
萩園いこいの里ロビー活動実行委員会

【ちがさき市民活動サポートセンター☎(88)7546】

活動日　土曜ミュージックサロン 奇数月13時45分～14時45分、みんなで食べよう会 
　　　　偶数月10時～12時、絵本のよみきかせ 毎月第4木曜日15時50分～16時20分
問　合　宇

う つ

都純子☎(88)7513（萩園いこいの里9時～16時）、 midorigo@hotmail.co.jp

みんなでにぎやかにお昼ごはん

　ポイント

　 同じ地域に住むママたちと知り合う
チャンス！ランチタイムにはママ同
士で情報交換ができます。

　 働いているママも多数参加。産休に
入ってからでも役立つ内容です。

日時　月1回(詳細は市 参照)
場所　保健所講堂
対象　初めて母親になる方(経産婦の方は要相談)
申込　☎または市 で

プレママ教室ママ同士

知り合うチャンス

　保健所では、出産を迎えるプレママ向けの出産育児教室を実施しています。
産院ではなかなか聞けない妊娠期からの健康管理や育児の工夫、地域の情報、
子育てサービスなど、助産師・保健師・歯科衛生士・管理栄養士から直接聞
くことができます。お気軽にご参加ください。
 【保健所健康増進課こども健康・予防接種担当☎(38)3331】

初めてパパになる方や産前産後のママをサポートする、
家族のためのママサポ教室も好評実施中。妊婦体験や沐浴体験で、

育児や妊娠出産へのイメージ作りに最適です。

土曜ミュージックサロン「沖縄三味線コンサート」

　高齢者施設「萩園いこいの里」のふれあいロビーを誰もが集える場所にしよう
と、実行委員会が中心となり地域の人々の交流の場になるよう活動しています。

地域の子どもや高齢者の居場所へ

　実行委員会は9人で、できる時にできる人が活動しています。土曜ミュージッ
クサロンは、プロやセミプロのミュージシャンによる活気ある生演奏で、人々に
活力を与えてくれます。また、近隣の農家からいただいた野菜を使い、子どもた
ちと一緒に料理して食べる「みんなで食べよう会」では、高齢者の方や民生委員さ
んにも手伝っていただき、みんなで食べる食事のおいしさを実感しています。そ
のほか、子どもを取り
巻く環境について、講
師を招いて公開学習会
を開き、活動を深めて
います。

プレママ教室

効果的な呼吸法を実践

（6面へ続く）

分(各全4回)
場所 �総合体育館�
対象 �市内在住の①4歳～未就学児②小学1～3年生各20

人〈いずれも申込制(抽選)〉
申込 �12月8日㈯①9時45分～10時②10時45分～11時に総

合体育館で整理券を配布(1人1枚、代理人可)
ほか �費用2500円
問合 �総合体育館☎(82)7175

�
インディアカオープン大会～男子・女子・男
女混合・シニア女子・シニア混合・交流の部

日時 �2019年1月13日㈰9時～
場所 �総合体育館
対象 �インディアカ愛好者で編成された中学生以上の

チームまたは個人〈申込制〉
申込 �12月28日㈮までに住所・氏名・年齢・電話番号を記

入し、 (88)6007で(茅ヶ崎インディアカ協会HPも可)
ほか �費用1チーム2000円。交流の部は1人200円
問合 �茅ヶ崎インディアカ協会☎(88)6007森元

�
市総合体育大会～スキー競技の部
回転、大回転(各2回)

日時 �2019年1月19日㈯
場所 �白馬五竜スキー場(長野県白馬村)
対象 �市内在住・在勤・在学で小学4年生以上の方また

はスキー協会登録者30人〈申込制(先着)〉
申込 �11月19日㈪～2019年1月11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 �費用一般2000円、中学生以下1500円。2019年1月
20日㈰に練習会を予定

問合 �スポーツ推進課推進担当☎(82)7136

�
芹沢スポーツ広場蹴球兼野球場・茅ヶ崎
公園野球場の休場

　グラウンド整備に伴い、芹沢スポーツ広場蹴球兼野
球場は12月17日㈪～27日㈭、茅ヶ崎公園野球場は2019
年1月5日㈯～2月19日㈫の利用ができません。
問合 �公益財団法人茅ヶ崎市文化・スポーツ振興財団
　　☎(82)7175

�
柳島しおさい公園庭球場・少年蹴球場
の年末年始利用

　年末年始(12月28日㈮～2019年1月4日㈮)も柳島しお
さい公園の庭球場・少年蹴球場の利用が可能です。た
だし、1月2日㈬・3日㈭は箱根駅伝の交通規制により、
駐車場利用には制限があります。
問合 �公益財団法人茅ヶ崎市文化・スポーツ振興財団
　　☎(82)7175

文化・歴史
�オカリナ体験会

日時 �①11月20日㈫10時～11時②11月30日㈮13時30分～
14時30分

場所 �①青少年会館②香川公民館
講師 �岡村悦子さん(市民講師)
対象 �20歳以上の方各15人〈申込制(先着)〉
申込 �11月15日㈭～岡村☎(73)0887へ
問合 �文化生涯学習課生涯学習担当

�
第46回茅ヶ崎市郷土芸能大会～昔から受け
継がれてきた祭囃

ば や

子
し

、祝い唄、作業唄など
日時 �11月25日㈰13時～16時

場所 �市民文化会館
定員 �380人〈当日先着〉
問合 �社会教育課文化財保護担当

�
明治・ハワイ移民150年記念講演会
「そうだ�お寺行こう！」日系移民のコミュニティー事情

日時 �12月2日㈰14時～15時30分
場所 �図書館
講師 �橋本正信さん(来

らい

恩
おん

寺住職)
定員 �70人〈当日先着〉
問合 �茅ヶ崎市文化団体協議会☎080(6729)8008

�
まなびの市民講師自主企画講座
原色ドライフラワー(クリスマス)

日時 �12月5日㈬10時～11時30分
場所 �市役所分庁舎コミュニティホール会議室A
講師 �関根マサヱさん(まなびの市民講師)
対象 �20歳以上の方20人〈申込制(先着)〉
申込 �11月16日㈮～関根☎090(3044)2396へ(住所・氏名・電

話番号を記入し、 masae.908.aaa@gmail.comも可)
ほか �費用1500円�
問合 �文化生涯学習課生涯学習担当

�
第33回平和学園～クリスマスチャリティー
パイプオルガンコンサート

日時 �12月8日㈯13時30分～(開場13時～)
場所 �平和学園賀川村島記念講堂
定員 �600人〈当日先着〉
問合 �平和学園☎(87)0131

�
みんなでワイワイ楽しもう‼編み物初心者教室
オリジナルクリスマス飾りを作ろう

日時 �12月13日㈭9時30分～11時30分
場所 �茅ヶ崎ショッピングセンター1階(新栄町)
定員 �10人〈申込制(先着)〉
申込 �11月19日㈪9時～☎で
ほか �費用500円(材料費)。子連れ参加可(託児なし)
問合 �社会教育課社会教育担当

�
市史講座「松林地区の歴史」
大山街道から海岸まで、旧松林村の歴史を探る

日時 �12月15日㈯10時～12時
場所 �市役所分庁舎D会議室
講師 �柴田貴行さん(茅ヶ崎市史編集員)
定員 �20人〈申込制(先着)〉
申込 �11月15日㈭～☎で
問合 �文化生涯学習課市史編さん担当

�
まなびの市民講師自主企画講座
お茶会「年の瀬の一服のお茶をたのしむ」

日時 �12月22日㈯①10時15分～12時15分②13時30分～15
時30分(各回同内容)

場所 �茶室・書院「松
しょう

籟
らい

庵
あん

」
講師 �作間良

よし

子
こ

さん(まなびの市民講師)
定員 �①7人②8人〈いずれも申込制(先着)〉
申込 �11月21日㈬～作間☎(57)8117へ
ほか �費用各1000円
問合 �文化生涯学習課生涯学習担当

生活
�
食育調理実習セミナー
お正月料理作り(だし巻き、昆布巻きなど)

日時 �12月6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 �20歳以上の方15人〈申込制(先着)〉
申込 �11月16日㈮～加藤☎090(2202)6416へ
ほか �費用1000円�
問合 �文化生涯学習課生涯学習担当

�
新しいオトナ世代セミナー
あなただけのオトナ旅をみつけよう

日時 �12月9日㈰14時～16時(13時30分開場)
場所 �市役所本庁舎会議室1
講師 �早野陽子さん(株式会社ＪTB総合研究所主任研究員)
対象 �50歳以上の方60人〈申込制(先着)〉
申込 �12月7日㈮までに☎で(住所・氏名・年齢・電話番

号を記入し、 (87)8118または市HPも可)
問合 �企画経営課長寿社会推進担当

�
第8回かながわ食の安全・安心基礎講座「遺伝子
組換え食品と食品中の放射性物質について」

日時 �12月25日㈫13時30分～16時
場所 �県衛生研究所
対象 �県内在住・在勤の方30人〈申込制(先着)〉
申込 �11月26日㈪～12月12日㈬に☎で(住所・氏名・電

話番号、講座名を記入し、 045(210)8864も可)
問合 �県生活衛生課食品衛生グループ☎045(210)4940

�
交通安全・防犯市民総ぐるみ運動推進
大会表彰者

　「交通安全・防犯市民総ぐるみ運動推進大会表彰式
典」が、10月19日に市役所分庁舎コミュニティホール
で開催され、交通安全や防犯に努めた人やポスター・
標語コンクールの優秀者の表彰が行われました(敬称
略・順不同)。
〈交通安全功労者〉石川謙治、市川俊二、上原幸作、太
田三郎、髙田春枝、竹内和夫、中山アキ、兵藤惠子、
本城君枝〈交通安全功労団体〉株式会社富士建設〈交通
安全協力者〉植原敬一、海

うみ

野
の

由佳、岡本さよ子、白
しら

仁
に

田
た

ひさえ、鷹
たかのはし

箸智
ち え こ

子、津口礼子、内藤ふさ子、馬場佳
寿美、正岡透、丸照代、三堀浩行、柳川良

よし

子
こ

、矢野徹、
山田幸惠〈優良運転者30年表彰〉大西清司、佐藤憲二、
土谷保子、堀内守、矢澤靖雄、渡

わた

部
べ

晋二〈防犯功労者〉
村越安芳、山口富夫〈防犯功労団体〉大勝建設株式会社、
平和防災株式会社〈少年非行防止功労者〉青山誠〈交通
安全ポスター優秀賞〉本多璃音、元

もと

野
の

絵
え

心
こ

、堀
ほり

米
ごめ

美
み ゆ う

羽、
丸林怜

り

夢
む

、弦
つる

弓
ゆみ

羽菜〈交通安全標語優秀賞〉熊
くま

谷
がい

澪、𣘺𣘺
本由衣、坂元陸、中山晃

ひ か り

葵、古
ふる

川
かわ

志帆〈防犯ポスター
優秀賞〉髙橋瑞

みず

生
き

、珍
ちん

田
だ

亮
りょう

仁
じ

、杉
すぎ

園
ぞの

仁
に

來
らい

、二宮舞衣、
弦弓咲羽〈防犯標語優秀賞〉下村海智、橋本紗菜、堤内
吉乃、山岸蒼

そう

龍
りゅう

、吉田史音
問合 �安全対策課安全対策担当

�教育功労者�6団体・40人を表彰
　11月1日、茅ヶ崎市教育委員会表彰式が市役所分庁
舎コミュニティホールで行われ、教育功労者6団体・
40人が表彰を受けました(敬称略・順不同)。
〈団体の部〉
▷茅ヶ崎市立緑が浜小学校ダンスクラブ＝全日本小
中学生ダンスコンクール全国大会小学生部門学校参
加の部で銀賞▷茅ヶ崎市立松林中学校ソフトボール
部＝全国中学校ソフトボール大会でベスト16▷茅ヶ
崎市立松浪中学校吹奏楽部＝TBＳこども音楽コンクー
ルで東日本大会出場▷梅田中学校＝神奈川県中学生
ビーチバレー大会男子の部で優勝▷アレセイア湘南
高等学校女子バスケットボール部＝神奈川県高等学
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