
◆ 　　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

表彰

福祉
2018年ユニバーサル音楽祭開催

日時 �11月10日㈯11時～17時
場所 �茅ケ崎駅前ペデストリアンデッキ、イオン、その

他2～3会場
問合 �社会福祉法人翔の会☎(54)5424

65歳からの栄養教室
「筋肉アップ！たんぱく質を摂ろう」

日時 �11月13日㈫10時～13時(受付9時45分～)
場所 �男女共同参画推進センターいこりあ
対象 �市内在住で65歳以上の方20人〈申込制(先着)〉
申込 �11月9日㈮までに☎で
ほか �費用300円
問合 �高齢福祉介護課支援給付担当

尿失禁予防の体操を始めよう～1人で
悩まないで！ちょこっともれを改善しよう

日時 �11月13日㈫14時～16時
場所 �総合体育館
講師 �高垣茂子さん(健康運動指導士)
対象 �市内在住で65歳以上の方50人〈申込制(先着)〉
申込 �11月12日㈪までに☎で
問合 �高齢福祉介護課支援給付担当

ふれあい交流祭①絵画・写真などの作品展②囲
碁・将棋などの対抗戦③歌・踊りなどの発表

日時 �①11月17日㈯9時～16時、11月18日㈰9時～15時②
11月17日㈯10時～16時③11月18日㈰9時～16時

場所 �老人福祉センター
問合 �老人福祉センター☎(85)3536

つつじ学園祭～学園紹介と作品展示
茅ケ崎高校チアリーディング部の演技など

日時 �11月17日㈯10時30分～14時
場所 �つつじ学園(松が丘2-8-51)
問合 �つつじ学園☎(85)1246

楽しさぐるぐるごちゃまぜ祭り
フィエスタ翔2018(バザー、ステージイベントなど)

日時 �11月17日㈯11時～15時(雨天決行、荒天中止)
場所 �TOTO茅ヶ崎工場
問合 �社会福祉法人翔の会☎(54)5424

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 �11月17日㈯14時～・18時～
場所 �萩園いこいの里
内容 �映画「葦牙―あしかび」の上映会
定員 �各50人〈申込制(先着)〉
申込 �11月16日㈮までに☎で
問合 �萩園いこいの里☎(88)7513(16時30分まで)

身体障害者ふれあい交流会～氷川神社・
川越(時の鐘・駄菓子屋横丁等)バス旅行

日時 �11月21日㈬7時40分～(茅ヶ崎駐車場集合)
対象 �身体障害者手帳をお持ちの方と付き添いの方80人
〈申込制(先着)。18歳以上の方の付き添いは1人のみ〉

申込 �11月1日㈭～10日㈯に☎で
ほか �費用1人1000円(申込後に市立病院売店で支払い。

返金不可)
問合 �茅ヶ崎市身体障害者福祉協会☎(51)0373戸井田(19

時～22時)
放課後等デイサービス・日中一時支援
事業所説明会

日時 �11月28日㈬10時～12時
場所 �市役所分庁舎コミュニティホール
対象 �子どもの育ちや発達に支援が必要、もしくは不安

がある就学期の子どもの保護者(新小学校1年生～
高校3年生)、成人の保護者、関係者など

問合 �放課後等デイサービスミライオPLUS☎(53)7335
呼吸セラピーを体験しよう～自律神経を
整える呼吸法

日時 �12月11日㈫10時～12時
場所 �市役所本庁舎会議室4・5　
講師 �太田真由美さん(呼吸法インストラクター)
対象 �市内在住で65歳以上の方100人程度〈申込制(先着)〉
申込 �11月1日㈭～12月10日㈪に☎で
問合 �高齢福祉介護課支援給付担当

子育て・教育
県立茅ケ崎養護学校 第20回きらめき祭

日時 �①11月22日㈭9時40分～10時50分②11月23日(金･祝)9時

40分～13時30分
場所 �県立茅ケ崎養護学校
内容 �①ステージパフォーマンスと作品展示②各学部催

し、バザーなど
問合 �県立茅ケ崎養護学校総務担当☎(57)5374

ちがさき宇宙教室～金属花火作りとロケット燃料
日時 �12月1日㈯14時～16時
場所 �藤沢土木事務所汐見台庁舎
講師 �東京大学CAST
対象 �小学生以上の方100人〈申込制(抽選)。小学生は保

護者同伴〉
申込 �11月16日㈮までに市HPで(住所・氏名・電話番号・

年齢、参加希望人数を記入し、〒253-8686茅ヶ崎
市役所青少年課へ)

問合 �青少年課育成担当

幼児教育研修会
日時 �12月7日㈮14時30分～16時30分
場所 �市役所本庁舎会議室3・4・5
内容 �講演「子どもの姿が「みえてくる」とき～子どもの

傍らにある大人のまなざしを考える～」
講師 �髙嶋景子さん(聖心女子大学准教授)
対象 �市内在住・在勤の方120人〈申込制(先着)〉�
申込 �11月1日㈭～30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2歳以上10人〈申込制(先着)。11月27日㈫まで〉
問合 �教育センター研究研修担当☎(86)9965

藤沢市八ヶ岳野外体験教室(長野県南牧村)
みんな集まれ！八ヶ岳キッズスキーキャンプ3日間

日時 �12月25日㈫～27日㈭(2泊3日)
対象 �市内・藤沢市・寒川町に在住・在学の小・中学生

40人〈申込制(先着)。最少催行人員30人〉
申込 �11月4日㈰10時～☎で
ほか �費用3万8200円(兄弟姉妹は2人目から3万6200円)
問合 �八ヶ岳野外体験教室☎0267(98)5156

ひとり親家庭等の医療費助成制度
　市では、ひとり親家庭などの方が病院で受診したと
きに支払う保険診療の自己負担額を助成するための医
療証を交付しています。交付には、所得制限などの条
件があります。詳細はお問い合わせください。また、
すでに医療証をお持ちで該当する方には新年度の医療
証を交付するための現況届を送付しますので、11月30
日㈮までに必ずご提出ください。
問合 �子育て支援課子育て推進担当

産業・雇用
女性のための復職支援～超初級者向け
パソコン講座(Word、 Excel)

日時 �11月8日㈭13時30分～16時30分
場所 �勤労市民会館
定員 �20人〈申込制(先着)〉
申込 �11月1日㈭～7日㈬に☎または勤労市民会館HPで
ほか �貸し出し用パソコンは14台あり。託児3歳～未就

学児〈申込制。11月6日㈫まで〉
問合 �勤労市民会館☎(88)1331

ちがたびウオーキングツアー
文教大学生による大山道ガイドツアー

日時 �12月1日㈯9時～12時30分予定(荒天中止)
定員 �20人〈申込制(先着)〉
申込 �10月29日㈪～11月19日㈪に観光協会HPまたは☎で�
ほか �JR辻堂駅集合。費用1人500円(お土産、資料、保

険代込)。詳細は観光協会HP参照
問合 �茅ヶ崎市観光協会☎(84)0377

市内をバスで巡る！
冬の農畜水産物買い物ツアー

日時 �12月3日㈪8時30分～13時
対象 �市内在住・在勤・在学で18歳以上の方20人〈申込

制(抽選)。1グループ3人まで〉
申込 �11月1日㈭～14日㈬に☎で(市HPも可)
ほか �費用1500円(昼食代)
問合 �農業水産課農業担当

まちづくり
11月は公共建築月間
公共建築クイズラリーを開催

　11月1日㈭から30日㈮まで茅ヶ崎市・平塚市・藤沢市・
寒川町・大磯町の公共建築13施設を対象とした公共建

築クイズラリーを開催します。正解者には抽選で記念
品をプレゼントします。
問合 �平塚市建築住宅課☎0463(21)8770

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 �11月17日㈯13時～16時
場所 �香川公民館
申込 �11月16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

市民参加・市民活動
湘南看護朴

ほ お

の花祭 ステージ、バザー、
お茶席、模擬店、看護体験他

日時 �11月3日(土･祝)10時～15時
場所 �湘南看護専門学校(藤沢市大庭)。駐車場なし
問合 �湘南看護専門学校☎0466(86)5440

神奈川県社会教育委員連絡協議会地区研究会
日時 �11月21日㈬13時30分～16時(受付13時～)
場所 �市民文化会館
内容 �「社会教育を効果的に実施するために公民館と他

施設との連携」について研究発表
定員 �50人〈申込制(先着)〉
申込 �11月1日㈭9時～20日㈫17時までに☎で
問合 �社会教育課社会教育担当

西日本豪雨災害チャリティーイベント
勤労市民会館まつり

日時 �11月23日(金･祝)・24日㈯10時～17時(24日は16時まで)
場所 �勤労市民会館
内容 �施設利用サークルの実演発表・作品展示など
問合 �勤労市民会館☎(88)1331

黒岩知事との「対話の広場」
子どもから大人まで「健康」でスマイル100歳

日時 �11月27日㈫18時30分～20時
場所 �平塚商工会議所(平塚市松風町)
定員 �200人〈申込制(抽選)〉
申込 �11月20日㈫までに☎で(県湘南地域県政総合セン

ターHPも可)
ほか �託児2歳～未就学児〈申込制。2歳未満は要相談〉。

手話・要約筆記あり
問合 �県湘南地域県政総合センター企画調整課☎

0463(22)9186�

かながわハートフルフェスタ2018 in ひらつか
日時 �12月1日㈯13時～16時
場所 �平塚市中央公民館大ホール(平塚市追分)
講師 �渡辺元智さん(横浜高校野球部前監督)
申込 �11月16日㈮(必着)までに行事名、代表者の郵便番

号、住所・氏名・電話番号、参加人数を、保育希
望者は子どもの氏名、ふりがな、年齢、性別を、
手話通訳希望者は手話通訳希望と記入し、〒231-
8588横浜市中区日本大通1神奈川県人権男女共同参
画課または fm0216.s8c@pref.kanagawa.jpで

ほか �託児2歳～6歳6人〈申込制（抽選）〉。手話通訳あり
　　〈申込制〉
問合 �神奈川県人権男女共同参画課☎045(210)3637

健康
医師によるもの忘れ相談

日時 �11月6日㈫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

タマネギ外皮を食べて健康に「クイズに答えて骨を
丈夫に」「タマネギ外皮で動脈硬化を予防しよう」

日時 �11月10日㈯10時～12時
場所 �ハマミーナまなびプラザ調理室
講師 �文教大学健康栄養学部学生、戸田和正さん(文教

大学健康栄養学部准教授)
定員 �25人〈申込制(先着)〉
申込 �11月2日㈮～☎で
問合 �文化生涯学習課生涯学習担当

成人糖尿病講演会
「糖尿病と眼の病気」ほか

日時 �11月13日㈫14時15分～16時
場所 �市立病院
講師 �鈴木智親(市立病院眼科医師)他

（6面へ続く）
【果樹持寄品評会（柿の部）～①観覧②生産者による直売③出品物即売】 日時 11月14日㈬①10時～12時②10時～③12時30分～(②③売り切れ次第終了)　場所 さがみ農協茅ヶ崎ビル
 【農業水産課農業担当】
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