
リトルアポロンズ

【ちがさき市民活動サポートセンター☎(88)7546】

活動日　土・日曜日、祝日
場所　室田小学校グラウンド、円蔵スポーツ広場
問合 ☎090(2438)9937依田、 shounan.m325@docomo.ne.jp

　軟式少年野球チームのリトルアポロンズは青少年の育成と
団体生活のルールを学ぶことを目的に、室田小学校をホーム
グラウンドとして活動しています。

全力プレーが信条

　チーム方針は、礼儀(あいさつ、エチケット)、元気(大きな声でハキハキと)、団
結(思いやり)、成長(日々の努力)。これらの思いを大切に、年中～小学5年生まで
26人(女子2人含む)が汗を流しています。野球の他にキャンプ、ボウリング大会、
芋掘り、勉強会などのイベントも開催し、楽しくクラ
ブ活動をしています。子どもたちは学年の区別なく仲
が良く、指導者と保護者の意見交換の場もあります。
それぞれの立場から、全力プレーで魅力あるチームづ
くりをしています。
　見学・体験は、保護者同伴で随時受け付けています
( に活動スケジュールを掲載)。

リトルアポロンズ

依田政司代表

市少年野球大会2部で優勝

訪問型サービスAに従事するために必要な研修
　市では昨年4月から、従来の介護保険サービスの介護予防訪問介護から移行し
た「訪問型サービスA」(身体介護を含まない生活援助サービス)を実施しています。
この研修は、訪問型サービスAを実施する市内介護事業所で働くために必要な研
修で、「未経験だけど訪問介護などの仕事に興味がある」方を対象に実施します。
 【高齢福祉介護課支援給付担当】

介護予防・日常生活支援総合事業担い手研修
介護を地域で支え合う

介護予防・日常生活支援総合事業担い手研修
　講座修了後は、利用者の居宅で調理、掃除、洗濯な
どの生活援助の仕事ができます。
日時　11月10日㈯・11日㈰
　　　いずれも9時～16時30分（全2回）
場所　勤労市民会館
対象　高校生以上の方30人〈申込制〉
申込　 9月14日㈮～10月15日㈪に申込書（市 で取得可）を〒253-0084円蔵1377-2

一般社団法人茅ヶ崎介護サービス事業者連絡協議会事務局へ（ 050
（5837）1484も可）

ほか　11日の研修終了後に訪問型サービスAの事業所説明会を開催
問合　（一社）茅ヶ崎介護サービス事業者連絡協議会事務局☎070（1261）7738

このバッジを付けて
活動している

（6面へ続く）

ほか �10月5日㈮に個別面談。報酬なし
問合 �障害福祉課障害者支援担当

�
こころを聴き、こころに寄り添う傾聴講座
傾聴の基本を学ぶ

日時 �10月29日、11月5日・19日、12月3日いずれも月曜
日9時30分～12時(全4回)

場所 �市民文化会館
講師 �鈴木しげさん(ＮＰＯ法人シニアライフセラピー研究

所理事長)　
定員 �30人〈申込制(先着)〉
申込 �10月22日㈪までに☎で(住所・氏名・電話番号を

記入し、 (52)8361または saitosanchi822@ya
hoo.co.jpも可)

ほか �費用3000円(4回分)
問合 �地域のお茶の間研究所さろんどて☎080(6529)2707

大森

�「いきいき脳の健康教室」で認知症予防
日時 �11月～2019年3月の毎週木曜日(1月3日、3月21日

を除く)①10時15分～10時45分②11時～11時30分
③13時30分～14時④14時15分～14時45分(初日は
①②9時30分～、③④は13時30分～。最終日はい
ずれも9時30分～)

場所 �茅ヶ崎シルバー人材センター
内容 �脳の活性化を目的とした「読み・書き・計算」など

の脳のトレーニングを実施
対象 �以下の全てに該当する方各回16人〈申込制(抽選)〉

○市内在住でおおむね65歳以上○1人でも教室に
通える○認知症の診断を受けていない○毎週教室
への参加と毎日10分程度の自宅学習が可能

申込 �10月15日㈪までに☎で(申込書(市役所高齢福祉介
護課などで配布中。市HPで取得も可)を持参も可)

ほか �費用1万1800円(月額2360円×5か月分)
問合 �高齢福祉介護課生きがい創出担当

産業・雇用
�果樹持寄品評会ぶどう・梨の部入賞者

　8月20日に茅ヶ崎市果樹持寄品評会(ぶどう・梨の部)
がさがみ農協茅ヶ崎ビルで開催され、入賞者が次のと
おり決まりました(敬称略)。
〈ぶどう〉優等賞=小西利章(西久保)、一等賞=鈴木貴央
(西久保)�〈梨〉優等賞=三堀市郎(西久保)、石井範子(西
久保)、三堀剛史(西久保)
問合 �農業水産課農業担当

�2019・2020年度競争入札�参加資格定期申請
申込 �10月1日㈪～11月30日㈮にかながわ電子入札共同

システムHPで申請し、12月3日㈪(消印有効)まで
に各団体へ必要書類を送付

ほか �詳細はかながわ電子入札共同システムHP参照
問合 �契約検査課契約担当

�組織に活力を呼ぶ会議のやりかた講座
日時 �10月13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 �9月20日㈭～10月12日㈮に☎で(勤労市民会館HPも可)
問合 �勤労市民会館☎(88)1331

�
第63回畜産まつり～市内の乳牛を間近で
見よう

日時 �10月13日㈯10時～14時(荒天中止)
場所 �県立茅ケ崎里山公園
内容 �乳牛のコンテスト、子牛、羊、山羊とのふれあい

体験。地場野菜、アイス、豚汁などの販売他
問合 �農業水産課農業担当

�
女性のための起業セミナー3
フェイスブックの有効活用講座

日時 �10月18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 �9月20日㈭～10月17日㈬に☎で(勤労市民会館HPも可)
問合 �勤労市民会館☎(88)1331

�
仕事と生活の調和とは？
ワーク・ライフ・バランスを知る講座

日時 �10月20日㈯9時30分～12時
場所 �勤労市民会館
対象 �就職中、就職活動中の方20人〈申込制(先着)〉
申込 �9月20日㈭～10月19日㈮に☎で(勤労市民会館HPも可)
問合 �勤労市民会館☎(88)1331

�
アロマを楽しみながら学ぶ
和室での所作マナー講座

日時 �10月27日㈯14時～16時
場所 �勤労市民会館
対象 �就業中、就職活動中の女性で、正座ができる方10

人〈申込制(先着)〉
申込 �9月20日㈭～10月26日㈮に☎で(勤労市民会館HPも可)
ほか �費用500円
問合 �勤労市民会館☎(88)1331

保険・年金
�
他の健康保険(健保)との重複加入者は
国民健康保険(国保)をやめる届出を

　市の国保に加入している方が勤務先など他の健保に
加入した場合、国保をやめる届出を行う必要がありま
す。届出を行わないと重複して保険に加入している状
態となり、不要な保険料を納め続けることになります
ので、ご注意ください。届出には勤務先などの保険証
(該当者全員分)、国民健康保険証(該当者全員分)、印鑑
(朱肉を使うもの)、マイナンバーを確認できる書類が
必要です。
問合 �保険年金課保険料担当

文化・歴史
�
日本文学朗読会～加能作

さ く

次
じ

郎
ろ う

�作「幸福の
持参者」、渡辺温

お ん

�作「或
あ

る母の話」
日時 �9月25日㈫11時～
場所 �ハスキーズギャラリー
講師 �里村由美さん、椿野枝さん(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

�
市史講座「高田畊

こ う

安
あ ん

と勝海舟」～晩年の
勝海舟の生き方と人脈から関係を探る

日時 �9月29日㈯10時～12時
場所 �太陽の郷(旧南湖院)
講師 �大島英夫さん(市史編集員)
定員 �80人〈申込制(先着)〉

申込 �9月28日㈮までに☎で
問合 �文化生涯学習課市史編さん担当

�
ピアノ（ヤマハC７Ｘ）弾き込みボランティア募集
湘南舞台芸術振興協会寄贈のピアノで演奏

日時 �10月2日㈫～4日㈭10時～17時のうち2時間まで
場所 �市民文化会館練習室1兼ミニホール
対象 �大学でピアノを専攻された方〈申込制（先着）。学生可〉
申込 �9月18日㈫～☎で
ほか �入室は2人まで。ピアノを傷める演奏は不可
問合 �文化生涯学習課文化推進担当

�
市民文化会館のリニューアル記念
グランドピアノ寄贈記念コンサート

日時 �10月6日㈯11時～12時（10時30分開場）
場所 �市民文化会館練習室1兼ミニホール
内容 �湘南舞台芸術振興協会から寄贈されたグランドピ

アノ（ヤマハＣ7Ｘ）でのコンサート
定員 �50人〈当日先着〉
ほか �須

す

江
え

太郎さん（ピアニスト）演奏
問合 �文化生涯学習課文化推進担当

�市民文化祭～10月の催し物
日時 �10月6日㈯～28日㈰
場所 �市民文化会館
ほか �11月の催し物は広報ちがさき10月1日号に掲載
舞台部門

�行�　�事�　�名 日　　程 場所
(文化会館)�

①会館新装落成記
念公演「とうとう
たらり」
②紙芝居と朗読の
会

10月8日(月・祝)

①10時～
13時10分

②15時～17時

大ホール

練習室1

謡曲大会 10月8日(月・祝) 11時～16時 小ホール

秋のコンサート 10月21日㈰ 13時～16時30分 小ホール

日舞大会 10月27日㈯ 10時30分～16時 大ホール

茅ヶ崎お囃子まつ�
り 10月28日㈰ 10時30分～

15時30分 小ホール

合唱のつどい 10月28日㈰ 12時15分～
18時30分(予定) 大ホール

展示部門

工芸造形展(公募)
10月6日㈯
～8日(月・祝)
10月9日㈫

10時～17時

10時～16時
展示室

華道展 10月20日㈯
10月21日㈰

10時～17時
10時～16時 展示室

美術展
10月25日㈭
10月26日㈮・

27日㈯
10月28日㈰

13時～17時
10時～17時

10時～16時
展示室

文芸部門

短歌大会 10月8日(月・祝) 13時～16時30分 大会議室

写真展
・�鎌倉の寺院と小
田原の文化を訪
ねる
・中島の歴史

10月9日㈫
10月10日㈬
～12日㈮

10月13日㈯

13時～16時
10時～16時

10時～12時

市役所本庁
舎市民ふれ
あいプラザ

俳句大会 10月14日㈰ 9時～17時 大会議室

問合 �文化生涯学習課生涯学習担当

【お詫びと訂正】　�広報ちがさき8月15日号4面に掲載の「茅ヶ崎ゆかりの人物たち」の記事中の読み方に誤りがありました。お詫びして訂正いたします。
　　　　　　　　誤�萬

まん

松
しょうえん

園　正 萬
ば ん

松
しょうえん

園【文化生涯学習課市史編さん担当】

52018年（平成30年）9月15日号
No.1102


