
（4面へ続く）

�
①南湖ふれあいまつり②茅ヶ崎地区コ
ミセンまつり

日時 �①11月11日㈰10時～15時②11月18日㈰9時20分～
16時30分

場所 �①南湖会館②茅ヶ崎地区コミュニティセンター
内容 �①作品展示、演技、模擬店など②ステージパフォー

マンス、大抽選会、模擬店など
問合 �①南湖会館☎(58)6604②茅ヶ崎地区コミュニティ

センター☎(88)7522

�
NPO講座「心をつかむチラシデザイン2」
色使いのコツや著作・肖像権の基本を解説

日時 �11月17日㈯14時～16時
場所 �ちがさき市民活動サポートセンター(サポセン)
講師 �大

だい

工
く

原
はら

潤さん(認定NPO法人さいたまNPOセンター
理事)

定員 �30人〈申込制(先着)〉
申込 �11月16日㈮までに☎で(住所・氏名・電話番号を記

入し、 (88)7546へ(サポセンHPも可))
ほか �費用500円(資料代)
問合 �ちがさき市民活動サポートセンター☎(88)7546

�市民集会～湘北地区
日時 �11月18日㈰13時30分～
場所 �香川公民館
内容 �自治会連合会が主催し、市民と行政(市長・職員)

との対話を図る
問合 �市民自治推進課地域自治担当

�
文教大学公開講座「災害復興の国際学―
レジリエンスとつながりの市民力」

日時 �11月24日㈯①13時～15時30分②16時30分～20時
場所 �①高砂コミュニティセンター②茅ヶ崎館
内容 �①シンポジウム「災害復興の国際学」②国指定重要

無形文化財「黒森神楽」上演
定員 �①150人〈当日先着〉②60人〈申込制(先着)〉
申込 �②氏名・電話番号・人数を記入し、 kagura@

shonan.bunkyo.ac.jp
ほか �車での来場は不可
問合 �文教大学湘南校舎☎(53)2111

�市バリアフリー基本構想推進協議会委員
人数 �3人
対象 �市内在住・在勤・在学の方(他の審議会などの公

募委員を除く)
任期 �12月から2年間
会議 �平日昼間2時間程度年5回程度(予定)
報酬 �日額1万円
申込 �10月29日㈪～11月13日㈫(必着)に申込書(市役所都

市政策課・市政情報コーナー、小出支所、各出張
所、各市民窓口センターで配布中。市HPで取得も
可)を〒253-8686茅ヶ崎市役所都市政策課へ(
(57)8377または toshiseisaku@city.chigasaki.
kanagawa.jp、持参も可)

問合 �都市政策課交通計画担当

子育て・教育
�
私立幼稚園・認定こども園(幼稚園部分)の
園児募集

　私立幼稚園、認定こども園(幼稚園部分)に2019年4月
から入園を希望する園児を募集します。願書の配布期

間は10月15日㈪～31日㈬です。願書の受け付けは11月
1日㈭～です。配布と受付は各園で行っています。詳
細は各園(市HP参照)へお問い合わせください。
問合 �各私立幼稚園・各認定こども園

�レインボー・ハロウィンパーティー
日時 �10月27日㈯10時～12時・13時～16時
場所 �マミー・レインボーきっず＠茅ヶ崎サザンSt.
対象 �市内在住の未就学児・小学生と保護者
問合 �マミー・レインボーきっず＠茅ヶ崎サザンSt.☎

(40)5551石黒

�
親子であそぼう�ふれあい広場
赤ちゃんスペース・運動遊びなど

日時 �11月10日㈯10時～12時(受付11時30分まで)
場所 �浜見平保育園地域育児センター
対象 �未就学児と保護者
ほか �給食の試食あり
問合 �浜見平保育園☎(83)1011

�特別支援教育講演会「子どもの理解と支援」
日時 �11月13日㈫10時～12時
場所 �市役所本庁舎会議室1
講師 �市教育委員会特別支援教育相談員
定員 �60人〈申込制(先着)〉
申込 �11月9日㈮までに☎で
問合 �学校教育指導課指導担当

�乳幼児期の子育ち・子育て出前講座
日時 �11月17日㈯10時～12時
場所 �浜須賀保育園
内容 �講演「イヤイヤ期の子どものこころに向き合う」
講師 �佐久間路子さん(白梅学園大学教授)
対象 �市内在住・在勤の方30人〈申込制(先着)〉�
申込 �10月15日㈪～11月14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歳以上8人〈申込制(先着)。11月8日㈭まで〉
問合 �教育センター研究研修担当☎(86)9965�

�
のびのび子育て応援講座
バルーンなどを使った親子運動遊び

日時 �11月25日㈰10時30分～12時
場所 �市役所分庁舎コミュニティホール
講師 �松浦剛

たけし

さん(スポーツインストラクター)
対象 �2歳6か月以上の未就学児と保護者50組〈申込制(先着)〉
申込 �11月21日㈬までに☎で
ほか �託児10人程度〈申込制(先着)〉
問合 �浜竹子育て支援センターのびのび☎(85)7900

�
マタニティクッキング
妊娠・授乳期の食事の注意点と調理実習

日時 �11月27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
定員 �12人〈申込制(先着)。初妊婦優先〉　
申込 �11月26日㈪12時までに☎で
ほか �費用300円
問合 �保健所健康増進課こども健康・予防接種担当☎

(38)3331

�
ほめ方・叱り方の練習「ほしつ☆メソッ
ド」(2歳・3歳以上のグループ)

日時 �①12月10日㈪10時～12時②12月3日・17日、2019年
1月7日・21日、2月4日いずれも月曜日10時～12時

(全5回)
場所 �男女共同参画推進センターいこりあ
対象 �①2歳の子どもの保護者10人②3歳以上の子どもの

保護者8人〈いずれも申込制(先着)〉
申込 �①12月3日㈪まで②11月22日㈭までにいずれも☎で
ほか �託児6か月～未就学児〈申込制〉②個別事前説明

あり
問合 �こども育成相談課家庭児童相談室☎(82)1151

�
子どもを預かる・預けたい会員募集
ファミリー・サポート・センター

内容 �アドバイザーが会員間を仲介し、保育園等への送
迎や預かりなどの子育て支援活動を有償で行う

対象 �〈支援会員(子どもを預かる方)〉市内在住で保育に
理解と熱意があり、安全な保育環境を持つ方。研
修の受講が必要〈依頼会員(子どもを預けたい方)〉
市内在住・在勤・在学で原則生後3か月～小学6年
生の保護者〈両方会員(支援と依頼の両方を希望す
る方)〉支援・依頼会員両方の条件を満たす方

申込 �随時
ほか �10月22日㈪～24日㈬、11月5日㈪いずれも9時10分

～12時10分に男女共同参画推進センターいこり
あ、市役所で支援会員研修会あり〈申込制(先着)。
託児あり10人〉

問合 �ファミリー・サポート・センター☎(87)8070

�就学援助制度～学費の一部を援助
　市では、市立の小・中学校に通うお子さんをお持ち
で経済的にお困りの方に、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。
問合 �学務課学事担当、各小・中学校

�
0歳～3歳児クラスの児童の保護者へ
認可外保育施設利用料を助成

　認可保育所等を申請し待機している間に(4月～9月
分)、認可外保育施設を利用した3歳児クラスまでの児
童の保護者に利用料の助成を行っています。助成額は
認可外保育施設の利用料と認可保育園に入園した場合
の保育料の差額に応じて決定します(月額最大2万5000
円まで)。なお、対象など詳細は市HP等でご確認くださ
い。助成を希望する場合は、11月30日㈮(消印有効)ま
でに申請書など(市役所保育課で配布中。市HPで取得も
可)を提出ください。
問合 �保育課認定担当

福祉
�
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、絵描き唄

う た

など
日時 �10月25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

�
子どもを取り巻く環境とその対応～地域
のわたしたちができる事

日時 �10月27日㈯13時30分～15時30分
場所 �萩園いこいの里
内容 �講演「インクルーシブ教育ってなに？～生徒への

寄りそい方」
講師 �大

おお

関
ぜき

隆
たか

夫
お

さん(県立茅ケ崎高校総括教諭)
定員 �30人〈申込制(先着)〉
申込 �10月26日㈮までに☎で
問合 �萩園いこいの里☎(88)7513(16時30分まで)
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