
茅ヶ崎ラグビースクール

【ちがさき市民活動サポートセンター☎(88)7546】

活動日　毎週土曜日9時〜11時30分、中学生は週2回土・日曜日
場　所　赤羽根第二青少年広場、柳島スポーツ公園（月1回）
問　合　照井善光 chigasakirs@gmail.com

タックルはラグビーの醍
だ い ご み

醐味

竹田勝信代表

　1994年に設立し、「強い心、強い体を育てよう」、「礼儀正しく
育てよう」、「生徒、父母、コーチ、全員が幸せになるラグビーを
目指す」を校訓に、子どもたちに楽しいラグビーを指導しています。

「百聞は一見にしかず」 グラウンドで体験を

　スクール生は市内外の幼児〜小・中学生の男女180人(女子は1割程)。学区
を越えた友達ができます。小学2年生までは接触のない「タグラグビー」で安全
にゲームを楽しんでもらうなど、年齢に応じて段階的に指導しています。ラ

グビーを通して、仲間のために無心で頑張れる気
持ちや姿勢を学べます。5月26日㈰の湘南祭では交
流試合を行いますので、子どもたちの迫力あるプ
レーを見に来てください。体験は随時メールで受
け付けています。

茅ヶ崎
ラグビースクール

　茅ヶ崎の夏の風物詩、サザンビーチちがさき花火大会が8月10日
㈯に開催されます。茅ヶ崎の花火大会は、花火打上募金をはじめ、
市民や事業所のみなさんによって支えられています。募金箱は市内
公共施設やレストラン、事業所などに設置してあります。盛大な花
火大会開催のため花火打上募金にご協力をお願いします。

【サザンビーチちがさき花火大会実行委員会（観光協会内）☎（84）0377、産業振興課観光担当】

募金箱設置協力店を募集
　募金箱を設置していただける協力店を募
集しています。花火大会を盛り上げるため、
みなさんのご協力をお願いします。

申込　5月31日㈮までに☎で
ほか　設置期間は８月10日の花火大会終了まで。
　　　募金箱設置協力店は、茅ヶ崎市観光協会　に掲載

第45回サザンビーチちがさき花火大会
花火打上募金にご協力を

茅ヶ崎市
観光協会　

（6面へ続く）

場所 �勤労市民会館
対象 �40歳以上でパソコン起動などの基本操作ができる

方20人〈申込制(抽選)〉
申込 �5月8日㈬(必着)までに往復はがきに講座名・住所・

氏名・年齢・電話番号、パソコン貸し出し希望の
有無を記入し、〒253-0044新栄町13-32茅ヶ崎市勤
労市民会館へ郵送

ほか �ノートパソコン持参(貸し出しは1日300円)
問合 �勤労市民会館☎(88)1331

�
就労支援
「幸せな関係をつくるアサーション講座」

日時 �5月18日㈯10時～12時30分　
場所 �勤労市民会館
内容 �自分も相手も尊重して自己表現する「アサーション」

技術を学び、コミュニケーション能力を向上させる�
定員 �20人〈申込制(先着)〉
申込 �4月20日㈯～5月17日㈮のいずれも10時～☎で(勤

労市民会館HPも可)
問合 �勤労市民会館☎(88)1331

�
働くときに知っておきたい労働法セミナー
「働き方改革で何が変わる？」

日時 �5月25日㈯10時～12時30分
場所 �勤労市民会館
内容 �働き方改革による労働条件の改正点を理解し、安

心して働くためのポイントを確認する�
対象 �求職者、労働者および雇用主20人〈申込制(先着)〉
申込 �4月20日㈯～5月24日㈮のいずれも10時～☎で(勤

労市民会館HPも可)
問合 �勤労市民会館☎(88)1331

�
かなテクカレッジ東部(横浜市鶴見区)・
西部(秦野市桜町)7月入校生募集

内容 �セレクトプロダクト、住環境リノベーション、ビ
ル設備管理、庭園エクステリア施工(各校で異なる)

対象 �知識、技術・技能を習得し、就職しようという意
思がある方〈申込制(選考)〉

申込 �住所を管轄するハローワークで事前手続きをし、
4月15日㈪～5月13日㈪に申込書を各校へ持参、ま
たは5月13日(消印有効)までに各校(〒230-0034横
浜市鶴見区寛政町28-2かなテクカレッジ東部、
〒257-0045秦野市桜町2-1-3かなテクカレッジ西
部)へ郵送

ほか �選考日は5月26日㈰。詳細は募集案内(各校、ハロー
ワークなどで配布中)参照

問合 �県産業人材課☎045(210)5715

生活
�
まなびの市民講師自主企画講座
おもちゃ病院・にこにこ

日時 �5月8日、6月12日、8月14日、9月11日のいずれも
水曜日15時～16時30分

場所 �ハマミーナまなびプラザ会議室
講師 �瀬川貢

みつぐ

さん(まなびの市民講師)
定員 �30人〈申込制(先着)。一家族1点まで〉
ほか �部品、材料交換は依頼者の自己負担あり
問合 �文化生涯学習課生涯学習担当

�
簡易型感震ブレーカーの設置費
本体価格(税込)の3分の２を補助

内容 �居住する住宅(新築を除く)に、対象の簡易型感震
ブレーカーの設置費を補助(上限3000円)

対象 �まちぢから協議会〈申込制(先着)。各自治会で取
りまとめ、まちぢから協議会を通じて提出〉

申込 �2020年1月31日㈮までに申請書(4月15日㈪～市役
所都市政策課で配布。市HPで取得も可)を持参

ほか �対象機器購入前に申請。個人での申請不可
問合 �都市政策課都市政策担当

�図書特別整理期間中の各図書館閉館日
　図書特別整理期間のため、図書館本館は5月20日㈪
～31日㈮、図書館香川分館は5月13日㈪～15日㈬の間
閉館となります。また図書館本館は空調設備改修工事
も並行して実施します。図書特別整理期間中の本の返
却は「まなびの窓口」または返却ポストをご利用くださ
い。なお、返却ポストはCD・DVDなど一部利用できな
いものがあります。
問合 �図書館☎(87)1001

�
空調工事による青少年会館・青少年会館
図書室の休館日

　空調設備工事のため、5月20日㈪～6月17日㈪は青少
年会館と青少年会館図書室が利用できません。青少年
相談室と教育センターは通常どおり利用できます。
問合 �青少年会館☎(86)9961

�
厚生労働省実施の「国民生活基礎調査(世
帯票・健康票・介護票)」に協力を

　国民生活基礎調査は保健、医療、福祉、年金、所得
に関する調査(調査基準日6月6日㈭)で、各種調査や政
策の企画に必要な基礎資料を得ることを目的に実施し
ています。指定の調査区に居住する市内の一部世帯を
対象に、調査員証を携帯した調査員が訪問しますので
ご協力をお願いします。
問合 �保健所地域保健課地域保健担当☎(38)3314

�
4月は巡回連絡の強化月間
警察官の巡回連絡に協力を

　茅ケ崎警察署の地域課員が各種犯罪防止や各地域の
情報交換を兼ねて、みなさんの自宅を訪問する巡回連
絡を実施します。犯罪の予防や情報をお伝えしたり、
警察に対する意見をお伺いしたりする活動となります
ので、ご協力をお願いします。
問合 �安全対策課安全対策担当

スポーツ
�
かけっこを科学の力で速くしよう～運動会を前
に専門家の指導のもと測定結果がすぐわかる

日時 �5月4日(土･祝)①9時～10時30分②10時45分～12時15
分③12時30分～14時

場所 �総合体育館�
対象 �市内在住・在学の小学①1～2年生②3～4年生③5

～6年生各20人〈いずれも申込制(抽選)〉
申込 �4月20日㈯8時30分～総合体育館窓口で
ほか �費用3240円
問合 �総合体育館☎(82)7175

�
インディアカでいい汗かこう
羽根付きのボールを使う4人制バレーボール

日時 �5月8日㈬9時40分～12時
場所 �総合体育館
対象 �新たにスポーツを始めたい方、スポーツ経験を生

かしたい方20人〈申込制(先着)〉
申込 �5月7日㈫までに☎で
問合 �茅ヶ崎インディアカ協会☎(88)6007森元

�
トレーニング室利用者講習会
①総合体育館②屋内温水プール

日時 �①5月11日㈯18時～18時45分・18時45分～19時30
分、5月21日㈫9時～9時45分・9時45分～10時30
分②5月19日㈰9時30分～10時30分、5月29日㈬18
時～19時

対象 �15歳以上の方各30人〈申込制(先着)。中学生不可〉
申込 �①4月22日㈪8時30分～②4月24日㈬9時～各施設窓

口または☎で
問合 �①総合体育館☎(82)7175②屋内温水プール

☎(84)1144

�
市総合体育大会�
ミニバスケットボール競技・小学生の部

日時 �5月12日㈰・18日㈯いずれも8時30分～
場所 �総合体育館
ほか �詳細は市HP参照
問合 �スポーツ推進課推進担当☎(82)7136

�
トータルリラクゼーション教室
ピラティス・ヨガ

日時 �5月14日～7月2日の毎週火曜日19時～20時(全8回)
場所 �総合体育館
対象 �市内在住・在勤・在学で15歳以上の初心者80人〈申

込制(抽選)。中学生不可〉
申込 �4月23日㈫18時45分～19時に総合体育館会議室で

整理券を配布(1人1枚、代理人可)
ほか �費用2100円
問合 �総合体育館☎(82)7175

�
健康運動教室「春の美筋エクササイズ」
ソフトエアロビクス、ピラティス、ヨガ他

日時 �5月17日～7月12日の毎週金曜日10時～11時30分(5
月31日を除く。全8回)

場所 �総合体育館　
対象 �市内在住・在勤・在学で15歳以上の方40人〈申込

制(抽選)。中学生不可〉
申込 �4月26日㈮9時45分～10時に総合体育館会議室で整

理券を配布(1人1枚、代理人可)
ほか �費用3500円
問合 �総合体育館☎(82)7175

�
茅ヶ崎万歩クラブ　
四季の森の緑と野鳥の声に誘われて歩く(約11km)

日時 �5月19日㈰9時～
ほか �費用500円(入園料などは別途)。JR横浜線中山駅

集合・相鉄線鶴ケ峰駅解散。詳細は市HP参照
問合 �茅ヶ崎万歩クラブ☎090(2497)8972石田

�
茅ヶ崎インディアカ総合大会
混合・交流の部

日時 �5月19日㈰9時～
場所 �市体育館
対象 �茅ヶ崎インディアカ協会員(混合の部)、市内在住

の愛好者で構成するチームまたは個人(交流の部)
〈申込制〉

申込 �5月3日(金･祝)17時までに申込書(茅ヶ崎インディア
カ協会HPまたは市HPで取得可)を (88)6007で

ほか �費用1チーム2000円(交流の部は1人100円)
問合 �茅ヶ崎インディアカ協会☎(88)6007森元

�弓道教室
日時 �5月21日㈫～6月4日㈫の毎週水曜日を除く平日9時

30分～12時(全9回)
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