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2018年（平成30年）9月15日号

No.1102
◆

欄に詳細がないものは 問合 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

立正大学デリバリーカレッジ


日時 1
 0月①16日②23日③30日いずれも火曜日14時～16時
場所 市役所本庁舎会議室5
ことわざ

内容 ①先人の知恵から諺に学ぶ②江戸のものづくり③

「遠野物語」
と動物
講師 ① 福岡義隆さん(名誉教授)②大塚昌利さん(名誉
教授)③三浦佑之さん(元文学部教授)
定員 50人
〈申込制(先着)〉
申込 9月18日㈫～☎で
問合 文化生涯学習課生涯学習担当
民俗資料館
「旧藤間家住宅」
見学会

国登録有形文化財の主屋内を案内
日時 10月21日㈰10時～11時30分・14時～15時30分
定員 各25人
〈申込制(先着)〉
申込 10月20日㈯までに☎で
問合 文化資料館☎(85)1733
初心者のうたごえ教室～初心者・楽譜

の読めない方歓迎
日時 10月25日、11月1日・15日・29日、12月6日いずれ
も木曜日13時30分～15時(全5回)
場所 老人福祉センター
対象 市内在住で60歳以上の方30人
〈申込制(抽選)〉
申込 10月11日㈭(必着)までに往復はがきに講座名、住
所・氏名・年齢・電話番号を記入し、〒253-0044
新栄町13-44茅ヶ崎市老人クラブ連合会へ
ほか 費用1500円
問合 茅ヶ崎市老人クラブ連合会☎(58)5281

生活

青空ヨガ教室

①誰でもヨガ②親子ヨガ
日時 9月20日㈭10時～・11時15分～
場所 県立茅ケ崎里山公園
講師 真理子さん(健康運動指導士)
対象 ①20人②親子15人
〈いずれも申込制(先着)〉
申込 9月19日㈬までに☎で
ほか 費用400円
問合 県立茅ケ崎里山公園☎(50)6058
9月21日㈮～30日㈰は
秋の全国交通安全運動期間
「夕暮れ時と夜間の歩行中・自転車乗車中の交通事
故防止」
、
「全ての座席のシートベルトとチャイルド
シートの正しい着用の徹底」
、
「飲酒運転の根絶」
、
「二
輪車・自転車の交通事故防止」の4点を重点にした秋の
全国交通安全運動を実施します。
「安全は 心と時間の
ゆとりから」
、
「高齢者 模範を示そう 交通マナー」
をス
ローガンに一人一人が交通安全意識を高め、交通事故
防止を徹底しましょう。
問合 安全対策課安全対策担当
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 9月26日㈬10時～16時
場所 市役所本庁舎市民ふれあいプラザ
申込 9月25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
市技能者表彰式～職種の向上
発展に寄与した方を表彰
10月1日㈪10時から市役所分庁舎コミュニティホー
ルで、同じ職種に従事し優れた技能や技術によって、
その職種の向上発展に寄与した方への表彰を行いま
す。当日は茅ヶ崎飲食店組合、茅ヶ崎菓子組合による
技能披露や飲食もご用意していますので、ぜひお越し
ください。
問合 雇用労働課雇用労働担当
全国一斉法務局休日相談所を開設～相続登記、
戸籍、国籍、人権問題、遺言等に関する相談
日時 10月7日㈰10時～16時
場所 横浜第2合同庁舎(横浜市中区北仲通)
申込 10月5日㈮までに☎で
〈申込制〉
ほか 法務局職員、公証人、司法書士、土地家屋調査士、
人権擁護委員が相談対応
問合 横浜地方法務局総務課☎045(641)7461
食育調理実習セミナー～秋野菜をおいしく食べ

る料理(もち米を使ったシュウマイなど)を作る
日時 10月11日㈭10時～13時
場所 ハマミーナまなびプラザ調理室
講師 加藤イセ子さん(まなびの市民講師)

対象 2
 0歳以上の方15人
〈申込制(先着)〉
申込 9月18日㈫～☎090(2202)6416加藤へ

時～21時(土・日曜日、祝日を含む)。なお、調査内容は、
統計の作成以外の目的に使用することはありません。
問合 行政総務課統計担当

ほか 費
 用1000円
問合 文化生涯学習課生涯学習担当

手ぬぐい・ふろしき包み方教室


日時 1
 0月13日㈯14時～16時
場所 茅ヶ崎商工会議所
エアリー

まちづくり

都市計画の案の縦覧・意見書の提出


期間 9
 月20日㈭～10月4日㈭
場所 市役所都市計画課

ワ ー ク ス

講師 森
 ゆりこさん(airyworks主宰)
定員 30人
〈申込制(先着)〉

申込 1
 0月5日㈮までに☎で
ほか ふろしきを持参(ちがさき風呂敷の販売あり)

問合 茅ヶ崎ゆかた実行委員会(茅ヶ崎商工会議所内)☎

内容 生産緑地地区の変更および下水道法改正に伴う都

市計画下水道の決定(変更)

対象 市
 内在住の方と利害関係人
ほか 意見書は期間内に持参(10月4日(消印有効)までに

(58)1111
〒253-8686茅ヶ崎市役所都市計画課へも可)
問合
都市計画課計画担当
まなびの市民講師自主企画講座

こころとからだを癒すアロマセラピー
特定生産緑地制度に関する説明会

日時 10月17日㈬13時～15時
場所 ハマミーナまなびプラザ会議室
日時 ①9月22日②10月27日③11月10日いずれも土曜日
内容 ア ロマセラピーの基礎(精油の使い方、ヒーリン
10時～(予約不要)
場所 ①松林公民館②鶴嶺公民館③市役所本庁舎会議室1
グ効果など)を学び、香りのスプレーを作る
講師 臼井和佳子さん(まなびの市民講師)
対象 生産緑地の所有者
対象 小学生以上の方15人
ほか 駐車台数に制限あり。公共交通機関の利用を
〈申込制(先着)〉
申込 9月18日㈫～☎080(4150)3678臼井へ(氏名・連絡先
問合 都市計画課総務担当
を記入し、 usutosei@jcom.zaq.ne.jpも可)
鶴嶺東地区「防災
“も”
まちづくりシンポ

ほか 費用800円
ジウム」
問合 文化生涯学習課生涯学習担当
日時 9月29日㈯9時30分～12時30分
場所 鶴嶺公民館
新しいオトナ世代セミナー
「59歳からの
スポーツとヘルスケア」
内容 基調講演、ワークショップ取組報告、円卓会議など
日時 10月27日㈯10時～12時
講師 加藤孝明さん(東京大学生産技術研究所准教授)
場所 市役所分庁舎コミュニティホール
問合 都市政策課都市政策担当
講師 齋 藤義信さん(慶應義塾大学大学院健康マネジメ
ント研究科助教)
対象 50歳以上の方60人
〈申込制(先着)〉
教育委員会の非常勤嘱託職員
学校給食調理員
申込 10月26日㈮までに☎で(住所・氏名・年齢・電話
HP
対象
18歳～54歳の方(定年は60歳、高校生不可)
番号を記入し、 (87)8118または市 も可)
問合 企画経営課長寿社会推進担当
待遇 日額5445円。給食が実施される日に週5日(年間約
185日)、原則8時30分～15時に市立小学校、学校
まなびの市民講師自主企画講座
ふれあい&生きがい快楽食堂開店
給食共同調理場で勤務
日時 11月5日㈪、12月3日㈪いずれも10時～14時30分
採用 登録は申し込み後1年間とし、欠員が生じた場合
場所 男女共同参画推進センターいこりあ
に連絡・選考して雇用
内容 創 作料理(スパゲッティ、混ぜごはん、お吸い物
申込 随 時。申込書(市役所教育総務課・職員課・市政
など)を作り、包丁研ぎで交流を楽しむ
情報コーナーで配布中。市 HP で取得も可)を本人
講師 齊藤祐治さん(まなびの市民講師)
が持参
対象 20歳以上の方各20人〈申込制(先着)〉
問合 教育総務課総務担当
申込 9月18日㈫～はがきに住所・氏名・電話番号を記入し、
市特別支援教育相談員
特別支援教育相談
〒253-0021浜竹4-3-41齊藤祐治へ( folkart-youwa@
内容 市立小・中学校に通う特別な配慮が必要な児童・
themis.ocn.ne.jpも可)
ほか 費用各回1000円
生徒や保護者、教員からの相談対応や助言など
問合 文化生涯学習課生涯学習担当
人数 若干名
対象 臨床心理士の資格を有し、発達障害などへの専門
11月18日㈰は茅ヶ崎駅前市民窓口
センターが臨時休館
性がある方
待遇 日額2万3000円、交通費は別途支給。原則として月
市役所の電気設備点検のため、11月18日㈰は茅ヶ崎
駅前市民窓口センターは臨時休館します。隣接する市
～金曜日の9時～17時までの7時間、年間144日程度
採用 2019年4月～2020年3月(更新可)
民ギャラリーは開館しますが、証明書発行等の市民窓
申込 10月1日㈪～15日㈪に申込書(市役所学校教育指導
口センターの業務は行えません。
問合 市民課戸籍住民担当
課で配布中。市 HP で取得も可)を本人が持参
ほか 申込時に面接日(10月中)を指定、小論文試験を実施
不用品バンク(8月29日現在)

問合 学校教育指導課指導担当☎(82)1111
(2019年3月で終了)
不用品バンクは、無料のみ対象。市 HP 参照
(敬称略)
〈ゆずります〉
チャイルドシート▷下駄▷介護用ベッド▷
ベッド▷スケート刃付き靴▷登山靴▷機織り機▷ジグ
〈市へ〉▷武貞敦子＝土地▷ちがらじ＝4100円▷株式会
社伊藤園＝3万1012円▷株式会社ジャパンビバレッジ
ソーパズル用額ぶち▷車いす
〈ゆずってください〉
松浪中
ホールディングス＝3万4260円▷株式会社ダンク＝書籍
学校女子制服
問合 市民相談課消費生活センター
〈市民活動げんき基金へ〉(6月1日～7月31日)▷有限会社
ハスキー企画＝計12回総額3万5300円▷湘南童謡大楽
平成30年住宅・土地統計調査にご協力を

内山喜代子＝1万円▷特定非営利活動法人ＮＰＯサポート
10月1日を基準日として総務省が実施する平成30年住
ち が さ き ＝7220円 ▷ 錦 織 弘 ＝5000円 ▷ 歌 声 サ ロ ン
宅・土地統計調査は、住宅とそこに居住する世帯の居
「チーパッパ」＝2600円▷2018年度実施協働推進事業及
住状況、世帯の保有する土地等の実態を把握し、その
び市民活動げんき基金補助事業実施報告会設置募金箱
現状と推移を明らかにする調査です。調査結果は、国
＝8720円
や地方公共団体の住宅関連施策等のほか、学術研究等
〈緑のまちづくり基金へ〉
▷ダイドービバレッジサ―ビ
に幅広く利用されます。あらかじめ総務省が選定した
ス株式会社＝4万4954円▷公益社団法人神奈川県宅地
市内305区域の中から、統計理論に基づいた方法で無作
建物取引業協会湘南支部＝3万円▷池田尚子＝1万円▷
湘南新聞販売株式会社＝10万円▷福岡洋美＝7万円▷
為に選定された世帯に、9月10日㈪から
「調査員証」
を携
アルバックテクノ株式会社＝4616円▷chigasaki0467
帯した調査員が、インターネット回答や郵送で提出で
＝4560円▷新 宿 自治会草遊会＝1210円▷FVジャパン株
きる調査票をお配りします。ご不明な点は住宅・土地
式会社＝計2回、計1万2965円▷三浦信明＝1万円▷茅ヶ
統計調査コールセンター☎0570(78)3939にお問い合わ
崎自然連合＝1万6049円▷中島典章＝1万円
せください(IＰ電話･ＰHSは☎03(5539)5230へ。※ 通話料
〈社会福祉協議会〉
▷匿名＝2000円、5000円
金がかかります)。設置期間は9月1日㈯～10月26日㈮8
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広報紙へのご意見・ご感想を 広報ちがさきをより良いものにしていくため、みなさんからのご意見・ご感想をお聞かせください。市 HP 内
「広報ちがさき」
の
「広報ちがさきア
ンケートフォーム」
からお寄せください。

