
募集数　　テント10区画程度〈申込制（抽選）〉�
対象　　　市内の飲食店、市民活動団体など(個人での出店不可)�
出店条件　①抽選後の出店者説明会に参加すること�
　　　　　②販売物品は飲食物に限る�
　　　　　③政治・宗教に関する活動はしないこと�
　　　　　④各団体のテント代等の諸経費は自己負担すること�
　　　　　⑤区画外でのPR活動、会員等の勧誘活動はしないこと�
申込　　　5月15日㈬～6月14日㈮�に☎または (85)3119で�

消防防災フェスティバル出店者募集

「食」で盛り上げよう
　楽しみながら消防防災意識の向上を図る体験型
イベント「ちがさき消防防災フェスティバル2019」
を一緒に盛り上げてくれる出店者を募集します。�

※�詳細は市HPの募集要項を参照�

【消防総務課企画担当】

ショウボーグ
�119号

出店者公募案内

ちがさき消防防災フェスティバル2019�
日時　10月20日㈰10時～15時（荒天中止）�
場所　中央公園、市役所本庁舎市民ふれあいプラザ、
　　　�総合体育館前庭�
内容　�キッズレンジャー・放水・消火器・119番通報・応急手当

体験、消防団の広報、地震体験、�防災関係機関の展示他�

　市教育委員会と市中学校長会は、原則自粛としていた中
学生の部活動等における移動時の自転車使用を、4月から原
則禁止としました。ただし、関係団体等からの意見も踏まえ、
「ヘルメット着用などの安全確保を条件に集合場所の最寄り
駅までは使用可能」とします。
� 【学校教育指導課指導担当】

部活動等での自転車使用を原則禁止

�ヘルメット着用で最寄駅までは使用可
　部活動等における自転車での集団移動は事故のリスクが高まることから、
「移動は徒歩や公共交通機関を利用すること」としました。ただし、南北をつ
なぐ路線バスが少ないことや交通費の負担、早朝のバスの本数が少ないこと
などを考慮し、集合場所が学区の最寄り駅の場合は、自転車用ヘルメットの
着用など安全確保の徹底を条件に、各家庭の責任で自転車を使用することが
できます。
部活動運営の見直しも
　昨年度開催した関係団体へのヒアリングでは、教員が自発的に行ってきた
休日や勤務時間外の部活動の運営方法を見直すべきとの意見が出ました。
　市教育委員会と市中学校長会は、今後の社会情勢の変化などに対応しなが
ら、運営の見直しを行っていきます。

中学校

電話番号を記入し、 0466(43)9314または isao8880�
@gmail.comへ

ほか �費用1人7000円(中学生以下5000円。交通費・保険料
含む)。JR茅ケ崎駅北口集合。7月3日㈬19時～総合
体育館会議室で事前説明会あり。詳細は市HP参照

問合 �茅ヶ崎山岳協会☎0466(43)9314水島

市総合体育大会～水泳競技
日時 �7月7日㈰9時～
場所 �屋内温水プール
内容 �自由形・平泳ぎ・背泳ぎ・バタフライいずれも小

学生・中学生・一般・一般団体(各男・女)の部
対象 �市内在住・在勤・在学で小学生以上の方または

茅ヶ崎水泳協会登録者〈申込制。小学3年生以下は
5人につき保護者1人同伴〉

申込 �6月7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 �競技順などは大会要項(市HPで取得可)参照。大会
補助役員募集中

問合 �スポーツ推進課推進担当☎(82)7136

市総合体育大会～柔道競技�個人・団体
日時 �7月7日㈰10時～
場所 �総合体育館
内容 �幼年・小学生・中学生(男女)・一般無段者・一般

有段者の部(参加人数により変更あり)
対象 �市内在住・在勤・在学または茅ヶ崎柔道協会登録

の方〈申込制〉
申込 �6月14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
問合 �スポーツ推進課推進担当☎(82)7136

子育て・教育
�保健所の講座

申込 �いずれも実施日の前日までに☎で(土・日曜日、
祝日の場合はそれ以前の平日)

区分(いずれも申込制) 対象 日程(6月)

ママサポ教室 初めて父親になる方と妻 1日㈯・3日㈪

プレママ教室 初めて出産を迎える方 10日㈪

離乳食講習会 4～6か月児の保護者※ 13日㈭・27日㈭

1歳児の食事と歯の教室 2018年6月・7月生まれの子
どもと保護者※ 17日㈪

※�第1子優先。対象の詳細は要問い合わせ
問合 �保健所健康増進課こども健康・予防接種担当
　　☎(38)3331

夫婦でマタニティクッキング
初めてママ・パパになる方へ

日時 �6月8日㈯10時～13時30分
場所 �男女共同参画推進センターいこりあ

内容 �妊娠期の食事と調理実習、簡単な離乳食の紹介
対象 �初妊婦の夫婦12組〈申込制(先着)〉
申込 �6月6日㈭までに☎で
ほか �費用1組700円
問合 �保健所健康増進課こども健康・予防接種担当☎(38)�

3313
第29回のびのび子育て応援講座
アロハ！親子でフラダンス

日時 �6月8日㈯10時30分～12時
場所 �市役所分庁舎6階コミュニティホール
講師 �今井裕

ゆう

子
こ

さん(カロケ・メレメレ・フラスタジオ、
トカリガ主宰)

対象 �2歳～未就学児と保護者80組160人〈申込制(先着)〉
申込 �5月15日㈬～6月6日㈭に☎で
ほか �託児10人程度〈申込制(先着)〉
問合 �浜竹子育て支援センターのびのび☎(85)7900

2020年度使用小学校教科用図書
見本の閲覧

期間 �6月18日㈫～21日㈮・25日㈫いずれも10時～12時・
13時～16時

場所 �教育センター
ほか �図書館で閲覧も可
問合 �学校教育指導課指導担当

�乳幼児期の子育ち・子育て出前講座
日時 �6月22日㈯10時～12時
場所 �市立香川保育園
内容 �講演「よりよいメディアとの付き合い方―乳幼児

期の子育ての環境を考える」
講師 �旦

だん

直子さん(帝京科学大学准教授)
対象 �市内在住・在勤の方30人〈申込制(先着)〉
申込 �5月17日㈮～6月18日㈫に☎または市HPで(氏名・

電話番号を記入し、 (88)1394も可)
ほか �託児1歳以上～未就学児8人〈申込制(先着)。6月11

日㈫までに☎で〉
問合 �教育センター研究研修担当☎(86)9965

子ども会リーダーキャンプ「遊び体験教室」
豊かな自然の中で楽しくキャンプ

日時 �①7月13日㈯9時30分～11時30分②7月23日㈫～24日㈬
場所 �①市役所本庁舎会議室1②表丹沢野外活動セン

ター(秦野市菩提)、サザンビーチちがさき
内容 �①事前研修(参加必須。保護者同伴)②宿泊研修(レ

ク、野外炊事、キャンプファイア、海遊び他)
対象 �子ども会に加入している5・6年生30人〈申込制（抽

選）〉
申込 �5月15日㈬～6月11日㈫に申込書(市内公共施設で

配布中。市 HPで取得も可)を〒253-8686茅ヶ崎市
役所青少年課へ郵送(持参も可)

ほか �費用3500円。食物アレルギーがある方は要相談。
抽選結果は6月21日㈮までに郵送で通知

問合 �青少年課育成担当

子どもを預かる・預けたい会員募集
ファミリー・サポート・センター

内容 �アドバイザーが会員を仲介し、保育園などへの送
迎や預かりなどの子育て支援活動を有償で行う

対象 �〈支援会員(子どもを預かる方)〉市内在住で保育
に理解と熱意があり、安全な保育環境を持つ
方。研修の受講が必要〈依頼会員(子どもを預け
たい方)〉市内在住・在勤・在学で生後3か月～
小学6年生の保護者〈両方会員(支援と依頼の両
方を希望する方)〉支援・依頼会員両方の条件を
満たす方

申込 �随時
ほか �支援会員研修会を6月3日㈪～5日㈬9時10分～12時

に男女共同参画推進センターいこりあで開催〈申
込制(先着)。託児10人まで〉

問合 �ファミリー・サポート・センター☎(87)8070

防災・消防
6月2日㈰～8日㈯は危険物安全週間
｢無事故への�構え一分の�隙も無く」

　危険物の保安に対する意識の高揚や啓発を推進する
ため、6月2日～8日に危険物安全週間が全国一斉に実
施されます。ガソリンなどの危険物は、火災を発生さ
せる危険性が非常に高く、ちょっとした不注意が思わ
ぬ事故につながる恐れがあります。ガソリンや灯油、
塗料、潤滑油スプレーといった身近な危険物の保管方
法を確認し、安全に取り扱いましょう。
問合 �予防課危険物担当

防火に関する講習会と消火器訓練
日時 �6月6日㈭13時30分～16時30分
場所 �モリタ宮田工業(株)(下町屋)
対象 �市内事業所やテナント等の防火管理者20人〈申込

制(先着)〉
申込 �5月31日㈮までに☎で
問合 �予防課査察指導担当

上級救命講習会(救急法)
心肺蘇生法、AEDの使用方法、搬送法他

日時 �6月15日㈯9時～18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 �5月15日㈬～6月5日㈬に消防指導課☎(85)4594へ
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

広げよう�救命の輪�普通救命講習会(救急法)
心肺蘇生法、AEDの使用方法他

日時 �①6月23日㈰9時～12時②7月7日㈰9時～12時　
場所 �①南湖公民館②消防署北棟　
対象 �市内在住・在勤・在学で中学生以上の方各25人〈申

込制(先着)〉

◆ 　　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】

（5面へ続く）

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（令和元年）5月15日号 No.1119


