
広告掲載のお申し込み・お問い合わせは秘書広報課へ

9/7（土）～9/15（日）  9日間

（３面へ続く)

環境
清
し み ず や と

水谷定例観察会

日時  9月1日㈰9時30分～
ほか  長袖・長ズボン・長靴着用。市民の森駐車場集合。

毎週火曜日に保全作業(草刈りなど)を実施
問合  清水谷を愛する会☎(83)3366平石

楽しい鳴く虫のお話と夜風の中で
マツムシなどの虫の鳴き声を聴こう

日時  9月8日㈰17時～19時30分
場所  萩園温水プール会議室、相模川左岸河畔林周辺
講師  高橋耕司さん（神奈川昆虫談話会)
定員  15人〈申込制（先着)〉
申込  9月7日㈯までに☎で
ほか  長袖・長ズボン着用。懐中電灯、飲み物、タオル持参
問合  相模川の河畔林を育てる会事務局☎(82)5587村中

自然環境調査員養成講座

日時  ①9月14日㈯13時30分～15時30分②9月22日㈰9時

30分～12時③10月6日㈰10時～12時④10月6日㈰13

時～15時30分⑤11月2日㈯13時30分～15時30分⑥

11月10日㈰9時30分～12時(②④⑥は雨天順延)
場所  ①⑤市役所本庁舎会議室1②小出川③④⑥柳谷(県

立茅ケ崎里山公園内)
内容  ①魚類調査の基礎知識②魚類調査入門③哺乳類調

査の基礎知識④哺乳類調査入門⑤鳥類調査の基礎

知識⑥鳥類調査入門
申込  8月19日㈪～
ほか  全講座へ参加または①と②、③と④、⑤と⑥の組

み合わせで受講。②④⑥は長袖・長ズボン・歩き

やすい靴着用
問合  景観みどり課みどり担当

子育て・教育
全国一斉｢子どもの人権110番｣
電話相談強化週間を実施

日時  8月29日㈭～9月4日㈬8時30分～19時、8月31日㈯・

9月1日㈰10時～17時
内容  学校でいじめや体罰を受けた、家庭や施設等で暴

行・虐待を受けているなどの相談
ほか  人権擁護委員、法務局職員が相談対応。秘密厳守
問合  全国共通フリーダイヤル☎0120(007)110､ 市民相

談課市民相談担当

みんなでワイワイ編み物初心者教室
棒針やかぎ針で小さなモチーフ作り

日時  9月5日㈭10時～11時30分
場所  茅ヶ崎ショッピングセンター(新栄町)
講師  津田糸店編み物教室指導者、ヤーンボンビング

茅ヶ崎メンバー
対象  編み物を始めたい方15人〈申込制(先着)〉

申込  8月21日㈬～
ほか  費用200円(材料費)。子ども同伴可
問合  社会教育課社会教育担当

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)
問合  保健所健康増進課こども健康・予防接種担当 

☎(38)3331

区分（いずれも申込制) 対象 日程(9月)

ママサポ教室 初めて父親になる方とその妻 7日㈯

離乳食講習会 4～6か月児の保護者※ 12日㈭･26日㈭

プレママ教室 初めて出産を迎える方 17日㈫

1歳児の食事と
歯の教室

2018年9月･10月生まれの子ど
もと保護者※

30日㈪

※ 第1子優先。対象の詳細は要問い合わせ

マタニティクッキング
妊娠・授乳期の食事の注意点と調理実習

日時  9月10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
講師  管理栄養士、茅ヶ崎市食生活改善推進団体
対象  妊娠中の女性12人〈申込制（先着)。初妊婦優先〉
申込  9月9日㈪12時までに☎で
ほか  費用300円
問合  保健所健康増進課こども健康･予防接種担当☎（38)3331

9月13日㈮～15日㈰青少年会館で開催の小学
校中学校創意工夫・研究作品展の作品を募集

対象  市内在住・在学の小・中学生で①公立学校②私立

学校の児童・生徒
申込  作品を①夏休み明けまでに各学校へ持参②8月26

日㈪・27日㈫に教育センターへ持参
ほか  事前選考を通過した作品のみ展示
問合  教育センター研究研修担当☎(86)9965

子育ち・子育て出前講座

日時  10月6日㈰10時～12時
場所  松林公民館
内容  心を育てるコミュニケーション～学童期から思春

期の変化を支えるために
講師  北島歩美さん(日本女子大学カウンセリングセン

ター専任研究員)
対象  市内在住・在勤の方80人〈申込制(先着)〉
申込  8月30日㈮～10月1日㈫に☎または市 HP で(氏名・

電話番号、託児の有無を記入し、FAX(88)1394も可)
ほか  託児2歳～未就学児8人〈申込制(先着)。9月24日㈫

までに☎で〉
問合  教育センター研究研修担当☎(86)9965

福祉
転倒予防教室～ストレッチ、簡単な筋力
運動、介護予防の話、ちがさき体操など

対象  市内在住で65歳以上の方

ほか  費用1回200円。運動しやすい服・靴着用。飲み物

持参。病気の方は主治医へ相談。申し込み不要
問合  高齢福祉介護課支援給付担当

9月 時間 場所

3日㈫ 10時~12時 パルバル湘南スポーツクラブ※

4日㈬
10時~12時 うみかぜテラス(体験学習センター)

14時~16時 青少年会館

5日㈭ 10時~12時 茅ヶ崎コミュニティセンター

6日㈮ 10時~12時 小和田公民館

8日㈰ 9時30分~11時30分 汐見台パシフィックステージ※

10日㈫

14時~16時 ハマミーナ※

10時~12時 萩園いこいの里

10時~12時 コミュニティセンター湘南

11日㈬ 10時~12時 鶴嶺西コミュニティセンター

12日㈭
14時~16時 松浪コミュニティセンター

14時~16時 ダンロップスポーツクラブ※

15日㈰
10時~12時 茅ヶ崎たすけあいひろばぽかぽか※

10時~12時 松林ケアセンター※

18日㈬
10時~12時 浜須賀会館

10時~12時 小和田地区コミュニティセンター※

19日㈭
10時~12時 さがみ農協茅ヶ崎ビル

14時~16時 鶴が台団地※

20日㈮
10時~12時 小出地区コミュニティセンター※

14時~16時 高砂コミュニティセンター

25日㈬ 14時~16時 鶴嶺公民館

26日㈭ 10時~12時 しおさい南湖

27日㈮

10時~12時 鶴嶺東コミュニティセンター

10時~12時 香川公民館

14時~16時 香川公民館

14時~16時 海岸地区コミュニティセンター※

※印の会場は上履き持参

手話通訳者全国統一試験
対策集中講座(全10回)

日時  9月27日～11月29日の毎週金曜日19時～20時45分
場所  男女共同参画推進センターいこりあ他
対象  市内在住・在勤で「2019年度手話通訳者全国手話

統一試験」受験資格を持つ方若干名〈申込制(選考)〉
申込  9月13日㈮（必着)までにはがきに講座名、住所・

氏名・電話番号を記入し、〒253-0082香川4-14-

11加藤方茅ヶ崎市手話通訳者連絡会へ郵送
ほか  費用3000円（受講料)。面接選考は9月20日㈮18時

30分～男女共同参画推進センターいこりあ第1会

議室。選考結果は郵送
問合  茅ヶ崎市手話通訳者連絡会☎090(1117)7898加藤・

FAX(58)7577

知的障害児・者ふれあい交流会～水陸両
用バスKABAとぶどう狩り（山梨県)

日時  9月28日㈯7時30分～18時30分（予定)
対象  療育手帳保持者と保護者35組〈申込制（抽選)。1組2人〉
申込  9月6日㈮までに☎で(住所・氏名・電話番号を記

入し、FAX(86)8083も可)
ほか  費用1組1万円。茅ヶ崎第1駐車場集合
問合  茅ヶ崎手をつなぐ育成会☎(86)8083
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◆ 　　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

おわびと訂正　 広報ちがさき7月15日号3・4面に掲載の「キッズサッカー&スポーツリズムトレーニング教室」の費用に誤りがございました。おわびして訂正いたします。 
誰もが安心して過ごせるまちづくりのために市民の皆さまに「ありがとう」を伝えていきます

茅ヶ崎市バリアフリー基本構想
推進協議会市民部会では…

資料２－１



広告掲載のお申し込み・お問い合わせは秘書広報課へ

9/7（土）～9/15（日）  9日間

（３面へ続く)

環境
清
し み ず や と

水谷定例観察会

日時  9月1日㈰9時30分～
ほか  長袖・長ズボン・長靴着用。市民の森駐車場集合。

毎週火曜日に保全作業(草刈りなど)を実施
問合  清水谷を愛する会☎(83)3366平石

楽しい鳴く虫のお話と夜風の中で
マツムシなどの虫の鳴き声を聴こう

日時  9月8日㈰17時～19時30分
場所  萩園温水プール会議室、相模川左岸河畔林周辺
講師  高橋耕司さん（神奈川昆虫談話会)
定員  15人〈申込制（先着)〉
申込  9月7日㈯までに☎で
ほか  長袖・長ズボン着用。懐中電灯、飲み物、タオル持参
問合  相模川の河畔林を育てる会事務局☎(82)5587村中

自然環境調査員養成講座

日時  ①9月14日㈯13時30分～15時30分②9月22日㈰9時

30分～12時③10月6日㈰10時～12時④10月6日㈰13

時～15時30分⑤11月2日㈯13時30分～15時30分⑥

11月10日㈰9時30分～12時(②④⑥は雨天順延)
場所  ①⑤市役所本庁舎会議室1②小出川③④⑥柳谷(県

立茅ケ崎里山公園内)
内容  ①魚類調査の基礎知識②魚類調査入門③哺乳類調

査の基礎知識④哺乳類調査入門⑤鳥類調査の基礎

知識⑥鳥類調査入門
申込  8月19日㈪～
ほか  全講座へ参加または①と②、③と④、⑤と⑥の組

み合わせで受講。②④⑥は長袖・長ズボン・歩き

やすい靴着用
問合  景観みどり課みどり担当

子育て・教育
全国一斉｢子どもの人権110番｣
電話相談強化週間を実施

日時  8月29日㈭～9月4日㈬8時30分～19時、8月31日㈯・

9月1日㈰10時～17時
内容  学校でいじめや体罰を受けた、家庭や施設等で暴

行・虐待を受けているなどの相談
ほか  人権擁護委員、法務局職員が相談対応。秘密厳守
問合  全国共通フリーダイヤル☎0120(007)110､ 市民相

談課市民相談担当

みんなでワイワイ編み物初心者教室
棒針やかぎ針で小さなモチーフ作り

日時  9月5日㈭10時～11時30分
場所  茅ヶ崎ショッピングセンター(新栄町)
講師  津田糸店編み物教室指導者、ヤーンボンビング

茅ヶ崎メンバー
対象  編み物を始めたい方15人〈申込制(先着)〉

申込  8月21日㈬～
ほか  費用200円(材料費)。子ども同伴可
問合  社会教育課社会教育担当

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)
問合  保健所健康増進課こども健康・予防接種担当 

☎(38)3331

区分（いずれも申込制) 対象 日程(9月)

ママサポ教室 初めて父親になる方とその妻 7日㈯

離乳食講習会 4～6か月児の保護者※ 12日㈭･26日㈭

プレママ教室 初めて出産を迎える方 17日㈫

1歳児の食事と
歯の教室

2018年9月･10月生まれの子ど
もと保護者※

30日㈪

※ 第1子優先。対象の詳細は要問い合わせ

マタニティクッキング
妊娠・授乳期の食事の注意点と調理実習

日時  9月10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
講師  管理栄養士、茅ヶ崎市食生活改善推進団体
対象  妊娠中の女性12人〈申込制（先着)。初妊婦優先〉
申込  9月9日㈪12時までに☎で
ほか  費用300円
問合  保健所健康増進課こども健康･予防接種担当☎（38)3331

9月13日㈮～15日㈰青少年会館で開催の小学
校中学校創意工夫・研究作品展の作品を募集

対象  市内在住・在学の小・中学生で①公立学校②私立

学校の児童・生徒
申込  作品を①夏休み明けまでに各学校へ持参②8月26

日㈪・27日㈫に教育センターへ持参
ほか  事前選考を通過した作品のみ展示
問合  教育センター研究研修担当☎(86)9965

子育ち・子育て出前講座

日時  10月6日㈰10時～12時
場所  松林公民館
内容  心を育てるコミュニケーション～学童期から思春

期の変化を支えるために
講師  北島歩美さん(日本女子大学カウンセリングセン

ター専任研究員)
対象  市内在住・在勤の方80人〈申込制(先着)〉
申込  8月30日㈮～10月1日㈫に☎または市 HP で(氏名・

電話番号、託児の有無を記入し、FAX(88)1394も可)
ほか  託児2歳～未就学児8人〈申込制(先着)。9月24日㈫

までに☎で〉
問合  教育センター研究研修担当☎(86)9965

福祉
転倒予防教室～ストレッチ、簡単な筋力
運動、介護予防の話、ちがさき体操など

対象  市内在住で65歳以上の方

ほか  費用1回200円。運動しやすい服・靴着用。飲み物

持参。病気の方は主治医へ相談。申し込み不要
問合  高齢福祉介護課支援給付担当

9月 時間 場所

3日㈫ 10時~12時 パルバル湘南スポーツクラブ※

4日㈬
10時~12時 うみかぜテラス(体験学習センター)

14時~16時 青少年会館

5日㈭ 10時~12時 茅ヶ崎コミュニティセンター

6日㈮ 10時~12時 小和田公民館

8日㈰ 9時30分~11時30分 汐見台パシフィックステージ※

10日㈫

14時~16時 ハマミーナ※

10時~12時 萩園いこいの里

10時~12時 コミュニティセンター湘南

11日㈬ 10時~12時 鶴嶺西コミュニティセンター

12日㈭
14時~16時 松浪コミュニティセンター

14時~16時 ダンロップスポーツクラブ※

15日㈰
10時~12時 茅ヶ崎たすけあいひろばぽかぽか※

10時~12時 松林ケアセンター※

18日㈬
10時~12時 浜須賀会館

10時~12時 小和田地区コミュニティセンター※

19日㈭
10時~12時 さがみ農協茅ヶ崎ビル

14時~16時 鶴が台団地※

20日㈮
10時~12時 小出地区コミュニティセンター※

14時~16時 高砂コミュニティセンター

25日㈬ 14時~16時 鶴嶺公民館

26日㈭ 10時~12時 しおさい南湖

27日㈮

10時~12時 鶴嶺東コミュニティセンター

10時~12時 香川公民館

14時~16時 香川公民館

14時~16時 海岸地区コミュニティセンター※

※印の会場は上履き持参

手話通訳者全国統一試験
対策集中講座(全10回)

日時  9月27日～11月29日の毎週金曜日19時～20時45分
場所  男女共同参画推進センターいこりあ他
対象  市内在住・在勤で「2019年度手話通訳者全国手話

統一試験」受験資格を持つ方若干名〈申込制(選考)〉
申込  9月13日㈮（必着)までにはがきに講座名、住所・

氏名・電話番号を記入し、〒253-0082香川4-14-

11加藤方茅ヶ崎市手話通訳者連絡会へ郵送
ほか  費用3000円（受講料)。面接選考は9月20日㈮18時

30分～男女共同参画推進センターいこりあ第1会

議室。選考結果は郵送
問合  茅ヶ崎市手話通訳者連絡会☎090(1117)7898加藤・

FAX(58)7577

知的障害児・者ふれあい交流会～水陸両
用バスKABAとぶどう狩り（山梨県)

日時  9月28日㈯7時30分～18時30分（予定)
対象  療育手帳保持者と保護者35組〈申込制（抽選)。1組2人〉
申込  9月6日㈮までに☎で(住所・氏名・電話番号を記

入し、FAX(86)8083も可)
ほか  費用1組1万円。茅ヶ崎第1駐車場集合
問合  茅ヶ崎手をつなぐ育成会☎(86)8083

2019年（令和元年）８月15日号2 No.1125

◆ 　　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

おわびと訂正　 広報ちがさき7月15日号3・4面に掲載の「キッズサッカー&スポーツリズムトレーニング教室」の費用に誤りがございました。おわびして訂正いたします。 
茅ヶ崎市バリアフリー基本構想推進協議会市民部会では、誰もが安心して過ごせるまちづくりのために市民の皆さまに「ありがとう」を伝えていきます
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