
（5面へ続く）

場所 �図書館
講師 �中山律子さん(放送表現研究センター講師)
定員 �15人〈申込制(先着)〉
申込 �2月27日㈬～☎で
問合 �図書館☎(87)1001

�
ちがさき丸ごと博物館まち歩き
「鉄砲道を歩く(東編)」

日時 �3月20日㈬9時30分～12時30分頃
場所 �JR茅ケ崎駅南口集合～平和学園前バス停付近解散
定員 �20人〈申込制(先着)〉
申込 �2月18日㈪～☎で
ほか �案内役はちがさき丸ごと博物館アクションプロ

ジェクト・ガイド部会
問合 �社会教育課文化財保護担当

�
まなびの市民講師自主企画講座
楽しく詠もう万葉集

日時 �3月28日㈭10時～12時
場所 �小和田公民館
内容 �万葉集一首ごとの解説とその背景の説明、歌を詠唱
講師 �嶌

しま

田
だ

壽
とし

雄
お

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 �2月20日㈬～嶌田☎(87)3140へ
ほか �費用200円(資料代)
問合 �文化生涯学習課生涯学習担当

�
まなびの市民講師自主企画講座
初心者俳句講習会

日時 �4月～2020年3月の原則各月第3木曜日13時～16時
(全12回)

場所 �市民ギャラリー会議室など
内容 �俳句の基礎知識を修得(外での吟行会数回あり)
講師 �清水呑

どん

舟
しゅう

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 �2月15日㈮～清水☎(86)3175へ(住所・氏名・電話

番号を記入し、〒253-0072今宿360-3-1-203清水純
一へ郵送または donshu1007@hb1.tp1.jpも可)

ほか �費用1000円(年額)
問合 �文化生涯学習課生涯学習担当

�
定期美術講座（前期）
ハイレベルな実技を習得しよう

日時 �4月～9月の毎月第1土曜日9時～17時(全6回)
対象 �小学5年生～高校生10人〈申込制(先着)〉
申込 �2月24日㈰～☎で
ほか �費用3800円(6回分)
問合 �青少年会館☎(86)9961

防災・消防
�
全国瞬時警報システム(Ｊアラート)の試験
放送を防災行政用無線などで放送

　2月20日㈬11時頃に、市内全域の防災行政用無線で
全国瞬時警報システム(Jアラート)の試験放送を実施し
ます。放送内容は上りチャイム音に続き、「これは、J

アラートのテストです」が3回流れ、「こちらは、防災ち
がさきです」と続きます。最後に下りチャイムが流れ、
試験放送は終わります。ご理解、ご協力をお願いしま
す。なお、メール配信サービス・戸別受信機・防災ラ
ジオへも同様の試験放送を実施します(Jアラートと
は、地震・津波や武力攻撃などの緊急情報を、国から
人工衛星などを通じて瞬時に伝えるシステムです。今
回の試験はサイレン音の吹

すい

鳴
めい

はなく、システムのメン
テナンスが目的です)。
問合 �防災対策課防災担当

�ベビーバギーサミット
日時 �2月24日㈰13時30分～15時30分(開場13時～)
場所 �市役所分庁舎6階コミュニティホール
内容 �①液状化の説明②地震後の複合災害から命を守る

ためには③おんぶ紐
ひも

とベビー救命講習・体験会
講師 �加

か

田
だ

洋子さん(ベビーコンシェルジュ)
対象 �市内在住の方80人〈申込制（先着）。当日参加も可〉
申込 �2月24日㈰までに☎で(氏名・連絡先を記入し、

mother_earth@aroma.ocn.ne.jpも可)
ほか �子連れでの参加を希望する場合は子どもの年齢を

お伝えください
問合 �マザーアース茅ヶ崎☎090(3236)6285山田

�
3月1日㈮～7日㈭は春季全国火災予防運動
「忘れてない？�サイフにスマホに火の確認」

　空気が乾燥し火災が発生しやすいこの時季は、風の
強い日も多く、大火となる危険性が高くなります。火
災によって命や財産を失わないために、住宅用火災警
報器を設置し、維持管理に努めましょう。
問合 �予防課予防担当

�3.11メモリアル防災カフェ
日時 �3月10日㈰14時～16時
場所 �ちがさき市民活動サポートセンター
内容 �ワークショップ(クロスロード防災ゲーム)、被災

地支援活動報告、防災に役立つ豆知識など
講師 �内野義生さん(防災スイッチオン！プロジェクト

代表)、寺嶋真弓さん(防災士)、市職員
申込 �3月9日㈯までに☎で(住所・氏名・電話番号を記

入し、 (88)7546または s-center@pluto.plala.
or.jpも可)

ほか �費用300円(茶菓代)。手話・要約筆記、託児6か月～
3歳〈いずれも申込制〉

問合 �ちがさき市民活動サポートセンター☎(88)7546

�
広げよう�救命の輪
心肺蘇生法、AEDの使用方法ほか

日時 �3月16日㈯9時～12時
場所 �消防署北棟
対象 �市内在住・在勤・在学で中学生以上の方25人〈申

込制(先着)〉
申込 �2月18日㈪～3月8日㈮に☎で

ほか �受講者には修了証を発行
問合 �消防指導課消防指導担当☎(85)4594

�小規模飲食店等の消火器の設置基準が変更
　新潟県糸魚川市で2016年12月に発生した大規模火災
を受け、今までの消防法令で消火器の設置の義務がな
かった延べ面積150㎡未満の火を使用する設備や器具
を設けた飲食店に対し、10月1日から消火器の設置が
原則義務付けられます。ただし、火を使用する設備や
器具に防火上有効な措置を設けている場合は、対象外
となる場合があります。
問合 �予防課予防担当

産業・雇用
�
「湘南ものづくりワークショップ×えんに
ち」に行こう

日時 �3月9日㈯10時～16時
場所 �オイレス工業株式会社敷地内(藤沢市桐原町)
内容 �ものづくり企業が集まり、ものを作ることの楽し

さや奥深さの体験、工場見学
問合 �産業振興課商工業振興担当

�講座「女性にとって就職や人生に有効な資格とは？」
日時 �3月17日㈰13時～15時30分
場所 �勤労市民会館
定員 �20人〈申込制(先着)〉
申込 �2月15日㈮～3月16日㈯いずれも10時～☎で(勤労市

民会館HPも可)
問合 �勤労市民会館☎(88)1331

�市民講座「気功体験講座」
日時 �3月21日(木･祝)14時～17時
場所 �勤労市民会館
定員 �20人〈申込制(抽選)〉
申込 �3月10日㈰(必着)までに往復はがきに住所・氏名・

年齢・電話番号、講座名、返信用宛名を記入し、
〒253-0044新栄町13-32勤労市民会館へ郵送

問合 �勤労市民会館☎(88)1331

�エクセル応用テクニック習得講座
日時 �3月23日㈯・24日㈰10時～16時(全2回)
場所 �勤労市民会館
定員 �20人〈申込制(先着)〉
申込 �2月15日㈮～3月22日㈮いずれも10時～☎で(勤労市

民会館HPも可)
ほか �費用2000円(テキスト代)。パソコン貸し出し300円
問合 �勤労市民会館☎(88)1331

�市内をバスで巡る�春の農畜水産物買い物ツアー
日時 �3月25日㈪8時30分～13時
内容 �市内人気の花農家や牛舎などの施設見学をしなが

◆ 　　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

〈丸ごと博物館まち歩き「懐
ふところ

島
じま

郷
ごう

を歩く」〉　日時 12月13日㈬9時30分～12時30分（雨天延期12月20日㈬）内容 ちがさき丸ごと博物館アクションプロジェクト・ガイド部会の案内によ
るまち歩き定員 20人〈申込制(先着)〉申込 11月20日㈪～☎でほか市役所集合� 【社会教育課文化財保護担当】

～気軽にフランス講座～
　茅ヶ崎市を拠点にフランス菓子を製造・販売している菓子職人を講師に招
き、留学や旅行の経験談、簡単な語学講座を通して、フランス文化を学びます。
また、市職員が民俗資料館「旧藤間家住宅」の紹介もします。和洋折衷建築の趣
ある文化的な空間の中で、楽しく異文化体験をしてみませんか。

【社会教育課社会教育担当】

日時　3月6日㈬10時～12時
場所　民俗資料館「旧藤間家住宅」（柳島）
講師　久米幸絵さん（マカロン&焼き菓子店
　　　「ル・シャンティエ」菓子職人）
　　　富永富士雄（社会教育嘱託員）
定員　15人〈申込制（先着）。市民優先〉
申込　2月15日㈮～3月1日㈮に☎で
ほか　費用300円（お菓子・飲み物代）。
　　　市役所から車で送迎あり

旧藤間家住宅で異文化体験

Homehome Home（ほめほめほーむ）

【ちがさき市民活動サポートセンター☎(88)7546】

活動日　土・日曜日、祝日（不定期）
問　合　中村恵子☎090（2913）8839、 wakuwakusyokuiku@homehome-home.com
	 ※	「ほめほめぷれいず」は、YouTubeでも閲覧できます

保育園で食育キャラクター「ほめと
＆みかうぇる」と食育体操

中村恵子代表

　人々の心と体の健康を願い、主に子どもを対象とした食育活動
を2016年から開始。エンターテインメント要素を含んだ食育開発
事業に取り組んでいます。

「食＝幸せ」を実現するために

　食育体操「ほめほめぷれいず」を取り入れながら、湘南祭などの市内イベン
トや保育園で食の大切さや楽しさを伝えています。また、食に関わる人への
感謝の気持ちを学ぶ「こども料理教室」も開催。3月10日㈰の「ちがさき食育フェ
スタ」にも出演します（本紙1面参照）。

　エンターテインメントと食を組み合わせて楽し
むことで、将来の健康を支える生活習慣のきっか
けになってほしいと思っています。体操教室の出
張や、レクチャー動画と音源の無料配布もしてい
ます。一緒に活動してくれる方はお気軽にご連絡
ください。

Homehome Home

フランス伝統菓子「マカロン・ド・パリ」

国登録有形文化財「藤間家住宅主屋」

広報ちがさきをいつでもどこでも　広報ちがさきをスマホやタブレットで手軽に読むことができます。便利な機能も多数あります。「マチイロ」のアプリをダウンロードし、
「茅ヶ崎市」を登録してください。詳細は市 をご覧ください。

4 2019年（平成31年）2月15日号 No.1112


