
◆ 　　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

環境
保護猫たちの幸せ探し会
市内で保護された猫たちの譲渡会

日時 	2月16日、3月16日いずれも土曜日11時〜14時30分
場所 	ハスキーズギャラリー(新栄町1-1YAMAJIビル6階)
内容 	詳細はChigasaki Cat’s ProtectHP参照
問合 	保健所衛生課環境衛生担当☎(38)3317

子育て・教育
子どもに伝えたいお金の大切さ
子どものためにできることを考えてみよう

日時 	2月26日㈫10時〜11時30分
場所 	男女共同参画推進センターいこりあ
講師 	県金融広報アドバイザー
定員 	50人〈申込制(先着)〉
申込 	2月25日㈪までに☎または市HPで
ほか 	託児6か月〜未就学児4人〈申込制(先着)。2月15日

㈮まで〉
問合 	教育政策課教育政策担当

子ども会新役員研修
入門講座・ゲームセミナー

日時 	3月2日㈯9時〜12時
場所 	市役所分庁舎6階コミュニティホール
内容 	子ども会活動の基礎知識やイベントの組み方を学

び、子ども会で役立つゲームを体験
対象 	4月から子ども会役員となる方、子ども会・青少

年育成に興味のある方100人〈申込制(先着)〉
申込 	2月4日㈪〜28日㈭に☎または市HPで
ほか 	子どもの見守りは事前申し込みが必要
問合 	青少年課育成担当

地域で�家庭で�その一言を相手に伝える
コミュニケーション術を学ぼう

日時 	3月2日㈯10時〜11時30分
場所 	市役所本庁舎会議室1
講師 	れんが工房サテライト
定員 	50人〈申込制(先着)〉
申込 	3月1日㈮までに☎または市HPで
問合 	教育政策課教育政策担当

ちがさき宇宙教室
実験と体験から学ぶ不思議な真空の世界

日時 	3月2日㈯14時〜16時
場所 	株式会社アルバック(萩園2500)
講師 	株式会社アルバック職員
対象 	小学生以上の方120人〈申込制(抽選)。小学生は保

護者同伴〉
申込 	2月12日㈫(必着)までにはがきに住所・氏名・年
　　	齢・電話番号を記入し、〒253-8686茅ヶ崎市役所

青少年課へ郵送(持参または市HPも可)
問合 	青少年課育成担当

薬物乱用防止教室
子どもに伝えたい薬物乱用の危険性

日時 	3月4日㈪10時〜12時
場所 	男女共同参画推進センターいこりあ
講師 	県衛生研究所職員
定員 	50人〈申込制(先着)〉
申込 	3月1日㈮までに☎または市HPで
問合 	教育政策課教育政策担当

はじめての保育ボランティア入門講座
日時 	3月14日㈭9時30分〜12時
場所 	茅ヶ崎市社会福祉協議会
内容 	保育ボランティアに関する講義、子どもの遊び、

乳幼児の発達の特性と安全対策など
定員 	20人〈申込制(先着)〉
申込 	2月1日㈮〜3月7日㈭に☎で(住所・氏名・年齢・

電話番号、受講動機を記入し、 (85)9651も可)
問合 	茅ヶ崎市社会福祉協議会☎(85)9650

市民参加・市民活動
市行政改革推進委員会委員

人数 	2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)
内容 	行政改革の推進に関する事項に係る審議など
任期 	4月〜2021年3月
会議 	年4〜5回程度(予定)
報酬 	日額1万円

申込 	2月1日㈮〜28日㈭(必着)に応募用紙(市役所行政改
革推進室・市政情報コーナーなどで配布中。市HP
で取得も可)を〒253-8686茅ヶ崎市役所行政改革
推進室へ郵送( (87)8118または持参も可)

問合 	行政改革推進室行政改革推進担当
茅ヶ崎市市民参加条例の施行状況に
関するアンケートを実施

期間 	2月1日㈮〜26日㈫
場所 	各公民館や図書館、各出張所、小出支所、市政情

報コーナーなど(市HPも可)
内容 	市民参加に対する市民意識を調査するためのアン

ケート
対象 	市内在住・在勤・在学および市内で活動されて

いる方
問合 	市民自治推進課協働推進担当

浜須賀地区まちのちから協議会公募委員
対象 	浜須賀地区の市民で、地域課題を一緒に協議・検

討していただける方
内容 	浜須賀地区まちのちから協議会で開催される総

会、運営委員会などへの参加
申込 	2月15日㈮〜3月15日㈮に応募用紙(浜須賀会館、

市役所市民自治推進課で配布中。市HPで取得も可)
を応募用紙配布場所に持参

問合 	市民自治推進課地域自治担当

市民ふれあいプラザお笑いライブ
日時 	2月13日㈬12時〜13時
場所 	市役所本庁舎市民ふれあいプラザ
内容 	元芸人の市職員(Jaaたけや)と芸人2組(湘南デスト

ラーデ、MORIYAMA)によるお笑いライブ
定員 	100人〈当日先着〉
問合 	秘書広報課広報担当
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HIGASAKI�ワークショップ
日時 	①2月16日㈯9時30分〜11時30分②2月24日㈰13時30

分〜15時30分
場所 	①うみかぜテラス(体験学習センター)②小出地区

コミュニティセンター
内容 	茅ヶ崎を魅力的にするためのヒントを探す
対象 	市内在住・在勤・在学の方各30人〈申込制(先着)〉
申込 	2月13日㈬までに☎で(住所・氏名・電話番号、希

望日を記入し、 (57)8377または sangyou@city.
　　chigasaki.kanagawa.jpも可)
問合 	産業振興課道の駅整備推進担当

文化・歴史
人権を考える市民の集い�トーク付き映画上映会
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ainbow」
日時 	2月12日㈫13時30分〜16時
場所 	市役所分庁舎6階コミュニティホール
内容 	性の多様性をテーマに、性的マイノリティーの現状

と未来、日本社会の生きづらさなどの理解を深める
定員 	250人〈申込制(先着)〉
申込 	2月1日㈮〜☎または市HPで(氏名・電話番号を記

入し、 (57)1666も可)
ほか 	手話通訳・要約筆記あり
問合 	男女共同参画課男女共同推進担当☎(57)1414

国際理解講座�ラオスの現状
日時 	2月14日㈭14時〜16時
場所 	男女共同参画推進センターいこりあ
内容 	恵まれない子どもたちの教育のために、ラオスと

の懸け橋役として長年携わった経験を語る
講師 	有村スワリさん
定員 	50人〈申込制(先着)〉
申込 	2月13日㈬までに☎で
ほか ラオスのお茶とお菓子付き
問合 	男女共同参画課多文化共生担当☎(57)1414

にほんご指導ボランティア養成講座(全3回)
やさしいにほんごを使った外国人サポート入門編

日時 	2月21日・28日、3月7日いずれも木曜日10時〜12時
場所 	男女共同参画推進センターいこりあ
講師 	西山陽子さん(横浜国立大学非常勤講師)
定員 	24人〈申込制〈先着〉〉
申込 	2月1日㈮〜20日㈬に☎または市HPで
問合 	男女共同参画課多文化共生担当☎(57)1414

健康
市立病院職員による出張講座①頻尿・尿漏れ
②骨粗しょう症③胃・大腸の内視鏡治療

日時 	①2月15日㈮14時〜15時30分②2月27日㈬15時〜16
時30分③2月28日㈭14時〜15時30分

場所 	①②茅ヶ崎地区コミュニティセンター③浜須賀会館
講師 	①泌尿器科医師②整形外科医師③消化器内科医師
定員 	各100人〈当日先着〉
問合 	市立病院医事課医事担当☎(52)1111

美しい姿勢を保つ～骨のアンチエイジング
骨密度測定で骨の健康度チェック

日時 	2月25日㈪13時30分〜・14時〜・14時30分〜・
　　15時〜(各1時間程度)
場所 	保健所
対象 	65歳以上の方各回15人〈申込制(先着)。2018年4月

以降測定していない方、女性優先〉
申込 	2月1日㈮〜☎または市HPで
問合 	保健所健康増進課健康づくり担当☎(38)3331

血糖値、中性脂肪、コレステロール対策
栄養教室「血管のアンチエイジング」

日時 	2月28日㈭10時〜12時
場所 	保健所第1会議室
対象 	40歳〜74歳の方30人〈申込制(先着)〉
申込 	2月27日㈬までに☎または市HPで
問合 	保健所健康増進課健康づくり担当☎(38)3331

女性のきれいは漢方がつくる！
今日からできる簡単セルフケア

日時 	3月5日㈫13時30分〜15時
場所 	保健所講堂
講師 	堀場裕子さん(慶應義塾大学医学部漢方医学セン

ター医局長・日本東洋医学会指導医)
対象 	女性の方60人〈申込制(先着)〉
申込 	2月1日㈮〜☎または市HPで
問合 	保健所健康増進課健康づくり担当☎(38)3331

自宅でできる高血圧対策～血圧が気に
なる人の健康運動教室4日間コース

日時 	3月6日・13日・20日いずれも水曜日10時〜11時45
分、3月27日㈬9時30分〜11時45分(全4回)

場所 	総合体育館
対象 	20歳〜74歳で医師から運動制限の指示がない方20

人〈申込制(先着)〉
申込 	2月1日㈮〜☎または市HPで
問合 	保健所健康増進課健康づくり担当☎(38)3331

福祉
映画「いのちの作法」�上映会

日時 	2月9日㈯14時〜・18時〜
場所 	萩園いこいの里
定員 	各回30人〈申込制(先着)〉
申込 	2月8日㈮までに☎で
問合 	萩園いこいの里☎(88)7513(16時30分まで)

65歳からの栄養教室
血糖値の急上昇を防ぐ食事

日時 	3月5日㈫10時〜13時(受付9時45分〜)
場所 	茅ヶ崎地区コミュニティセンター
対象 	市内在住の65歳以上の方20人〈申込制(先着)〉
申込 	2月1日㈮〜26日㈫に☎で
ほか 	費用300円。調理実習あり
問合 	高齢福祉介護課支援給付担当

第13回神奈川県障害者スポーツ大会
①ボウリング②アーチェリー③フライングディスク

日時 	①②4月14日㈰③4月21日㈰
場所 	①湘南とうきゅうボウル(藤沢市遠藤)②県総合リ

ハビリテーションセンターアーチェリー場(厚木
市七沢)③厚木市営及川球技場(厚木市及川)

対象 	①療育手帳の交付を受けた13歳以上の方②身体障
害者手帳の交付を受けた13歳以上の方③療育手帳
の交付または身体障害者手帳の交付を受けた13歳
以上の方

申込 	①②2月25日㈪③2月18日㈪までに窓口で
問合 	障害福祉課障害福祉推進担当　

保険
産前産後期間の国民年金保険料が4月から免除に

　出産予定日または妊娠85日(4か月)以上の出産日が属
する月の前月から4か月間(多胎妊娠の場合は3か月前

（6面へ続く）
【民生委員・児童委員は地域の身近な相談役～法律で守秘義務が課せられているのでなんでも気軽に相談を】　民生委員・児童委員は、地域の身近な相談役として日頃から地
域に目を配り、住民の抱える問題に親身に相談に応じています。担当の民生委員・児童委員が分からない場合は、お問い合わせください。� 【福祉政策課福祉政策担当】
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