社
会性を育み、積極性も養われます。
　学校ではできない体験を通して、自分を成長させてみませんか。興味のある
方は市役所青少年課へお問い合わせください。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【青少年課育成担当】
【対象】　市内在住・在学の中学1年生～高校3年生

キャンプで小学生に野外炊事の指導 市民ふれあいまつりでのブース出展

ジュニアリーダーズクラブ

　会員募集

｜今しかできない体験を
｜

茅ヶ崎ジュニア
リーダーズクラブ

※ 子ども会活動がない地域もあります。活動内容や入会方法などはお気軽にお問い合せください。
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鶴嶺公民館
〒253-0071　萩園2028-55
☎（87）1103　 （87）1103

子育ての広場カルガモ
日時 �3月22日㈭12時～16時
内容 �乳幼児と家族の憩いの場。14時～お

ばんばやしと遊ぼう
ス ポ ー ツ 吹 矢

日時 �4月14日・21日いずれも土曜日10時～
12時(全2回)

定員 �20人〈申込制(先着)〉
申込 �3月18日㈰～

￥ 癒
い や

し の ハ ー ブ 講 座
日時 �4月27日㈮10時～12時
内容 �ハーブの話とモイストポプリ作り
定員 �15人〈申込制(先着)〉
申込 �3月17日㈯～
ほか �託児4人〈申込制(先着)。3月25日㈰

まで〉

ウクレレをひいてみよう
日時 �3月27日㈫・28日㈬いずれも10時～

11時30分(全2回)
対象 �小15人〈申込制(先着)〉
ほか �ウクレレの貸し出しあり(無料)

シニアのためのミニ講座～遊々クラブ
香 川 駅 か ら 古 代 の 遺 産 跡 へ

日時 �4月7日㈯9時30分～12時
定員 �15人〈申込制(先着)〉

初心者のためのスマホ入門教室
日時 �3月28日㈬14時～16時
対象 �スマートフォンを使ったことがある

高齢者20人〈申込制(先着)〉
ほか �機器は貸し出し、持ち込み不可

美しい文字講座～ペン習字の基礎を学ぶ
日時 �4月10日・17日・24日いずれも火曜

日10時～11時30分(全3回)
定員 �15人〈申込制(先着)〉

ま な び の 広 場
日時 �4月14日～毎週土曜日10時～11時
対象 �新小3・4年生10人〈申込制(先着)〉

体幹を鍛えるピラティスエクササイズ
日時 �4月19日㈭・26日㈭いずれも10時～11

時30分(全2回)
定員 �20人〈申込制(先着)〉
ほか �託児4人〈申込制(先着)。3月25日㈰

まで〉

香川公民館
〒253-0082　香川1-11-1　
☎（54）1681　 （54）1681

かがわこもれびプラザ
①紙芝居広場②将棋の広場

日時 �3月24日㈯①13時30分～14時②13時
30分～15時30分

対象 �幼児～中
か め さ ん の お う ち

日時 �3月28日㈬10時～13時
内容 �0歳～未就学児の親子が楽しむフ

リースペース
あ そ び の 広 場
タマゴカラーアートとおはなし会

日時 �4月7日㈯13時30分～15時
対象 �小以下20人

か が わ 乳 幼 児 健 康 相 談
身体計測、栄養・育児相談

日時 �4月12日㈭13時30分～14時30分
ほか �母子手帳を持参

卓 球 開 放
日時 �4月13日㈮15時～17時
対象 �小以上の方

親 子 で の び の び リ ト ミ ッ ク
音を！リズムを！からだで表現

日時 �4月13日㈮・27日㈮いずれも10時～
11時30分

対象 �2日間参加できる1歳～4歳の子と保
護者10組〈申込制(先着)〉�

申込 �3月23日㈮～�

➡

申込すべて3月15日㈭～

➡

➡

申込すべて3月16日㈮～

➡

➡

申込すべて3月20日㈫～
➡

プ ロ グ ラ ミ ン グ 講 座
バースデイカードを作ろう

日時 �4月14日㈯10時～12時
対象 �小と保護者10組〈申込制(先着)〉
申込 �3月14日㈬～

￥ 街
ま ち

中
な か

で役立つ英会話
日時 �4月15日㈰・22日㈰いずれも13時～

15時
講師 �内藤真由美さん（M

メ イ

ay�E
イングリッシュ

nglish代表）
対象 �2日間参加でき中学生以上で英語の基

礎学力のある方10人〈申込制(先着)〉
申込 �3月16日㈮～

松林公民館
〒253-0018　室田1-3-2　　
☎（52）1314　 （52）1315

松林うたごえ広場～春のうたごえ
日時 �3月18日㈰10時～12時

こどもおはなし会～小学生向け
日時 �3月22日㈭15時40分～

子どもの広場～人形劇
日時 �3月24日㈯10時～11時30分

タッチコミュニケーション～スキン
シップについて育児セラピストとお話

日時 �4月4日㈬10時～12時
ほか �子連れ参加も可

￥ぴよぴよアトリエ～親子造形教室
日時 �4月11日㈬10時30分～12時
対象 �1歳～未就学児と保護者10組〈申込制

(抽選)〉
申込 �3月28日㈬～4月5日㈭

松 林 赤 と ん ぼ ク ラ ブ
のばせ健康寿命～健康体操とお話

日時 �4月13日㈮・26日㈭いずれも10時～
11時30分

定員 �30人〈申込制(先着)〉
申込 �講座前日までに

山 野 草 講 座
日時 �4月14日㈯10時～12時
内容 �ダイモンジソウの育て方と植え付け
定員 �20人〈申込制(先着)〉
申込 �3月20日㈫～

シ ネ マ 松 林
「欲望という名の電車」

日時 �4月14日㈯13時30分～16時
￥ 初 め て の 陶 芸 教 室

日時 �4月21日㈯、5月19日㈯いずれも13時～
16時

定員 �20人〈申込制(先着)〉
申込 �4月3日㈫～
ほか �託児6か月～未就学児5人〈申込制(先着)〉

マイクロバスで行くスケッチ基礎教室
日時 �4月24日㈫9時30分～15時
場所 �県立茅ケ崎里山公園
定員 �15人〈申込制(先着)〉
申込 �3月27日㈫～
ほか �松林公民館集合・解散

南湖公民館
〒253-0061　南湖6-15-1　
☎（86）4355　 （86）4355

ひだまり(子育てサポート)
日時 �3月23日㈮、4月13日㈮いずれも10時～�

14時
内容 �フリースペース、昼食可(持参)

絵 本 と お 話 の 時 間
日時 �4月14日㈯11時～11時40分

卓 球 開 放
日時 �4月14日㈯13時～16時

南湖公民館利用者説明会
日時 �4月14日㈯10時～11時30分

￥ アスレチックで遊ぼう
日時 �4月28日㈯8時30分～15時30分
場所 �フィールドアスレチック横浜つくし

野コース（横浜市緑区）
対象 �4月から小になる未就学児と小18人
〈申込制(抽選)〉

申込 �3月23日㈮～31日㈯
ほか �マイクロバスで送迎

￥チャレンジいけばなこどもの日
日時 �4月30日㈪10時～11時30分

講師 �松田光美さん(いけばな講師)
対象 �小以上の方15人〈申込制(先着)〉
申込 �4月3日㈫～

小和田公民館
〒253-0023　美住町6-20　
☎（85）8755　 （85）8788

小和田シネマランド～字幕・音声
ガイド付き映画「3泊4日、5時の鐘」

日時 �3月24日㈯13時30分～
定員 �50人〈当日先着〉
ほか �茅ケ崎北陵高校出身の三澤拓哉監督

ゲストトークあり。音声ガイド筆記
通訳サークル「虹」作成
ちびっこ広場～お絵かき、パネルシアター

日時 �4月10日㈫10時～11時30分
対象 �乳幼児と保護者

元気アップ！体操教室 3B体操
日時 �4月20日㈮10時～11時30分
定員 �20人〈当日先着〉

子どもの広場～アートなジャンボ名刺
づくりと手づくりマイクで自己紹介

日時 �4月21日㈯10時～11時30分
対象 �小以下

わ た し の イ チ 推 し！
内容 �おすすめの子ども向けの本を募集。

6月上旬から推薦文と推薦本を展示
申込 �5月31日㈭までに申込書(小和田公民

館で配布中)を持参

青少年会館
〒253-0045　十間坂3-5-37
☎（86）9961　 （86）9962

￥ 定期美術講座（前期）
日時 �4月7日～9月1日の毎月第1土曜日9時

～17時（全7回）
定員 �10人〈申込制（先着）〉

いろんなシャボン玉であそぼう
日時 �4月14日㈯14時～15時
対象 �小と保護者20人〈申込制(先着)〉

￥TOEIC スコアアップ講座
日時 �4月15日㈰・22日㈰いずれも10時30

分～12時
講師 �内藤真由美さん(May�English主宰)
対象 �18歳以上で英語リスニング・リー

ディング力向上を目指し、2日間参
加できる方16人〈申込制(先着)〉
こ ど も の 国

日時 �4月19日～2019年3月21日の原則毎月
第3木曜日13時～14時

講師 �中井宇多子さん(おはなしドロップ)
対象 �未就学児～小と保護者

青少年会館将棋クラブ
日時 �4月21日～2019年3月16日の原則毎月

第3土曜日10時～12時
講師 �鈴木稔さん
対象 �小～30歳の方各回15人〈申込制(先着)〉

チアリーディング教室
日時 �4月28日㈯10時～11時
講師 �茅ケ崎高校チアリーディング部
対象 �小・中30人〈申込制(先着)〉

海岸青少年会館
〒253-0055　中海岸3-4-1
☎（85）0942　 （85）0959

上手になろう リコーダー
日時 �4月7日～2019年3月23日の毎週土曜

日(8月は休講)①13時～14時15分②
13時45分～15時

場所 �福祉会館他
内容 �他の楽器との合奏も楽しむ
対象 �①小3年生②小4～6年生24人〈申込制

(先着)〉
申込 �3月16日㈮～

サザン・ウインド少年少女合唱団
日時 �4月7日～2019年3月16日の毎月第1・

3・5土曜日10時～11時30分(8月は休講)
場所 �福祉会館他
内容 �発声法、音譜の読み方などを学びなが

ら合唱を楽しむ

➡

申込すべて3月25日㈰～

➡

対象 �小・中24人〈申込制(先着)〉
申込 �3月16日㈮～

は ま か ぜ 囲 碁 教 室
日時 �4月14日～2019年3月23日の原則毎月

第2・4土曜日13時30分～15時30分
場所 �福祉会館他
内容 �基本から対局を学ぶ
対象 �小・中20人〈申込制(先着)〉
申込 �3月15日㈭～

親 子 ヨ ガ 体 験 教 室
日時 �4月14日㈯・21日㈯いずれも14時30

分～15時30分
場所 �ハマミーナまなびプラザ
対象 �3歳以上の子と保護者25組〈申込制(先

着)〉
申込 �3月18日㈰～

ジ ュ ニ ア 水 墨 画 教 室
日時 �4月28日～2019年3月23日の毎月第4

土曜日10時～12時(8月、12月、2019
年1月は休講。全9回)

場所 �福祉会館他
内容 �水墨画の基本から応用までを学ぶ
対象 �小3年生～高20人〈申込制(先着)〉
申込 �3月20日㈫～

図書館
〒253-0053　東海岸北1-4-55
☎（87）1001　 （85）8275

紙芝居けいちゃんと仲間たちin図書館
日時 �3月20日㈫11時～11時30分
対象 �小以下

ストーリーテリング講習会
卒業生によるおはなし会

日時 �3月25日㈰11時～・15時～�
対象 �小以下

お は な し 会 ① 小 学 生 向 け
②小さい子向け③赤ちゃん向け

日時 �①4月7日・14日・28日いずれも土曜
日15時～②4月11日㈬・25日㈬いず
れも15時～③4月18日㈬10時30分～
映画会①一般向け②子ども向け

日時 �4月14日㈯①9時30分～②14時～
内容 �①「モダン・タイムス」(日本語字幕)

②忍たま乱太郎の宇宙大冒険
￥楽しいフラワーデザイン
母の日のアレンジメント

日時 �4月24日㈫10時～12時
講師 �吉澤美智子さん(まなびの市民講師)
定員 �15人〈申込制(先着)〉
申込 �4月6日㈮～

音でたどるジャズ講座6
ジャズボーカルと演奏編

日時 �5月3日(木・祝)14時～16時30分　　
講師 �林宣

あきら

さん(茅ヶ崎ジャズクラブ)
定員 �60人〈申込制(先着)〉
申込 �4月11日㈬～

子ども読書の日企画～せかいに
ひとつだけの物語を書いてみ見よう

日時 �5月6日㈰13時30分～
内容 �ストーリー作成のワークショップ
対象 �小3年生以上15人〈申込制(先着)〉
申込 �3月23日㈮～

図書館香川分館
〒253-0082　香川1-11-1
☎（51）4946

映画会「ころわんとこいのぼり」
日時 �4月14日㈯14時～

お は な し 会
日時 �小さい子向け4月21日㈯14時～

美術館
〒253-0053　東海岸北1-4-45
☎（88）1177　 （88）1201

￥こうさくカフェ＋
プラス

 in ちがさき
カ フ ェ 風 の プ チ 工 作 教 室

期間 �4月28日(土)13時～17時
内容 �「ちょうちょ」と「カエル」のポスト

カードトイを制作
講師 �友近剛さん(トイスパイス代表)
ほか �費用500円

ち が さ き
◆�申込欄に詳細がないものは9時～（美術館は10時～）☎・来館で
◆￥があるものは有料
◆持ち物はお問い合わせください
◆小→小学生　㊥→中学生　高→高校生

4月の施設の休館日については8面をご覧ください

72018年（平成30年）3月15日号
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主な施設の の休館日4月
公民館、青少年会館、海岸青少年会館、
福祉会館、地域集会施設、文化資料館 2日・9日・16日・23日

図書館本館、図書館香川分館 2日・9日・16日・19日・23日

市民文化会館 2018年9月(予定)まで耐震補強、改修工事実施のため全館休館

美術館 1～7日・9日・16日・23日

ちがさき市民活動サポートセンター 18日

男女共同参画推進センターいこりあ 1日・8日・15日・22日・29日

勤労市民会館 23日

開高健記念館、茅ヶ崎ゆかりの人物館 1～13日・16日～19日・23～26日

スポーツ施設 9日

相　談　名 日　時　・　場　所
市民相談 月～金 8 時30分～17時

市
　民
　相
　談
　課

予
　
　
　
　約
　
　
　
　制

行政相談 第2・4水 13時～15時
市民安全相談／交通事故相談／防犯相談 月～木 9 時～17時
建築紛争相談 第3水 10時～16時
法律相談（同じ内容は1人1回のみ） 火・木 10時～15時30分
人権相談 第2金、第4火 13時～16時
税務相談 第1・3水、第4木 13時～16時
公証相談（遺言、大切な契約など） 第2月 13時～16時
不動産相談 第1・3金 13時～16時
分譲マンション管理相談 第2金 13時～16時

司法書士相談（不動産、商業登記など）
第2火 13時～16時
第2金 13時～16時　寒川町役場町民相談室☎（74）1111

暮らしと事業の相談（相続手続きなど） 第4月 13時～16時
多重債務法律相談 第1月、第2水、第4金 13時15分～16時15分
多重債務相談 月～金 8 時30分～17時

犯罪被害者等支援相談
職員 月～金 8 時30分～17時
ピア神奈川 第1・3水 10時～16時

消費生活相談
月～金 9 時30分～16時（消費生活センター）

月・木 10時～16時（受付は15時まで）
寒川町役場消費生活相談室☎（74）1111

予
約
制

消費生活法律相談 第2金 13時～16時（消費生活センター）

家計あんしん相談 第1・3木 11時～11時50分、13時15分～16時5分
（消費生活センター）

発明相談 第3金 13時～16時　市民相談室（受付＝産業振興課商工業振興
担当）

生活自立相談 月～金 8時30分～17時　生活自立相談窓口（分庁舎2階）

がんの相談 月～金 8時30分～17時　市立病院がん相談支援センター
市立病院☎（52）1111

相 談 窓 口 一 覧

　先ごろ、全国紙や週刊誌で茅ヶ崎の高齢者の生活環境や健康に関した
特集記事が掲載され注目を集めています。茅ヶ崎市民は健康な方が多い
可能性があり、医療費も安い傾向があると紹介されました。
　高齢者の虚弱化に詳しい東京大学高齢社会総合研究機構の飯島勝矢教
授は「虚弱化予防のためには、「運動」、「栄養」、「社会参加」が重要であり、
行政はその取り組みを推進する必要があります。その結果として、健康寿
命の延伸が図られ、医療費が低く抑えられると良いですね」と話しました。
　今回、高齢者などの「運動」、「社会参加」につながるサービスや事業を
紹介します。健康づくりや生きがいづくりを通し、生き生きとした生活
にお役立てください。

【高齢福祉介護課支援給付担当】】

楽しむことが大切
　高齢になると筋力や心身の
活力が衰えていきます。この
衰えを予防するには、誰かと一緒に出かけた
り、食事やスポーツを楽しむことが大切です。
　しっかりかんでよく食べ、継続的に体を動
かすことで、心も体も元気になります。自分
に合った活動を実践して健康長寿を目指して
いきましょう。
　茅ヶ崎市は、全国に先駆けてフレイル
チェック事業を実施しています。

東京大学 飯島勝矢教授

ジャンプで骨を強くする「あめふり」の動き

歌体操ねぼし（寝防止）
童謡を歌いながら体操
　虚弱化傾向の高齢者を対象
に、童謡10曲を歌いながら体操
します。市内12会場で毎月2回
1時間程度、無料で実施してい
ます。歌体操で歩幅が広がり、
下肢の筋力、バランス能力の
アップにつながります。

フレイルチェック
自分で気付いて早めに予防
　フレイルとは、高齢になって
筋力や心身の活力が低下した状
態のことをいいます。東京大学
が開発したプログラムで体や心
の健康状態を確認することがで
き、いつまでも健康に過ごすた
めのヒントが見つかります。

ちがさき体操
9種類の運動を楽しく
　市オリジナルの健康づくり・介護予防のた
めの体操で、背伸びやスクワットなど9種類
の運動の間に足踏みを入れ、ストレッチ、筋
力トレーニング、バランストレーニング、有酸
素運動などを効率的に運動できます。釣りや
相撲の動きを取り入れた動きはユニークで、
若い方から高齢者まで楽しく運動できます。

動画は
YouTubeで
見ることが
できます。

運動で健康に

生きがいづくり
老人クラブ
仲間と楽しく活動
　市内には2017年4月1日現在で
92の老人クラブがあり、老後の生
活を健全で豊かなものにするため
に、学習・教養活動、健康増進のた
めの活動、レクリエーション、地域
との交流活動を行っています。年
に数回の親睦バス旅行には、毎年
多くの方が参加しています。

高齢者のための
優待サービス事業
街に出るきっかけづくりに
　シニアのみなさんが街に出かけ、健康
の増進や趣味などのきっかけづくり、コ
ミュニケーションづくりなど、生き生き
と楽しく豊かな生活を送れるように支
援することを目的としています。2018
年2月1日現在、162店舗にご協力いた
だき、さまざまなジャンルで優待が受
けられます。お近くの協賛店舗でお買
いものがてらにお散歩しませんか。

高齢者が

手先を動かす折り紙や、はつ
らつと声を出す朗読、茅ヶ崎
らしいフラダンスなど多くの
教室で、楽しく活動しています。
バス旅行では、みんなでゆっ
くり温泉につかり親睦を深め
ています。

健康で
生きがいを
持って

老人クラブ連合会会長
柏崎周一さん

　市ホームページ(スマートフォン対応)では、地元の
企業・商店などの活性化や自主財源の確保を目的に有
料広告を募集しています。トップページへのアクセス
は月約6万8000件を超え、市民を中心に多くの方にご
利用いただいております。御社のPR、ホームページの
アクセス増加にぜひバナー広告をご利用ください。

トップページ下部バナー広告欄のほか、
右上のバナー広告欄にランダムに表示

市ホームページへ掲載する有料広告を募集！

空き状況や申し込み方法など詳細は☎でお問い
合わせください。
　　　　　　　　　　　【秘書広報課広報担当】

広告掲載位置

費用　1枠分月2万円

生活できるまち
生き生き

ちがさき体操
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人　口▶	 240,934人	 （前月比17人減）

世帯数▶	100,559世帯	 （前月比15世帯増）
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