
◆ 　　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 �9月21日㈯、10月19日㈯いずれも11時～14時30分
場所 �ハスキーズギャラリー(新栄町)
ほか �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

年金
10月から年金生活者支援給付金制度が開始

　10月1日㈫から年金生活者支援給付金制度が始まりま
す。4月1日時点で老齢・障害・遺族基礎年金を受給し、
公的年金等の収入や所得額が一定基準以下の方などが
対象です。対象者には日本年金機構より9月から順次必
要書類が送付されますので、案内を確認の上、速やか
に請求手続きをしてください。
問合 �年金生活者支援給付金専用ダイヤル☎0570(05)4092

子育て・教育
�子育て応援療育講座 
ココロが軽くなる子育てのツボ

日時 �9月19日㈭10時～12時
場所 �市役所本庁舎会議室4
講師 �藤本明

のり

國
くに

さん(川崎西部地域療育センター)
定員 �35人〈申込制(先着)〉
申込 �9月3日㈫～件名に「9/19参加希望」、本文に「住所・

氏名・電話番号(子ども同伴の場合は子どもの氏
名・生年月日)」を記入し、マム04メールmom4chigasa
ki@gmail.comまたは☎090(4378)9802へ

ほか �費用1人500円
問合 �マム04メールmom4chigasaki@gmail.com

�ほめ方・叱り方の練習「ほしつ☆メソッド」 
2歳・3歳以上のグループ

日時 �①10月18日㈮10時～12時②10月16日・30日、11月13日・
27日、12月11日いずれも水曜日10時～12時(全5回)

場所 �①男女共同参画推進センターいこりあ②南湖公民館
対象 �①2歳の子どもの保護者10人②3歳以上の子どもの

保護者8人〈いずれも申込制(先着)〉
申込 �①10月8日㈫まで②10月4日㈮までに☎で
ほか �託児6か月～未就学児〈申込制〉。②は個別事前説明あり
問合 �こども育成相談課家庭児童相談室☎(82)1151

スポーツ
総合体育館 有料ロッカー利用団体

期間 �10月1日㈫～12月28日㈯
場所 �総合体育館
対象 �市体育施設利用登録(屋内)のある総合体育館利用

団体6団体〈申込制(抽選)〉
申込 �9月10日㈫～20日㈮に申込書(総合体育館で配布中)を持参
ほか �費用3か月6000円
問合 �総合体育館☎(82)7175

�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 �①10月6日㈰9時～9時45分・9時45分～10時30分、10
月23日㈬18時～18時45分・18時45分～19時30分②10
月19日㈯18時～19時、10月29日㈫9時30分～10時30分

対象 �15歳以上の方各回30人〈申込制(先着)。中学生不可〉
申込 �①9月18日㈬8時30分～②9月30日㈪9時～いずれも

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～ボウリング競技 
3ゲーム個人戦(年齢別ハンデ採用)

日時 �10月6日㈰9時30分～受付
場所 �寒川セントラルボウル(寒川町岡田)
対象 �市内在住・在勤・在学で中学生以上の方または茅ヶ

崎ボウリング協会員55人〈申込制(先着)〉
申込 �9月1日㈰～10月2日㈬17時までに寒川セントラル

ボウルフロント☎(75)5311へ

ほか �費用1人1500円(当日支払い)
問合 �スポーツ推進課推進担当☎(82)7136

�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 �10月9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またはスポーツ経験

を生かしたい方20人〈申込制(先着)〉
申込 �10月8日㈫までに☎で
ほか �室内用運動靴持参
問合 �茅ヶ崎インディアカ協会☎(88)6007森元

健康
�サプリメント・健康食品最新情報 
知って納得！正しい使用法と注意点

日時 �9月25日㈬13時30分～15時30分
場所 �市役所本庁舎会議室1・2
講師 �蒲

かも

原
はら

聖
せい

可
か

さん(㈱DHC特別研究顧問・医学博士)
定員 �100人〈申込制(先着)〉
申込 �9月24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

�バランスの良いお弁当づくり教室 
おかずのレパートリーを増やそう

日時 �9月26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
対象 �20歳以上の方20人〈申込制(先着)〉
申込 �9月24日㈫までに☎または市HPで
ほか �費用400円(材料費)
問合 �保健所健康増進課健康づくり担当☎(38)3331

�おとうさん・おかあさんのための 
小児アレルギー疾患勉強会

日時 �9月28日㈯15時～17時
場所 �茅ヶ崎医師会館
講師 �高

たか

増
ます

哲也さん(県立こども医療センターアレルギー
センター副センター長兼栄養サポートチーム座長)

対象 �アレルギー児を持つ家族の方など80人〈当日先着〉
問合 �茅ヶ崎医師会☎(87)2731

�からだの基礎を立て直す 
めざせ体力&筋力アップ運動教室

日時 �10月2日・9日・16日いずれも水曜日10時～11時45
分、10月23日㈬9時30分～11時45分(全4回)

場所 �男女共同参画推進センターいこりあ
内容 �有酸素運動、ストレッチ、健康ミニ講話など
対象 �20歳～64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 �9月2日㈪～☎で
ほか �託児6か月～6歳6人〈申込制(先着)〉
問合 �保健所健康増進課健康づくり担当☎(38)3331

市民参加・市民活動
�音貞オッペケ祭①まち歩き「停車場から茅ヶ崎
館へ」②音二郎版ハムレット演劇公演③宵祭

日時 �9月7日㈯①11時30分～12時30分・14時30分～15時30
分②13時～14時20分・16時～17時20分③18時～20時

場所 �茅ヶ崎館(中海岸)
申込 �当日までに☎で(氏名・連絡先を記入し、メールotos

ada.oppekesai@gmail.comも可)
ほか �費用②2000円③4000円
問合 �音貞オッペケ祭実行委員会事務局☎090(8516)5649清水

�(仮称)公文書等管理条例説明会～行政文書や保存
期間経過後の歴史公文書などの取り扱いを解説

日時 �9月21日㈯10時～11時
場所 �市役所本庁舎会議室5
定員 �50人〈当日先着〉
問合 �文書法務課文書担当、文化生涯学習課市史編さん担当

�市民の集い(市民集会) 
①湘南地区②小出地区

期間 �①9月21日㈯②9月22日㈰いずれも13時30分～
場所 �①コミュニティセンター湘南②小出地区コミュニ

ティセンター
内容 �まちぢから協議会が主催し、市民と行政(市長・

職員)との対話を図る
問合 �市民自治推進課地域自治担当

�松浪コミュニティセンター開館５周年 
記念式典&コミセンまつり

日時 �10月6日㈰10時30分～15時
場所 �松浪コミュニティセンター
内容 �ステージパフォーマンス、模擬店など
問合 �松浪コミュニティセンター☎(87)8855

�第23回ちがさきレインボーフェスティバル①模
擬店②フリーマーケット(食品不可)③ステージ

日時 �11月10日㈰10時～15時
場所 �県立茅ケ崎里山公園
対象 �①市内に所在地があるサークル・市民活動団体(飲

食23区画・飲食以外8区画)②市内在住・在勤・在
学の方50組〈いずれも申込制(抽選)〉③市内のサー
クル20組〈申込制(先着)〉

申込 �①②9月12日㈭14時～14時30分に市役所分庁舎6階
コミュニティホールへ(15時～抽選・参加者説明会)
③9月2日㈪～13日㈮に市役所文化生涯学習課へ

ほか �費用①3500円(テント(奥行き3.6m×間口2.7m)代含
む。設備(椅子1脚200円、机1台700円、消火器1本
1700円)貸し出しあり)②1000円をいずれも参加者
説明会時に支払い③1000円(申込時に支払い)

問合 �ちがさきレインボーフェスティバル実行委員会
(文化生涯学習課市史編さん担当内)

�市行政改革推進委員会委員～行政改革の
推進に関する事項に係る審議など

人数 �1人
対象 �市内在住・在勤・在学の方(他の審議会などの公

募委員と市職員を除く)
任期 �10月～2021年3月
会議 �年4～5回程度(予定)
報酬 �日額1万円
申込 �9月1日㈰～30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(FAX(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

文化・歴史
�エコミュージアムとコミュニティミュージアム・ 
フォーラムinかながわ

日時 �9月9日㈪14時30分～18時30分
場所 �市役所分庁舎6階コミュニティホール
内容 �エコミュージアム活動の事例発表と意見交換会
定員 �100人〈当日先着〉
問合 �社会教育課文化財保護担当

�低山登山のすすめ 
自然と楽しむ山と道具展

日時 �9月22日㈰11時～12時30分
場所 �茅ヶ崎ゆかりの人物館
講師 �大内征さん(登山家)
定員 �40人〈申込制(先着)〉
申込 �9月2日㈪～
問合 �文化生涯学習課文化推進担当

�秋は能楽体験を楽しもう①Shall we 能(know)？ 
能楽レクチャー公演②能の謡と仕舞の体験

日時 �9月23日(月・祝)①13時～14時②14時30分～15時30分
講師 �山井綱雄さん(金春流能楽師)
場所 �①美術館②松

しょう

籟
らい

庵
あん

定員 �①50人〈当日先着〉②20人〈申込制(先着)〉
申込 �9月3日㈫10時～☎で
問合 �①美術館☎(88)1177②松籟庵☎(87)5258

槇
まき

有
ゆう

恒
こう

ギャラリートーク
日時 �9月27日㈮10時30分～・13時30分～・14時30分～
場所 �ゆかりの人物館
講師 �平山孝通(市職員)
ほか �費用200円(入館料)
問合 �文化生涯学習課文化推進担当

市史講座「高田畊
こう

安
あん

のドイツ留学」
日時 �9月28日㈯10時～12時
場所 �太陽の郷(旧南湖院)
講師 �大島英夫さん(市史編集員)
定員 �80人〈申込制(先着)〉
申込 �9月2日㈪～☎で
問合 �文化生涯学習課市史編さん担当

�ちがさき丸ごとふるさと発見博物館講座
(基礎編)

日時 �10月2日～12月11日の毎週水曜日10時～11時30分
(全11回)

場所 �市民ギャラリー他
内容 �歴史、自然などの視点から「住まう茅ヶ崎」を学ぶ
講師 �富永富士雄(市職員)他
対象 �市内在住・在勤・在学で、原則全回受講できる方

30人〈申込制(先着)〉
（6面へ続く）

【おわびと訂正】
　本紙8月15日号4面に掲載の「市民文化祭～短歌大
会作品」の記事に誤りがありました。おわびして訂
正いたします。
(誤)申込　9月20日㈮(消印有効)までに
(正)申込　9月10日㈫(必着)までに　
問合 �茅ヶ崎市文化団体協議会短歌部会☎(85)7137真後
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