
�クラブ対抗陸上競技会
日時 �7月29日㈰9時～(雨天決行。荒天延期8月5日㈰)
場所 �柳島スポーツ公園総合競技場
対象 �市内在住・在勤・在学で15歳以上の方〈申込制。

寒川高校の生徒も可〉
申込 �7月1日㈰～4日㈬(必着)に申込書(市HPで取得可)を

〒253-0084円蔵2-6-29小室誠一へ
ほか �費用1種目500円(茅ヶ崎陸上競技協会登録者・高

校生は300円)、リレー1チーム700円
問合 �茅ヶ崎陸上競技協会☎090(1863)7284小室

�
無料ジュニアテニス教室
①幼児の部②小学生の部

日時 �①7月31日～9月25日の毎週火曜日15時40分～16時
40分②7月30日～9月24日の毎週月曜日16時～17時
10分(いずれも全9回)

場所 �湘南インドアテニスクラブ
対象 �①3歳～6歳(小学生を除く)②7歳～12歳(中学生を

除く)各24人〈いずれも申込制(抽選)〉
申込 �7月11日㈬(消印有効)までに往復はがきに住所・

氏名(ふりがな)・電話番号・年齢(学年)・性別、
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川又

�
スタンドアップパドルサーフィン
体験教室　

日時 �8月4日㈯8時30分～9時30分�・10時～11時(予備日8
月18日㈯)

場所 �茅ヶ崎海岸ヘッドランド付近
対象 �市内在住・在勤の小学生と保護者各回5組〈申込制

(抽選)〉
申込 �6月30日㈯9時45分～10時に総合体育館第2会議室

で整理券を配布(1人1枚、代理人可)
ほか �費用1組3500円(保険料、ボードレンタル料込み)
問合 �総合体育館☎(82)7175

�
市総合体育大会～バレーボール競技
小学生の部

日時 �8月5日㈰8時30分～
場所 �総合体育館
対象 �市内在住・在学の小学5年生以下の女子、小学6年

生以下の男子・女子で構成されたチーム、または
茅ヶ崎小学生バレーボール連盟に登録されたチー
ム〈申込制〉

申込 �7月20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 �7月27日㈮18時30分～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

�
市総合体育大会～バレーボール競技
一般の部(6人制。一般男子・女子)

日時 �8月19日㈰9時～
場所 �総合体育館
対象 �市内在住・在勤・在学で15歳以上の方で構成され

た6人制チーム〈申込制。中学生不可〉
申込 �6月15日㈮～8月2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 �8月3日㈮18時30分～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

�
市民チャレンジジュニアテニス大会
男女シングルス

日時 �8月20日㈪・21日㈫(予備日8月22日㈬・23日㈭)
場所 �柳島スポーツ公園庭球場
内容 �10歳以下(男女混合)、12歳以下、中学生、高校生
対象 �市内在住・在学または茅ヶ崎市テニス協会加盟団

体所属の小学生～高校生64人〈申込制(先着)〉
申込 �7月30日㈪18時(必着)までに申込書(市HPで取得可)

を〒253-0082香川7-12-1湘南ローンテニスクラブ
内「チャレンジジュニアテニス大会」係へ�

ほか �費用1人2000円
問合 �茅ヶ崎市テニス協会☎080(4721)7421岩村

�
屋内温水プール夏季は混雑のため
車での来場時は混雑予測の利用を

　夏季は駐車場が混雑します。お車でお越しの際には、
屋内温水プールHPの混雑予測をご活用ください。また、
徒歩・自転車でご来場の方には、抽選でオリジナルグッ
ズが当たるポイントカードを配布します。
問合 �屋内温水プール☎(84)1144

福祉
�
障害児者サポーター入門講座
障害児者の理解と接し方を学ぶ

日時 �7月2日㈪・3日㈫・19日㈭いずれも10時～12時
場所 �茅ヶ崎市社会福祉協議会
定員 �30人〈申込制(先着)〉
申込 �6月25日㈪までに☎で(住所・氏名・年齢・電話番

号を記入し、 (85)9651または shougai-center
　　@shakyo-chigasaki.or.jpも可)
ほか �7月4日㈬～18日㈬のいずれかに茅ケ崎養護学校・

市内障害児者施設で実習あり
問合 �茅ヶ崎市社会福祉協議会障害者生活支援セン

ター☎(85)5520

�
正しい知識を持って地域で支える
認知症サポーター養成講座

日時 �7月5日㈭14時～16時
場所 �市役所本庁舎会議室1
講師 �大木教久さん（大木医院院長）他
対象 �市内在住・在勤の方50人〈申込制（先着）〉
申込 �6月29日㈮までに☎で
ほか �受講された方にはテキストとオレンジリングを贈呈
問合 �高齢福祉介護課支援給付担当

�
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。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(7月) 時間 場所

3日㈫ 10時～12時 パルバル湘南スポーツクラブ※

4日㈬
10時～12時 福祉会館

14時～16時 青少年会館

5日㈭ 10時～12時 茅ヶ崎地区コミュニティセンター

6日㈮ 10時～12時 小和田公民館

8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 松林ケアセンター※

10日㈫ 14時～16時 ハマミーナまなびプラザ体育室※

11日㈬ 10時～12時 鶴嶺西コミュニティセンター

12日㈭

10時～12時 さがみ農協茅ヶ崎ビル

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※

15日㈰ 10時～12時 茅ヶ崎たすけあいひろばぽかぽか※

18日㈬
10時～12時 浜須賀会館

10時～12時 小和田地区コミュニティセンター※

19日㈭
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㈮ 14時～16時 高砂コミュニティセンター

24日㈫
10時～12時 萩園いこいの里

10時～12時 コミュニティセンター湘南

25日㈬ 14時～16時 鶴嶺公民館

26日㈭ 10時～12時 しおさい南湖

27日㈮

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※

※�印の会場は上履きを持参

�
介護予防講演会「笑いヨガ」
笑いの健康体操を体験しよう

日時 �7月10日㈫14時～15時30分
場所 �市役所本庁舎会議室1
講師 �大澤美

よし

實
み

さん(笑いヨガティーチャー)
対象 �市内在住で65歳以上の方30人程度〈申込制(先着)〉
申込 �6月15日㈮～7月9日㈪に☎で
問合 �高齢福祉介護課支援給付担当

�「3泊4日、5時の鐘」字幕付き映画上映会
日時 �7月14日㈯13時～・17時30分～(45分前開場)

場所 �ラスカ茅ヶ崎ホール
内容 �聴覚障害者とともに茅ヶ崎を舞台にした字幕付き

邦画を鑑賞。1回目終了後監督のトークあり　
定員 �各回60人〈申込制(先着)〉
申込 �6月15日㈮～☎で(氏名・連絡先、希望する時間を

記入し、 (88)6950または chigasaki.niji@gmail.
comも可)

ほか �手話・要約筆記あり。市民活動げんき基金補助事業
問合 �筆記通訳サークル「虹」☎(88)6950木下

�家族介護教室「終活講座～今だから出来るお片づけ」
日時 �7月18日㈬10時～12時
場所 �松林公民館
講師 �古川めぐみさん(アメイジー株式会社)
定員 �20人〈申込制(先着)。介護している方優先〉
申込 �6月15日㈮～7月13日㈮に☎で
問合 �松林地区地域包括支援センターくるみ☎(50)0341

�
介護予防講演会「ポールウオーキングで
健康寿命を延ばそう」

日時 �7月20日㈮9時30分～11時30分
場所 �中央公園（雨天時は総合体育館）
講師 �杉浦伸郎さん(日本ポールウォーキング協会代表

理事)
対象 �市内在住で65歳以上の方30人〈申込制(先着)〉
申込 �6月15日㈮～7月13日㈮に☎で
ほか �ポールレンタル代300円。運動制限のある方は参

加不可。総合体育館に集合
問合 �高齢福祉介護課支援給付担当

�
夏休みおやこ手話教室～手話とは
あいさつ、指文字、自己紹介、ゲーム

日時 �7月23日㈪～27日㈮10時～11時30分
場所 �茅ヶ崎市社会福祉協議会
対象 �小学生の親子30人〈申込制(先着)〉
申込 �7月20日㈮までに☎で
ほか �託児〈申込制。7月9日㈪～〉
問合 �茅ヶ崎市社会福祉協議会☎(85)9650

�
長年にわたり社会発展に寄与した方へ
「御長寿祝賀会」を開催

日時 �10月5日㈮14時30分～16時
場所 �市役所本庁舎市民ふれあいプラザ
対象 �8月31日現在で本市に住民登録があり、9月15日現

在で100歳以上の方〈申込制。付き添い可〉
申込 �6月29日㈮までに市より送付した通知「御長寿祝賀

会及び表敬訪問の事前調査のお願い」に同封の「調
査表」を市役所高齢福祉介護課へ

問合 �高齢福祉介護課生きがい創出担当

�運転ボランティア募集
　車いすのまま乗り降りできる車(ハンディキャブ)を
運転するボランティアを募集しています。ご都合を相
談しながら活動予定を決めますので、無理なく活動し
ていただけます(月1回の活動も可)。
問合 �茅ヶ崎市社会福祉協議会☎(85)9650

採用・人事
�
教育委員会の非常勤嘱託職員
学校給食調理員

対象 �18歳～54歳の方(定年は60歳、高校生不可)
待遇 �日額5445円(給食が実施される日で、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)

採用 �登録期間は申し込み後1年間とし、欠員時に連絡・
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
が持参

問合 �教育総務課総務担当

�
選挙管理委員会の臨時職員登録者①選挙準備
②不在者投票③期日前投票④当日投票

対象 �18歳(高校生も可)～65歳程度の方
待遇 �①②市役所勤務③市内各期日前投票所勤務④市内

各投票所勤務いずれも時給970円(1勤務につき7時
間45分を超える分は時給125％）

採用 �2020年3月31日までの登録とし、選挙事務が発生
した時に選考して採用

申込 �申込書(市役所選挙管理委員会事務局で配布中。
市HPで取得も可)を本人が持参

ほか �高校生は保護者と学校の許可が必要
問合 �選挙管理委員会事務局選挙担当

◆ 　　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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【お詫びと訂正】　�本紙6月1日号7面に掲載の「初心者社交ダンス講習会」の記事の中でお問い合わせ先に誤りがありました。お詫びして訂正いたします。
　　　　　　　　正しくは☎090(4126)7905横田です。� 【スポーツ推進課推進担当☎(82)7136】


