
　長寿動物の表彰式、ペットの災害対策についての市民公開講座、犬や猫の譲渡会など、動物愛護を
推進するイベントを実施します。ぜひ、ご家族やご友人と一緒に遊びに来てください。わんにゃんマルシェ（チャリティーイベント）も同時開催

日時　11月24日㈰10時～15時　場所　寒川町民センター、さむかわ中央公園(いずれも寒川町宮山)

飼い主としての役目

動物フェスティバル神奈川2019
in さむかわ・ちがさき

　動物の愛護と適正な飼養について理解と関心
を深める動物愛護週間が、9月20日から始まり
ます。市内では約1万4000頭の犬が飼養され、
猫や鳥なども含めると、多くの方がペットと暮
らしています。
　ペットは私たちの生活に潤いや安らぎをもた
らしてくれます。ペットの存在が人間関係を円
滑にしたり、優しい心を育んだりします。また、
命の大切さを学ぶこともできます。しかし正し
く飼わなければ、周りの人やペットまでも不幸
にしてしまう恐れがあります。
　ぜひこの機会にペットについて考えてみま
しょう。

【保健所衛生課環境衛生担当☎(38)3317】

最後まで責任と愛情を持って
　飼い主はペットの本能や習性をよく理解
し、寿命を迎えるまで愛情を持って飼う責
任があります。飼い主に何かあった時に備
えて、ペットの世話をしてもらう人を確保
しておきましょう。飼い主自身の病気など
により、どうしても飼えなくなった場合は、
自分で新たな飼い主を探す、動物愛護団体
に相談するなどして、譲渡先を見つけま
しょう。

迷子を防ぐ
　保健所衛生課には、年間約160件ものペットの迷子相談があります。雷や花
火の音にびっくりして逃げてしまった、散歩の途中でリードが手から離れて
しまった、窓や玄関から外に出てしまったなど、原因はさまざまです。迷子
になり交通事故に遭う可能性もあります。逸走防止の柵を設ける、散歩時に
リードや首輪を二重にするなど、迷子を未然に防ぐような対策をしましょう。

身元表示をする
　迷子のペットが保護されても、飼い主が分からなければ帰ることができま
せん。飼い主の名前、連絡先などを記載した迷子札を付けましょう。犬は、
登録時に交付される鑑札と注射済票を首輪などに付けておくことが法律で義
務付けられています。

近隣への配慮を忘れず、ペットが健康で安全に暮らせるようにルールを守って飼いましょう。

ペットとともに暮らす
9月20日㈮～26日㈭は
動物愛護週間

　迷子のペットは保健所で保護され、収容施設に収容されます。ペットが迷子になっ
た時は、保健所衛生課までご連絡ください。また、迷子札をつけるとともに、半永
久的に識別可能で確実な身元証明として、マイクロチップを入れる対策をしましょう。

マナーを守る
排せつ物の処理
　犬のふんの放置は条例により禁止されています。飼い犬の散歩には処理袋
を携帯し、ふんは必ず持ち帰りましょう。排尿後は水で洗い流すなどの配慮
をしてください。自宅で排泄を済ませてから散歩に行く習慣づけをお勧めし
ます。

猫は室内で飼う
　飼い猫は法令で屋内飼養が推奨されています。近隣
への糞尿被害やいたずら防止、猫同士の病気の感染や
交通事故、迷子などの危険から猫を守るためにも、室
内で飼いましょう。

安心だニャ
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谷定例自然観察会
秋の生きものを探そう

日時 �9月22日㈰10時〜12時
場所 �県立茅ケ崎里山公園
ほか �歩きやすい靴着用(虫眼鏡があると便利)。県立茅

ケ崎里山公園パークセンター集合
問合 �柳谷の自然に学ぶ会☎(88)5586白田、県立茅ケ崎

里山公園☎(50)6058

清水谷定例観察会(10月)
日時 �10月6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
問合 �清水谷を愛する会☎(83)3366平石

茅ヶ崎なぎさシンポジウム〜砂浜・気候変動をテー
マとしたシンポジウム

日時 �10月12日㈯15時〜18時30分
場所 �うみかぜテラス(体験学習センター)
内容 �宇多高明さん(土木研究センター)、市長などによる講演他
定員 �200人〈申込制(先着)〉
申込 �9月17日㈫〜10月11日㈮に☎で(氏名・電話番号を

記入し、近藤健治Mailken.kondo@nifty.comも可)
問合 �ほのぼのビーチ茅ヶ崎☎090(3218)4658伏見

相模川沿いの自然環境を保全し、心地よい
汗をかこう

日時 �10月13日㈰9時30分〜11時30分
場所 �相模川河畔林内(平太夫新田)
内容 �オドリコソウ生育地域の外来種の除去
ほか �長袖・長ズボン・帽子着用。軍手、飲み物、鎌など

を持参。相模川堤防上集合(温水プール西側。駐車不可)
問合 �相模川の河畔林を育てる会☎(82)5587村中

子育て・教育
鶴が台フェスティバルvol2〜子ども用
品のリユース会、おもちゃ作りなど

日時 �9月21日㈯10時〜14時
場所 �鶴が台名店街広場(鶴が台10-2-101)
ほか �9月19日㈭･20日㈮10時〜14時に不要となった子ど

も用品を団地集会所で受け付け
問合 �GENKIプロジェクト☎080(5074)0512井出

赤ちゃんとママのためのコンサートvol.12
音楽の生演奏、助産師さんとの相談会

日時 �10月7日㈪10時〜11時30分
場所 �市民文化会館
講師 �湘南L

リ ー ベ

iebe(ピアノ・歌・フルート)
対象 �親子40組〈申込制(先着)〉
申込 �10月6日㈰までに住所・親子の氏名・年齢・電話番

号を記入し、Mailgeschenk1224@yahoo.co.jpへ
ほか �費用500円(小学生以下無料)。親子以外の参加も可
問合 �湘南Liebe☎090(5515)4448三輪

まなびの市民講師自主企画講座�おもちゃ
病院・にこにこ〜壊れたおもちゃの修理

日時 �10月9日、11月13日、2020年1月8日、2月12日、3
月11日いずれも水曜日15時〜16時30分

場所 �ハマミーナまなびプラザ会議室
講師 �瀬川貢さん(まなびの市民講師)
ほか �部品・材料交換が必要になった場合は事前了承の

上、依頼者が負担
問合 �文化生涯学習課生涯学習担当

夫婦でマタニティクッキング�
妊娠期の食事と調理実習、簡単な離乳食の紹介

日時 �10月12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 �初妊婦と夫12組〈申込制(先着)〉
申込 �10月10日㈭まで
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)3331

乳幼児期の子育ち・子育て出前講座
日時 �10月26日㈯10時〜12時
場所 �市立室田保育園
内容 �「子どもの心に『わたし』が育つとき〜育ちを支える大人の関わり〜」
講師 �佐

さ く ま

久間路
み ち こ

子さん(白梅学園大学教授)
対象 �市内在住・在勤の方30人〈申込制(先着)〉
申込 �9月20日㈮〜10月21日㈪に☎または市HPで(氏名・

電話番号を記入し、FAX(88)1394も可)
ほか �託児1歳〜未就学児8人〈申込制(先着)。10月16日㈬までに☎で〉
問合 �教育センター研修研究担当☎(86)9965

市民向け療育研修会
「イヤイヤ期」はナゼ起きる?

日時 �10月26日㈯14時〜16時
場所 �市役所本庁舎会議室4・5
講師 �荻

お ぎ も と

本快さん(相模女子大学准教授)
定員 �80人〈申込制(先着)〉
申込 �9月17日㈫〜10月18日㈮に☎で(講座名、氏名(ふ

りがな)・電話番号を記入し、FAX(84)0506も可)
ほか �手話通訳・要約筆記あり。託児1歳6か月〜小学生

10人程度〈申込制(先着)。9月17日㈫〜☎で〉
問合 �こども育成相談課こどもセンター☎(84)0505

乳幼児期の子育ち・子育て講座
日時 �11月7日㈭10時〜12時
場所 �市役所本庁舎会議室4・5
内容 �「自立へ向かう第一歩〜イヤイヤ期の子どもの心に寄り添う〜」
講師 �坂

さ か が み

上裕
ひ ろ こ

子さん(青山学院大学准教授)
対象 �市内在住・在勤の方60人〈申込制(先着)〉
申込 �9月30日㈪〜10月31日㈭に☎または市HPで(氏名・

電話番号を記入し、FAX(88)1394も可)
ほか �託児2歳〜未就学児10人〈申込制(先着)。10月28日㈪までに☎で〉
問合 �教育センター研修研究担当☎(86)9965

12月〜2020年4月1次受け付け(2月1次・3月
1次含む)の認可保育所等入所申し込み

申込 �10月11日㈮〜11月8日㈮に申込書(9月11日㈬〜市役所
保育課、小出支所、各出張所・各市民窓口センター
などで配布。市HPで取得も可)を市役所保育課へ持参

ほか �現時点の申込者も再度申し込みが必要。詳細は保
育所等のしおり(申込書配布先で取得可)参照

問合 �保育課認定担当

福祉
おはなしきいてね〜おばん囃

ば や し

子のみなさんに
よる絵本の読み聞かせ、手遊び、絵描き唄など

日時 �9月26日㈭15時50分〜16時20分
場所 �萩園いこいの里
問合 �萩園いこいの里☎(88)7513

土曜ミュージックサロン
アフタヌーンジャズコンサート

日時 �9月28日㈯13時45分〜14時45分
場所 �萩園いこいの里
内容 �演目「サマータイム」、「A列車で行こう」他
ほか �高橋三雄さん(アルトサックス)、福澤宏昭さん

(ベース)、三嶋淳子さん(キーボード)出演
問合 �萩園いこいの里☎(88)7513

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。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

10月 時間 場所
1日㈫ 10時〜12時 パルバル湘南スポーツクラブ※

2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

3日㈭ 10時〜12時 茅ヶ崎コミュニティセンター
4日㈮ 10時〜12時 小和田公民館

8日㈫ 10時〜12時 萩園いこいの里
14時〜16時 ハマミーナ※

9日㈬ 10時〜12時 浜須賀会館
10時〜12時 鶴嶺西コミュニティセンター

10日㈭
10時〜12時 さがみ農協茅ヶ崎
14時〜16時 ダンロップスポーツクラブ※
14時〜16時 松浪コミュニティセンター

13日㈰ 10時〜12時 松林ケアセンター※
9時30分〜11時30分 汐見台パシフィックステージ※

16日㈬ 10時〜12時 小和田地区コミュニティセンター※
17日㈭ 14時〜16時 鶴が台団地※

18日㈮
10時〜12時 小出地区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 高砂コミュニティセンター

20日㈰ 10時〜12時 茅ヶ崎たすけあいひろばぽかぽか※
22日㈫ 10時〜12時 コミュニティセンター湘南
23日㈬ 14時〜16時 鶴嶺公民館
24日㈭ 10時〜12時 しおさい南湖

25日㈮ 10時〜12時 鶴嶺東コミュニティセンター
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
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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
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趣味の作品展示会〜絵手紙、ちぎり絵、絵画、
書道、写真、鎌倉彫など

日時 �10月9日㈬〜11日㈮9時〜16時30分(11日は12時まで)
場所 �老人福祉センター
問合 �茅ヶ崎市老人クラブ連合会☎(58)5281

障害のある方のためのヨガと座談の会
働くあなたにココロとカラダのリフレッシュ

日時 �10月12日㈯14時〜15時30分
場所 �市役所本庁舎会議室1
講師 �小林亜沙美さん(ヨガ講師)
対象 �市内在住で障害がある就労中の方15人〈申込制(先着)〉
申込 �10月4日㈮までに☎で(氏名、希望する連絡方法を記入

し、地域生活支援センター元町の家FAX(84)6763も可)
ほか �動きやすい服着用。飲み物持参
問合 �地域生活支援センター元町の家☎(82)1685佐藤･

瀬川(10時〜19時)
エンディングノート「わたしの覚え書き」
書き方講座

講師 �司法書士・市職員
問合 �高齢福祉介護課支援給付担当

会場
(申込先) 日時 定員

〈申込制(先着)〉
市役所本庁舎会議室3〜5

高齢福祉介護課 10月19日㈯10時〜12時 50人

松林公民館☎(52)1314 11月7日㈭10時〜12時 30人
香川公民館☎(54)1681 11月7日㈭14時〜16時 30人
鶴嶺公民館☎(87)1103 11月8日㈮10時〜12時 30人
小和田公民館☎(85)8755 11月13日㈬10時〜12時 30人
南湖公民館☎(86)4355 11月15日㈮10時〜12時 30人

障害のある方の市役所職場体験
印刷、パソコン入力などの事務

日時 �①10月21日㈪〜11月1日㈮②11月5日㈫〜11月14日
㈭いずれも土・日曜日、祝日を除く9時〜15時

対象 �市内在住で就労を目指す障害のある方2人〈申込制(選考)〉
申込 �9月30日㈪までに申込書・自己チェックシート(い

ずれも市役所障害福祉課で配布中)を本人が持参
ほか �10月9日㈬に個別面談で選考。報酬なし
問合 �障害福祉課障害者支援担当

初心者のうたごえ教室
日時 �10月24日・31日、11月7日・21日・28日いずれも

木曜日13時30分〜15時(全5回)
場所 �老人福祉センター
対象 �市内在住で60歳以上の方30人〈申込制(抽選)〉
申込 �10月10日㈭(必着)までに往復はがきに、講座名、

住所・氏名・年齢・電話番号を記入し、〒253-0044
新栄町13-44茅ヶ崎市老人クラブ連合会へ郵送

ほか �費用1500円(歌集持参の場合は500円)
問合 �茅ヶ崎市老人クラブ連合会☎(58)5281

家族介護教室〜今から始める生前整理
日時 �10月24日㈭13時30分〜15時
場所 �小和田地区コミュニティセンター
講師 �石

い し み よ し の り

見良教さん(遺品整理人)
定員 �30人〈申込制(先着)。介護をしている方優先〉
申込 �10月22日㈫までに☎で
問合 �地域包括支援センター青空☎(55)2360

障害者ふれあいスポーツ交流会
日時 �10月26日㈯10時〜

場所 �総合体育館
対象 �市内在勤・在住の身体・知的・精神障害者〈申込制〉
申込 �9月27日㈮までに茅ヶ崎市身体障害者福祉協会☎

(51)0373または茅ヶ崎手をつなぐ育成会☎(86)8083、
地域活動支援センターみらまーる☎(57)3509へ

ほか �付き添い1人まで弁当支給あり
問合 �障害福祉課障害福祉推進担当

茅ケ崎養護学校ボランティア入門講座〜養護
学校の見学、障害の理解や関わり方の理解など

日時 �10月31日㈭10時〜12時30分
場所 �茅ケ崎養護学校会議室
対象 �養護学校ボランティアに関心のある方、既にボラ

ンティアとして活動している方30人〈申込制(先着)〉
申込 �10月25日㈮までに☎で(住所・氏名・年齢・電話

番号、受講動機を記入し、FAX(85)9651も可)
問合 �茅ヶ崎市社会福祉協議会☎(85)9650

スポーツ
ヨガ体験教室

日時 �9月19日、10月3日・17日・24日いずれも木曜日19
時〜20時30分

場所 �総合体育館
対象 �18歳以上の方(高校生不可)各回10人〈申込制(先着)〉
ほか �費用1回500円
問合 �茅ヶ崎総合型スポーツクラブ「You・悠」☎(86)7020緒方

市民健康マラソン大会関連事業
マラソンカード〜100kmを走り抜こう

期間 �10月1日㈫〜31日㈭
対象 �市内在住の小学生〈申込制〉
申込 �11月5日㈫までにマラソンカード(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 �マラソンカード提出者に認定証を発行
問合 �スポーツ推進課推進担当☎(82)7136

10月は県民スポーツ月間
　県民スポーツ月間に合わせ、各地区体育振興会の主
催による体育祭(下表参照)が開催されます。地域の体
育祭に参加し、スポーツを楽しみましょう。
ほか �詳細は市HP参照
問合 �スポーツ推進課推進担当☎(82)7136

地区 日付�〈(　)内は予備日〉 場所
茅ヶ崎南 9月29日㈰(10月6日㈰) 茅ヶ崎小学校

湘南 9月29日㈰(10月13日㈰) 柳島スポーツ公園総合競技場
(予備日柳島小学校)

香川 10月6日㈰(13日㈰) 香川小学校
浜須賀 10月6日㈰(13日㈰) 浜須賀小学校
鶴嶺 10月13日㈰(14日(月･祝)) 鶴嶺小学校
松林 10月13日㈰(14日(月･祝)) 室田小学校
小出 10月13日㈰(14日(月･祝)) 小出小学校

鶴が台 10月13日㈰ 鶴が台小学校
(雨天時)鶴が台小体育館

西浜 10月13日㈰(14日(月･祝)) 西浜小学校
浜見平 10月13日㈰(14日(月･祝)) 浜見平団地中央グラウンド
梅田 10月13日㈰(14日(月･祝)) 梅田中学校
松浪 10月13日㈰ 松浪小学校
東海岸 10月13日㈰(14日(月･祝)) 東海岸小学校

太極拳初心者講習会(全3回)
日時 �10月9日㈬〜11日㈮いずれも9時30分〜11時30分
場所 �総合体育館

対象 �市内在住・在勤・在学で初心者の方20人〈申込制(先着)〉
申込 �9月30日㈪までに☎で(住所・氏名・電話番号を記

入し、FAX(86)9648も可)
ほか �費用1500円(当日支払い)。上履き持参
問合 �茅ヶ崎太極拳協会☎(86)9648深井

2019さむかわスポーツデイ
日時 �10月①14日(月･祝)②20日㈰③27日㈰いずれも10時〜15時
場所 �①シンコースポーツ寒川アリーナ・さむかわ中央

公園(いずれも寒川町宮山)②田端スポーツ公園
(寒川町田端)③寒川町民センター(寒川町宮山)

内容 �①ボルダリング体験、トランポリン体験、親子ふ
れあい体操教室など②カヌー体験など③湘南オー
プンボディビル・フィットネス大会観覧

申込 �①②一部事前申し込みあり③10月1日㈫〜寒川町役
場健康・スポーツ課で観戦チケット配布(先着50人)

ほか �①②一部有料。詳細は寒川町HP参照
問合 �寒川町健康・スポーツ課☎(74)1111

市民わくわくテニス大会(ダブルス)
初心者も参加しやすい和やかな交流の場

日時 �10月25日㈮9時〜16時30分
場所 �茅ヶ崎公園庭球場
対象 �市内在住・在勤・在学の方64人〈申込制(先着)。1

人での参加も可〉
申込 �9月15日㈰〜25日㈬に☎で(住所・氏名・電話番号を

記入し、Mailtakako-m38@jcom.home.ne.jpも可)
ほか �費用1人1000円(半日600円)
問合 �NPO法人バク・アップ・ネット☎(58)3092渡辺

市総合体育大会〜陸上競技
一般・中学生・小学生の部

日時 �10月27日㈰8時〜(予備日11月3日(日･祝))
場所 �柳島スポーツ公園総合競技場
対象 �市内在住・在勤・在学で小学3年生以上の方また

は茅ヶ崎陸上競技協会登記登録者〈申込制〉
申込 �9月17日㈫〜27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

茅ヶ崎レディース(旧茅ヶ崎家庭婦人)ソ
フトテニス大会

日時 �10月31日㈭9時〜(予備日11月7日㈭)
場所 �茅ヶ崎公園庭球場
対象 �市内在住・在勤で30歳以上の女性ペア30組〈申込制(先着)〉
申込 �10月2日㈬(必着)までにはがきにペアの住所・氏

名・年齢・代表者の電話番号を記入し、〒253-0061
南湖5-9-30越地明美へ郵送

ほか �費用1組2000円(当日支払い)
問合 �茅ヶ崎ソフトテニス協会☎(83)2577越地

市総合体育大会〜ソフトボール競技
一般男子の部

日時 �11月10日･17日･24日いずれも日曜日(予備日12月8日�
㈰･15日㈰)

場所 �芹沢スポーツ広場蹴球兼野球場(予備日は茅ヶ崎
公園野球場)

対象 �市内在住・在勤・在学で18歳以上の男性で編成さ
れた9人以上のチーム〈申込制。高校生不可〉

申込 �10月25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 �10月26日㈯18時〜総合体育館で代表者会議あり
問合 �スポーツ推進課推進担当☎(82)7136
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★住民税非課税者には既に申請書を送付済み★
申請はお早めに(2020年1月末まで)

　市は、東京2020オリンピック・パラリンピッ
ク競技大会における北マケドニア共和国のホ
ストタウンに登録され、今後ますます国際色が豊かになり、外国人と接
する機会が増えると予想されます。
　この講座では、客室乗務員や通訳などで海外渡航経験が豊富な講師か
ら、初級英会話を交えながら国際マナーや楽しくコミュニケーションを
とる方法などを学びます。和洋折衷建築の趣のある民俗資料館「旧藤間
家住宅」で、異文化体験してみませんか。

【社会教育課社会教育担当】

　住民税非課税者、子育て世帯の世帯主の方を対象としたプレミアム付
き商品券の販売が始まります。

【産業振興課商工業振興担当】

使用可能店舗は約600店舗(8月現在)�
　商品券購入時に使用可能店舗一覧の冊子を配付します。
プレミアム付き商品券専用HPでも確認できます。
※�使用可能店舗の登録は随時受付中です

�問合� �茅ヶ崎市プレミアム付き商品券コールセンター�
・�購入引換券に関すること☎0570(017)333�

(土・日曜日、祝日を除く8時30分〜17時(12月27日㈮まで))
� ・�使用可能店舗に関すること☎050(3815)4824�

(土・日曜日、祝日、年末年始を除く8時30分〜17時)

日時� �10月29日㈫、11月12日㈫いずれも10時〜12時
(全2回)

場所� �民俗資料館「旧藤間家住宅」(柳島)
講師� �内藤真由美さん(M

メ イ

ay E
イ ン グ リ ッ シ ュ

nglish代表)
対象� �2日間参加可能で中学英語がわかる方15人〈申込制(抽選)〉
申込� �9月24日㈫〜10月15日㈫に☎または市HPで
ほか� �費用300円(テキスト代)。当選者のみ10月21日㈪までに

連絡

10月29日は社会教育
嘱託員による旧藤間
家住宅の紹介も実施

東京2020応援プログラム

英語でおもてなし 10月から市内郵便局で販売
楽しく異文化コミュニケーション法を学ぼう

茅ヶ崎市プレミア
ム付き商品券HP

国登録有形文化財「藤間家住宅主屋」

申し込みフォーム

プレミアム付き商品券

（5面へ続く)

秋の市民ハイキング
円
え ん か い ざ ん

海山・大
お お ま る や ま

丸山(横浜市)から鎌倉へ
日時 �11月16日㈯7時30分〜
対象 �小学生以上の方40人〈申込制(先着)。小学生は保

護者同伴〉
申込 �9月15日㈰〜11月1日㈮に☎で(住所・氏名・生年

月日・電話番号を記入し、 FAX(75)2635またはMail
antonio@jcom.home.ne.jpも可)

ほか �費用2000円(小学生500円)。JR茅ケ崎駅改札集合。
最少催行人数20人。現地までの交通費は自己負担

問合 �茅ヶ崎山岳協会☎(75)2635池田

市民健康マラソン大会
日時 �11月17日㈰8時〜
場所 �柳島スポーツ公園周辺
内容 �①小学1･2年生1.5km②小学3〜6年生3km③中学生

男子5km･女子3km④高校生男子5km･女子3km⑤一般
5km⑥ファミリー1.5km⑦ふれあい(障害のある
方)1.5km(伴走者を希望の方は要相談)

対象 �市内在住・在勤・在学の方〈申込制。寒川町の中
学生・寒川高校の生徒も可〉

申込 �9月17日㈫〜10月31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 �当日はリオオリンピック110mハードルに出場した
矢澤航選手も参加

問合 �スポーツ推進課推進担当☎(82)7136

レディースバドミントン大会(ダブルス)
日時 �11月19日㈫9時〜
場所 �総合体育館
対象 �市内在住・在勤・在学で22歳以上の女性または茅ヶ崎市レ

ディースバドミントン連盟に所属しているペア〈申込制〉
申込 �9月17日㈫〜10月1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 �費用1組400円
問合 �スポーツ推進課推進担当☎(82)7136

健康
9月24日㈫〜30日㈪は結核予防週間
定期健診で早期発見を

　新たに結核と診断される方のうち、約7割を60歳以
上の方、約4割を80歳以上の方が占めています。かつ
て感染した方が、長い潜伏期間を経て免疫力の低下に
伴い発症することが多いためです。早期発見には胸部
エックス線撮影(レントゲン検査)が有効です。また、2
週間以上長引く咳、長引く微熱や倦怠感、急激な体重
減少がある場合は早めに受診しましょう。
問合 �保健所保健予防課感染症対策担当☎(38)3321

市立病院職員による出張講座
歩きやすい体作り

日時 �9月26日㈭14時〜15時30分

場所 �鶴嶺西コミュニティセンター
講師 �市立病院リハビリテーション科作業療法士
定員 �100人〈当日先着〉
問合 �市立病院医事課医事担当☎(52)1111

高齢者のインフルエンザ予防接種
費用の一部を助成

期間 �10月1日㈫〜12月31日㈫
場所 �実施医療機関
対象 �①接種日現在65歳以上の方(健康保険証等持参)�

②接種日現在60歳〜64歳で、心臓、腎臓、呼吸器、
または免疫の機能障害で1級の身体障害者手帳を
所持している方(身体障害者手帳持参)

ほか �費用2000円(自己負担金。生活保護世帯は生活保
護受給票・休日夜間受診票持参で免除)

問合 �保健所健康増進課こども健康・予防接種担当☎(38)3331
フットケア教室「よくわかる�糖尿病患者
さんの足のお手入れ方法(応用編)」

日時 �10月1日㈫14時〜15時
場所 �市立病院
講師 �市立病院看護師(療養指導士)
定員 �50人〈当日先着〉
問合 �市立病院病院総務課経営総務担当☎(52)1111

精神科医師によるこころの健康相談
日時 �10月3日㈭・25日㈮いずれも14時〜17時
場所 �保健所保健予防課
定員 �各日3人〈申込制(先着)〉
申込 �随時☎で
ほか �申込時に相談内容の聞き取りあり
問合 �保健所保健予防課保健対策担当☎(38)3315

市民大楽まなびーな�からだを動かし体
調アップ講座〜簡単な体操指導など

日時 �10月5日㈯10時〜13時
場所 �ハマミーナまなびプラザ会議室
講師 �戸田和正さん(文教大学健康栄養学部准教授)、文

教大学健康栄養学部学生
定員 �20人〈申込制(先着)〉
申込 �9月17日㈫〜
問合 �文化生涯学習課生涯学習担当

献血にご協力を(400ml献血)
追加実施の日程は市HPに掲載

日時 �10月7日㈪10時〜12時・13時30分〜16時
場所 �さがみ農協茅ヶ崎ビル南側
対象 �17歳〜69歳の男性、18歳〜69歳の女性(65歳以上

の方は男女とも60歳〜64歳に献血をした経験があ
る方)で、いずれも体重50kg以上の方

問合 �保健所地域保健課地域保健担当☎(38)3314
料理初心者でもOK 男性のための栄養教室
高血圧予防・改善のための食生活

日時 �10月11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 74歳以下の男性16人〈申込制(先着)〉
申込 �10月9日㈬までに☎または市HPで
ほか �費用400円(材料費)。調理実習あり
問合 �保健所健康増進課健康づくり担当☎(38)3331

がん集団検診〜胃・大腸・乳(マンモグ
ラフィ)・子宮がんの集団検診

日時 �10月12日㈯
場所 �保健所講堂
申込 �9月19日㈭〜
問合 �保健所健康増進課健康づくり担当☎(38)3331

区分 対象 検診時間 定員
〈申込制(先着)〉 費用

胃がん(X線撮影) 40歳以上 午前のみ 100人 1000円
大腸がん(便潜血検査) 40歳以上

午前･午後

100人 600円
乳がん
(マンモグラフィ)

40歳以上の
偶数歳 120人 ※1

子宮がん(頸部) 20歳以上の
偶数歳 160人 900円

※1� �40歳代の方はマンモグラフィ2方向で1500円、50歳以上の方はマ
ンモグラフィ1方向で1000円

※� �年齢は2020年3月31日現在
※� �次のいずれかに該当する方はがん集団検診の費用が免除になりま

す。(A)75歳以上(1945(昭和20)年3月31日以前生まれ)の方、後期高
齢者医療の被保険者(B)生活保護世帯の方(C)市民税非課税世帯の
方(同一世帯の全員が課税されていない方)、(B)・(C)に該当する方
は受診日の5日前(閉庁日を除く)までにお申し出ください

アルコール教室〜グループディスカッション
日時 �10月16日㈬14時30分〜16時
場所 �保健所保健予防課
対象 �アルコール問題を抱えている本人または家族〈申込制〉
申込 �当日までに☎で
問合 �保健所保健予防課保健対策担当☎(38)3315

新体力テスト
6種目を測定して自分の体力を確認

日時 �①10月19日②10月26日③11月2日いずれも土曜日
10時〜11時30分

場所 �①今宿小学校②香川小学校③松林小学校
対象 �市内または寒川町に在住・在勤・在学で20歳以上

の方各30人〈申込制(先着)〉
申込 �①10月17日②10月24日③10月31日のいずれも木曜

日17時までに☎で(土・日曜日、祝日を除く)
ほか �室内履き持参。参加者には測定結果を送付
問合 �スポーツ推進課推進担当☎(82)7136

万歩クラブ
相模原北公園の薔

ば ら

薇(約13km)
日時 �10月20日㈰9時〜
ほか �費用500円(入園料などは別途)。JR相模線番田駅

集合・南橋本駅解散。詳細は市HP参照
問合 �茅ヶ崎万歩クラブ☎090(2497)8972石田

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)
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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

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。



　1976年に発足。はがきを通じて、施設入居する高齢の方の心を細く長く癒
やせたらという思いを持って活動しています。

　現在25人の会員が月に1回、県内10か所の老人ホーム、69人の方にはがきを届
けています。受け取った方の喜ぶ顔を思い浮かべ
ながら、季節や日常の話題に絵や写真を添えて、
一枚一枚思いを込めて作り上げます。受け取った
はがきをお守りのように大事にしてくれる方もい
ます。
　会員同士の交流を深めるため、勉強会や社会見
学も行っています。一緒に活動してくださる方、
お気軽にご連絡ください。

【ちがさき市民活動サポートセンター☎(88)7546】

活動日　総会年1回、勉強会や社会見学は随時開催
場　所　茅ヶ崎市社会福祉協議会
問　合　�茅ヶ崎市社会福祉協議会☎(85)9650、 FAX(85)9651

　自転車対歩行者の交通事故の増加や、全国で相次い
でいる自転車事故加害者への高額賠償事例の発生を
受け、県は「神奈川県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」を
制定しました。
　10月1日以降は自転車損害賠償責任保険等への加入が義務となります。
現在契約している保険に個人賠償責任補償の特約が付いている場合もあ
りますので、確認しましょう。義務付けとなる内容は下表の通りです。

【安全対策課安全対策担当】

自転車保険加入の確認を

はがきは各自宅で書いています

対象者 義務付けの内容

自転車利用者 保険加入

保護者 未成年の子どもの保険加入

事業者 事業活動に使う自転車の保険加入

自転車
小売等業者

自転車販売時の保険加入の有無の確認
保険加入の有無が確認できない場合の情報提供

自転車貸付業者 貸し出す自転車の保険加入

10月から義務化

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

ママサポ教室 初めて父親になる方とその妻 10月5日㈯･7日㈪
離乳食講習会 4〜6か月児をもつ保護者※ 10月10日㈭･24日㈭
プレママ教室 初めて出産を迎える方 10月21日㈪
1歳児の食事
と歯の教室

2018年10月･11月生まれの
子どもと保護者※ 10月28日㈪

※�第1子優先。対象についての詳細は問い合わせ

食品衛生責任者養成講習会
食品衛生責任者の資格を取得

日時 �10月23日㈬10時〜17時
場所 �市役所分庁舎6階コミュニティホール
対象 �食品衛生責任者の資格を希望する方200人〈申込制(先着)〉
申込 �10月4日㈮10時〜12時に保健所会議室で(県食品衛

生協会HPも可)
ほか �費用1万円(受講料。申込時支払い)
問合 �茅ヶ崎地区食品衛生協会☎(85)1098

難病講演会〜災害時に慌てない
神経難病の方が早期に備えておくこと

日時 �10月24日㈭14時〜16時30分
場所 �保健所講堂
講師 �溝口功一さん(静岡医療センター副院長)
対象 �神経難病患者と家族、支援者など60人〈申込制(先着)〉
申込 �9月13日㈮〜10月23日㈬に☎で(住所・氏名・電話

番号を記入し、FAX(82)0501も可)
ほか �筆記用具持参
問合 �保健所保健予防課保健対策担当☎(38)3315

市民参加・市民活動
市民の集い(市民集会)海岸地区〜まちぢから協議
会が主催する、市民と行政(市長・職員)との対話

日時 �10月5日㈯13時30分〜
場所 �うみかぜテラス(体験学習センター)
問合 �市民自治推進課地域自治担当

黒岩知事との対話の広場�笑いあふれる
コミュニティづくりへ、あなたの力を

日時 �10月17日㈭18時30分〜20時
場所 �藤沢市藤沢公民館・労働会館等複合施設Fプレイ

ス(藤沢市本町)
定員 �200人〈申込制(抽選)〉
申込 �10月9日㈬までに☎で(県湘南地域県政総合センターHPも可)
ほか �託児2歳〜未就学児〈申込制。10月7日㈪まで。2歳

未満は要相談〉。手話・要約筆記あり
問合 �県湘南地域県政総合センター企画調整課☎0463(22)9186

まちづくり
建築なんでも相談〜木造住宅の無料耐震
相談、リフォーム相談、欠陥住宅相談など

日時 �9月29日㈰13時〜16時
場所 �松林公民館
申込 �9月27日㈮までに☎で
ほか �建築確認の副本、間取り図などを持参
問合 �建築指導課建築安全担当

文化・歴史
刊行物「茅ヶ崎を彩った70人」市史講座

場所 �市役所分庁舎D会議室
定員 �各日20人〈申込制(先着)〉

申込 �9月17日㈫〜☎で
問合 �文化生涯学習課市史編さん担当
日　程 内　容 講　師

10月12日
茅ヶ崎の文化人 柴田貴行さん(市史編集員)

茅ヶ崎と旗本・大岡家 平山孝通さん(市史協力員)

10月19日
別荘人の世界−河合辰太郎を中心に− 本宮一男さん(市史編集員)

南湖院のキリスト教徒 大島英夫さん(市史編集員)
※��いずれも土曜日10時〜12時

日本文学朗読会〜国木田独歩 作「河霧」他
日時 �9月25日㈬11時〜
場所 �ハスキーズギャラリー(新栄町)
講師 �朗読ユニット「六花」
ほか �費用500円(うち200円を市民活動げんき基金に寄付)
問合 �ハスキーズギャラリー☎(88)1811

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 �10月3日㈭10時〜11時30分
場所 �茅ヶ崎ショッピングセンター1階(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
定員 �15人〈申込制(先着)〉
申込 �9月20日㈮〜
ほか �費用1人200円(材料費)。子ども同伴可
問合 �社会教育課社会教育担当

市民文化祭　10月3日㈭〜27日㈰の催し物
場所 �市民文化会館他
問合 �文化生涯学習課文化推進担当
舞台部門

行事名 日程(10月) 場所
紙芝居と朗読の会 5日㈯ 13時〜16時30分 練習室1
茅ヶ崎お囃子まつり 6日㈰ 10時30分〜15時30分 小ホール
日舞大会 6日㈰ 10時30分〜16時 大ホール
市民音楽祭クラシックコンサート 12日㈯ 13時〜18時 小ホール
琵琶のつどい 13日㈰ 12時30分〜16時 小ホール
市民音楽祭秋のコンサート 20日㈰ 13時〜16時30分 小ホール
市民音楽祭合唱のつどい 27日㈰ 12時15分〜18時(予定) 大ホール

展示部門

工芸造形展 3日㈭〜5日㈯
6日㈰

10時〜17時
10時〜16時 展示室

華道展
19日㈯ 10時〜17時

展示室
20日㈰ 10時〜16時

美術展
24日㈭ 13時〜17時

展示室25日㈮･26日㈯ 10時〜17時
27日㈰ 10時〜16時

文芸部門
短歌大会 5日㈯ 13時〜16時30分 大会議室
俳句大会 6日㈰ 9時〜17時 大会議室

写真展　
・�ちがさき風景、各地・各所
・�相模川河口近くの野鳥たち

7日㈪ 13時〜16時 市役所本庁舎
市民ふれあい

プラザ
8日㈫〜10日㈭ 10時〜16時

11日㈮ 10時〜12時

下寺尾古代遺跡まつり
日時 �10月6日㈰10時〜
場所 �七堂伽藍跡
ほか �遺跡解説や勾

ま が

玉作り体験なども開催。詳細は広報
ちがさき10月1日号で掲載予定

問合 �社会教育課文化財保護担当

丸ごと博物館の会まち歩き
下寺尾遺跡群を巡る

日時 �10月6日㈰9時30分〜12時
場所 �JR香川駅(集合)〜下寺尾古代遺跡まつり会場(解散)
定員 �20人〈申込制(先着)〉
申込 �9月18日㈬〜30日㈪に加藤☎090(5313)3755へ(住

所・氏名・電話番号を記入し、Mailk-mikio51415@
bloom.ocn.ne.jpも可)

ほか �費用200円(資料代)。中学生以下無料
問合 �社会教育課文化財保護担当

元気に歩いて郷土の歴史を再発見〜柳
島地区(民俗資料館旧藤間家住宅)を巡る

日時 �10月18日㈮9時30分〜12時
講師 �ちがさき丸ごとふるさと発見博物館の会
対象 �市内在住で50歳以上の方20人〈申込制(先着)〉
申込 �9月15日㈰9時〜
ほか �動きやすい服着用。飲み物・タオル持参
問合 �老人福祉センター☎(85)3536

まなびの市民講師自主企画講座
体のツボ押しチェック療法

日時 �10月19日㈯13時30分〜15時
場所 �ハマミーナまなびプラザ会議室
講師 �石井等

ひとし

さん(まなびの市民講師)
対象 �18歳以上の方25人〈申込制(先着)〉
申込 �9月15日㈰〜石井☎090(1505)7761へ
問合 �文化生涯学習課生涯学習担当

産業・雇用
市表彰・技能者表彰式

　長年の活動で市政の発展に貢献された方々、さまざ
まな分野で優れた技能や技術を発揮された方々を表彰
します。茅ヶ崎飲食店組合による技能披露や試食もあ
ります。ぜひお越しください。
日時 �10月1日㈫10時〜
場所 �市役所分庁舎6階コミュニティホール
問合 �秘書広報課秘書担当、雇用労働課雇用労働担当

起業したい女性のためのSNS活用術
インスタグラム実践編

日時 �10月17日㈭9時45分〜12時30分
場所 �勤労市民会館
講師 一般社団法人&

ア ン ド マ マ コ

MAMACO
対象 �起業を目指している方20人〈申込制(先着)〉
申込 �9月20日㈮〜10月16日㈬に☎で(勤労市民会館HPも可)
問合 �勤労市民会館☎(88)1331

街頭労働相談会
働く上での問題解決のための相談

日時 �10月17日㈭12時〜18時
場所 �JR茅ケ崎駅北口ペデストリアンデッキ(荒天時はラスカ茅ヶ崎)
講師 �かながわ労働センター職員、社会保険労務士
問合 �雇用労働課雇用労働担当

仕事と生活の調和とは
ワーク・ライフ・バランスを知る講座

日時 �10月19日㈯9時30分〜12時
場所 �勤労市民会館
講師 �山岸慎司さん(日本CC協会)
対象 �就職中、就職活動中の方20人〈申込制(先着)〉
申込 �9月20日㈮〜10月18日㈮に☎で(勤労市民会館HPも可)
問合 �勤労市民会館☎(88)1331
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「プライド」を懸けて戦った全国大会

　約24万人の市民をあらゆる災害から守るため、市消防職員253人は一人一人がプロ意識を持って仕事をしています。
その中でも人一倍使命感の溢れる消防士たちが見せた、プロフェッショナルのプライドを紹介します。

【警防救命課警防担当】

　岡山県で8月25日に開催された全国消防救助技術
大会に、消防隊と救助隊の2チームが出場しました。
消防隊の永井・横山両隊員は、今年6月の県大会

「ロープ応用登はん」種目で優勝。消火活動を専門
とする消防隊員としては、茅ヶ崎消防初の全国大
会出場となりました。
　人命救助を専門とする救助隊・三

さんぺ
戸隊員ら5人は、

県大会、関東大会を勝ち進み、「障害突破」の種目
で全国大会に出場しました。この救助隊は過去4回
全国大会出場を決めている、全国でも数少ない常
勝軍団です。
　全国大会では、消防隊、救助隊共に入賞し、県
代表として輝かしい結果を残しました。

「ロープ応用登はん」永井・横山両隊員

市民の安心安全のために「障害突破」三戸隊員ら5人

Pride of a Professionalプロフェッショナルのプライド〜茅ヶ崎消防

消防隊・救助隊が全国大会出場
　災害現場で「最後のとりで」となる消防士は、死と
隣り合わせの恐怖と戦いながらも、市民の命を必ず
守るという強い使命感を持って仕事をしています。
そのため、あえて危険な場所など厳しい状況を想定
し、精神的・肉体的にも過酷な訓練を日々行ってい
ます。
　厳しい訓練を乗り越え、高い技術・能力を兼ね備え
たプロフェッショナルたちがプライドを懸けて戦っ
た今回の全国大会入賞という結果は、他の職員の志
気を高め、茅ヶ崎消防全体に大きな影響を与えました。
　このプロフェッショナルたちのプライドが、市民
のみなさんの安心安全につながるよう、茅ヶ崎消防
一丸となり、今後も業務に励みます。

市の安心安全につなげるために

アロマを楽しみながら学ぶ
和室での所作マナー講座

日時 �10月26日㈯14時〜16時
場所 �勤労市民会館
講師 �和香絢子さん(和アロマインストラクター)
対象 �就業中、就職活動中の女性で、正座ができる方10

人〈申込制(先着)〉
申込 �9月20日㈮〜10月25日㈮に☎で(勤労市民会館HPも可)
問合 �勤労市民会館☎(88)1331

生活
9月21日㈯〜30日㈪は
秋の全国交通安全運動期間

　「夕暮れ時と夜間の歩行中・自転車乗車中の交通事
故防止」、「全ての座席のシートベルトとチャイルド
シートの正しい着用の徹底」、「飲酒運転の根絶」、「二
輪車・自転車の交通事故防止」の4点に重点を置いた秋
の全国交通安全運動を実施します。「安全は�心と時間
の�ゆとりから」、「高齢者�模範を示そう�交通マナー」
をスローガンに一人一人が交通安全意識を高め、交通
事故防止を徹底しましょう。
問合 �安全対策課安全対策担当

司法書士・土地家屋調査士合同による
登記・測量・法律・成年後見無料相談会

日時 �10月5日㈯9時30分〜12時30分
場所 �市民ギャラリー
問合 �県司法書士会湘南支部☎(73)1173柳川、県土地家

屋調査士会湘南第一支部☎(53)2266三浦

防災・消防
ちがさき防災セミナー2019①被災地支援活動
報告②講演「南海トラフ地震-その時の備え-」

日時 �10月20日㈰13時〜14時45分
場所 �市役所本庁舎会議室1・2
講師 �①市職員②気象庁職員
定員 �100人〈申込制(先着)〉
申込 �10月15日㈫までに☎で(市HPも可)
ほか �手話通訳・要約筆記あり。当日参加も可
問合 �職員課人財育成担当

甲種防火管理新規講習
日時 �11月6日㈬・7日㈭
場所 �市役所分庁舎6階コミュニティホール
対象 �防火管理者選任予定の方140人〈申込制(先着)〉
申込 �9月25日㈬・26日㈭に申込書(市役所予防課で配布

中。日本防火・防災協会HPで取得も可)を日本防火・
防災協会FAX03(3591)7130へ(日本防火・防災協会へ
持参も可)

ほか �費用7500円
問合 �日本防火・防災協会☎03(3591)7121、予防課査察

指導担当

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 �①11月9日㈯9時〜12時②11月17日㈰9時〜12時
場所 �①消防署北棟②松林公民館
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)〉
申込 �①10月7日㈪〜31日㈭に消防指導課☎(85)4594へ�

②10月11日㈮〜11月8日㈮に松林公民館☎(52)1314へ
ほか �受講者には修了証を発行。2年ごとの受講を推奨
問合 �消防指導課消防指導担当☎(85)4594

上級救命講習(救急法)〜心肺蘇生法、
AEDの使用方法、搬送法他

日時 �11月10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 �10月1日㈫〜29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

第3回危険物取扱者試験
日時 �12月1日㈰(時間は受験科目により異なる)
場所 �慶應義塾大学(横浜市港北区)
申込 �10月11日㈮〜24日㈭(消印有効)に申込書(市役所

予防課、消防署各出張所で配布中)を〒231-0015
横浜市中区尾上町5-80神奈川中小企業センタービ
ル7階一般財団法人消防試験研究センター神奈川
県支部試験係へ郵送(10月8日㈫〜21日㈪に消防試
験研究センターHPも可)

ほか �費用甲種6600円、乙種4600円、丙種3700円
問合 �予防課危険物担当、消防試験研究センター神奈

川県支部☎045(633)5051
家庭内の住宅防火対策で
高齢者の火災被害を防ごう

　近年、住宅火災の犠牲者は全国で900人前後の高値
で推移しており、うち約7割が65歳以上の高齢者です。
高齢者を中心とした住宅火災の犠牲者を減らすため、
住宅用火災警報器や防炎品、住宅用消火器など、家庭
内の住宅防火対策を再確認しましょう。
問合 �予防課予防担当

採用
市役所の非常勤嘱託職員

職種 �①介護認定調査業務②保育コンシェルジュ業務�
③保健指導業務

人数 �若干名
対象 �満18歳以上で資格または経験がある方
待遇 �日額①1万1000円他②8500円③1万725円
採用 �11月1日㈮予定
申込 �事前に電話予約のうえ、9月25日㈬・26日㈭に申

込書(市役所職員課・市政情報コーナーなどで配
布中。市HPで取得も可)を本人が持参

ほか �申込時に1次試験(小論文)を実施。詳細は試験案
内(市役所職員課・市政情報コーナーなどで配布
中。市HPで取得も可)参照

問合 �職員課人財育成担当

市役所の休業代替任期付職員
職種 �①事務②保育士③建築④現業用務職(学校給食調理員)
人数 �①10人程度②〜④若干名
採用 �職員の休業の取得状況による
申込 �9月13日㈮〜10月4日㈮にe-kanagawa電子申請で
ほか �1次試験10月12日㈯。詳細は試験案内(9月11日�

㈬〜市役所職員課・市政情報コーナーなどで配布。
市HPで取得も可)参照

問合 �職員課人財育成担当

市役所の臨時職員
職種 �①一般事務②保健師③助産師④管理栄養士(栄養

士含む)⑤歯科衛生士⑥保育士⑦夜間管理業務員
⑧現場作業員⑨給食調理員

対象 �①・⑦〜⑨資格年齢不問、②〜⑥当該免許証また
は資格証を持つ方

待遇 �①・⑨時給1000円②〜⑤時給1280円(栄養士は時
給1020円)⑥時給1120円〜⑦時給990円⑧時給990
円〜。いずれも交通費は規定あり(1日400円上限)

採用 �申込日〜2020年3月31日の登録とし、1〜6か月間
の臨時的業務が発生したときに、選考のうえ採用

申込 �写真を貼付のうえ、申込書(市役所職員課で配布中。
市HPで取得も可)に必要事項を記入し、本人が持参

問合 �職員課人財育成担当

寄付(敬称略)
〈市へ〉 ▽ 株式会社伊藤園=2万4937円 ▽株式会社ジャ
パンビバレッジホールディングス=3万1490円 ▽信濃
小百合=書籍 ▽株式会社マルヤス=土のう袋

〈市民活動げんき基金へ〉6月1日〜7月31日 ▽有限会社
ハスキー企画=計12回総額4万2500円 ▽茅ヶ崎マルシェ
(KIZUNA)=1万1100円 ▽錦織弘=1万円 ▽BRANCH茅ヶ崎=計
3回総額6900円 ▽髙柳國彦=3000円 ▽歌声サロン「チー
パッパ」=2810円 ▽匿名=3万円

〈緑のまちづくり基金へ〉4月1日〜7月31日 ▽ ダイ
ドービバレッジサービス株式会社=1万9761円 ▽

chigasaki0467=1215円 ▽アルバックテクノ株式会社＝
5812円 ▽新宿自治会=2980円 ▽公益社団法人神奈川県
宅地建物取引業協会湘南支部=5万4373円 ▽FVジャパ
ン株式会社営業統括部関東営業部神奈川・山梨支店
=4639円 ▽二宮咲子=1万円

〈社会福祉協議会へ〉 ▽茅ヶ崎左官業組合=2万円 ▽有限
会社茅ヶ崎バンテック=10万円 ▽匿名=5000円、2000円
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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

広報紙へのご意見・ご感想を　広報ちがさきをより良いものにしていくため、みなさんからのご意見・ご感想をお聞かせください。市 内「広報ちがさき」の「広報ちがさきア
ンケートフォーム」からお寄せください。



松林公民館
〒253-0018　室田1-3-2　☎(52)1314　 (52)1315

子育てホッと広場～読み聞
かせ、手遊び、体操など

日時 �9月25日㈬10時～11時30分
対象 �乳幼児と保護者

タッチコミュニケーション～スキンシッ
プの大切さをタッチセラピストに学ぶ

日時 �10月1日㈫10時～12時
秋 の 山 野 草 展

日時 �10月12日㈯・13日㈰9時30分～16時
ほか �13日13時～展示品の解説あり

シ ネ マ 松 林「 別 離 」
日時 �10月26日㈯9時30分～12時

ほ う か ご 子 ど も 卓 球
日時 �10月31日㈭15時30分～17時
対象 �小1～6年生12人〈当日先着〉

￥ぴよぴよアトリエ親子造
形教室～ハロウィンあそび

日時 �10月9日㈬10時30分～12時
対象 �1歳～未就園児と保護者10人〈申込制(抽選)〉

シニアのためのチェアヨガ
日時 �10月10日・24日、11月7日・21日いず

れも木曜日13時30分～15時(全4回)
対象 �60歳以上の方20人〈申込制(先着)〉

絵本講座～絵本と出会うよろこび
日時 �10月11日･18日･25日いずれも金曜日

10時～12時(全3回)
定員 �20人〈申込制(先着)〉
ほか �託児6か月～未就学児12人〈申込制(先着)〉

介 護 予 防 教 室
日時 �10月16日㈬13時～15時
対象 �60歳以上の方20人〈申込制(先着)〉

エコバッグ作り～傘からバッグに大変身
日時 �10月3日㈭・4日㈮9時30分～12時
対象 �18歳以上の方20人〈申込制(先着)〉
ほか �託児6か月～未就学児5人〈申込制(先着)〉

￥ エクセル基礎と我が
家 の カ レ ン ダ ー づ く り

日時 �10月22日㈫・23日㈬・29日㈫・30日
㈬いずれも9時30分～12時

対象 �18歳以上の方20人〈申込制(先着)〉

南湖公民館
〒253-0061　南湖6-15-1　☎(86)4355　 (86)4355

ひだまり(子育てサポート)
日時 �9月27日､ 10月11日・25日いずれも

金曜日10時～14時
対象 �未就園児と保護者
ほか �10月25日11時～12時に親子ふれあい

工作あり
秋 の「 壁 新 聞 」展 示 会

期間 �10月12日㈯～11月10日㈰いずれも9時～17時
絵 本 と お 話 の 時 間

日時 �10月12日㈯11時～11時40分
卓 球 開 放

日時 �10月12日㈯13時～16時
健 康 講 演 会 

日時 �10月17日㈭13時30分～15時
定員 �60人〈当日先着〉

はじめての台湾鉄道旅行
日時 �10月23日、11月6日・13日・20日いず

れも水曜日10時～11時45分
講師 �佐藤育

い く し

芝さん(台湾出身)
定員 �13人〈申込制(先着)〉
申込 �9月26日㈭～

のぞいてみよう!自然の不思議
日時 �11月2日㈯9時～15時
場所 �秦野ビジターセンター(秦野市堀山下)
対象 �小15人〈申込制(先着)〉
申込 �10月2日㈬～
ほか �マイクロバスで送迎

￥ わくわく森の探検隊! 
鎌 倉 ハ イ キ ン グ

日時 �10月19日㈯9時～15時30分
対象 �小18人〈申込制(先着)〉

￥ はじめての精進料理
日時 �11月1日㈮10時30分～14時
講師 �精進料理iori暁美と五月
定員 �15人〈申込制(先着)〉

鶴嶺公民館
〒253-0071　萩園2028-55　☎(87)1103　 (87)1103

つるみね名画座「東京物語」
日時 �9月18日㈬13時～16時
定員 �60人〈当日先着〉

子 育 て の 広 場 カ ル ガ モ
日時 �9月26日㈭12時～16時
内容 �幼児と家族の憩いの場�

14時～おばんばやしと遊ぼう!
たのしい科学実験「偏光であそぼう」

日時 �10月5日㈯13時～15時
講師 �産業技術総合研究所職員
対象 �小～中20人〈申込制(先着)〉
申込 �9月19日㈭～

鎌倉歴史散策～鎌倉七口大仏切通か
ら長谷を巡る(高低差あり、健脚向け)

日時 �10月11日㈮10時～
定員 �20人〈申込制(抽選)〉
申込 �9月19日㈭～23日(月･祝)
ほか �JR藤沢駅改札前集合

みんようのふる里演奏会～津軽三味
線｢嬉

き た ぐ に

多國」社中による民謡の演奏と唄
日時 �10月14日(月･祝)13時30分～

認知症予防運動コグニサイズ
普段と違う運動で脳の活性化

日時 �10月13日㈰13時30分～15時30分
定員 �20人〈申込制(先着)〉

￥シニアのためのミニ講座 遊々クラブ
季 節 の 和 菓 子・ 練 り 切 り

日時 �10月14日(月･祝)10時～12時
対象 �おおむね65歳以上の方18人〈申込制(先着)〉

肩こり・腰痛・膝痛改善体操
日時 �10月25日㈮10時～11時30分
定員 �20人〈申込制(先着)〉

小和田公民館
〒253-0023　美住町6-20　☎(85)8755　 (85)8788

放 課 後 子 ど も シ ネ マ
ラ ン ド「 お し り 探 偵 ② 」

日時 �10月3日㈭15時30分～16時30分
対象 �小40人〈当日先着〉

ちびっこ広場～運動会ごっ
こ・みんなで歌おうなど

日時 �10月8日㈫10時～11時30分
対象 �乳幼児と保護者

元 気 ア ッ プ 体 操 と 振
り 込 め 詐 欺 の お 話

日時 �10月18日㈮10時～11時30分
講師 �福田玲子さん、磯田利子さん(いず

れも日本3B体操協会公認指導員)
定員 �20人〈当日先着〉

大 人 の お 天 気 教 室
気 象 災 害 と 台 風

日時 �10月19日㈯13時～15時
講師 �(一社)日本気象予報士会
定員 �30人〈申込制(先着)〉
申込 �9月25日㈬～

￥横浜歴史散策～みなと横浜の発
展を支えた近代歴史資産を訪ねて

日時 �10月23日㈬8時30分～15時30分
内容 �象の鼻パーク、赤レンガ倉庫、横浜

みなと博物館他(約8km)
講師 �鴨志田聡さん(元松浪小学校教頭)
定員 �20人〈申込制(先着)〉
申込 �9月19日㈭～

大 人 の 学 び 場「 四 季 の 折 り 紙 」第 二 弾
季節をテーマに頭と手を使って楽しく脳トレ

日時 �10月24日㈭10時～12時
講師 �大嶋史子さん(小和田公民館サーク

ル活動者)
定員 �20人〈申込制(先着)〉
申込 �9月26日㈭～

季節を楽しむ「庭木剪
せ ん て い

定」
日時 �10月27日㈰10時～12時
定員 �15人〈申込制(先着)〉

申込 �10月1日㈫～
講師 �清水賢一さん(緑化事業協同組合)他

￥大人の学び場 インテリ
アに「お洒落なやじろべい」

日時 �11月10日㈰10時～12時
講師 �中山雅章さん(からくりおもちゃ)
定員 �15人〈申込制(先着)〉
申込 �9月27日㈮～

￥ 大 人 の 学 び 場「 素
敵 に ス テ ン シ ル 」

日時 �10月11日㈮10時～12時
講師 �清水真理さん(ビーパレット)
定員 �20人〈申込制(先着)〉

家族介護教室～身体に負
担 を か け な い 介 護 方 法

日時 �10月25日㈮14時～16時
講師 �山中恭子さん(介護福祉士)、山口翼さ

ん(健康運動指導士)、㈱ニッショウ
対象 �介護をしている方、介護を学びたい

方20人〈申込制(先着)〉

おいしいお茶のいれ方教室(松
浪コミュニティセンター共催)

日時 �11月14日㈭14時30分～15時30分
講師 �株式会社伊藤園
定員 �10人〈申込制(先着)〉

かつお節教室(松浪コミュニティセンター
共催)～だし文化から学ぶ日本食の良さ

日時 �11月19日㈫14時30時～16時30分
講師 �株式会社にんべん
定員 �30人〈申込制(先着)〉

香川公民館
〒253-0082　香川1-11-1　☎(54)1681　 (54)1681

健康ウオーク～むかしな
つかし道をのんびり歩く

日時 �10月3日㈭10時～14時
対象 �9km完歩できる方15人〈申込制(先着)〉
申込 10月1日㈫まで
ほか �小田急線六会日大前集合、堤坂下バ

ス停解散
ボ ー ル あ そ び 教 室

日時 �10月5日㈯10時～10時45分･11時～11
時45分

対象 �4歳～6歳の親子10組〈申込制(先着)〉
申込 �9月10日㈫～
ほか �香川公民館HPで申し込みも可

か が わ キ ッ ズ デ ー
昔 遊 び、 ゲ ー ム 他

日時 �10月5日㈯10時～15時
鶴 が 台 保 育 園

「 の び の び 広 場 」
日時 �10月9日㈬10時30分～11時30分
対象 �未就園児と保護者15組〈当日先着〉

第31回香川公民館まつり
日時 �10月26日㈯10時30分～17時、10月27

日㈰9時～15時
み ん な の 経 済 教 室 ～ 経
済 指 標 の 見 方・ 読 み 方

日時 �11月10日㈰13時～15時
講師 �村松祐子さん(金融広報委員会)
定員 �25人〈申込制(先着)〉
申込 �9月28日㈯～

ユニバーサルスポーツ交流
日時 �11月16日㈯10時～15時
対象 �13歳以上20歳未満の子ども10人〈申

込制(先着)〉
申込 �10月19日㈯～

うみかぜテラス（体験学習センター）
〒253-0055　中海岸3-3-9　☎(85)0942　 (85)0959

卓 球 開 放
日時 �10月4日㈮・15日㈫・24日㈭いずれ

も14時30分～17時30分、10月6日㈰・
20日㈰・26日㈯いずれも9時30分～
13時30分
親 子 で ピ ア ノ の 連 弾
を 楽 し も う(全3回 )

日時 �10月27日、11月3日・10日いずれも
日曜日9時30分～12時(1回30分受講)

対象 �小と保護者5組10人〈申込制(先着)〉
申込 �9月18日㈬～

青少年会館
〒253-0045　十間坂3-5-37　☎(86)9961　 (86)9962

￥ こ ど もC
ク ッ キ ン グ

ooking S
ス タ ジ オ

tudio1
ハ ロ ウ ィ ー ン の レ シ ピ

日時 �10月26日㈯10時30分～15時
内容 �ブラックスライダーバーガーとシリ

アルのドロップクッキー作り
講師 �本野郁美さん
対象 �小・中16人〈申込制(先着)。小は保

護者同伴〉
お 米 の 教 室

日時 �11月10日㈰10時～12時
対象 �小・中と保護者20人〈申込制(先着)〉

青少年会館フェスタこどもフ
リーマーケット出展者募集

日時 �11月23日(土･祝)10時～14時(雨天中止)
対象 �小の親子8組〈申込制(先着)〉

図書館
〒253-0053　東海岸北1-4-55　☎(87)1001　 (85)8275

￥ 大 人 の 塗 り 絵
日時 �10月1日㈫・8日㈫10時～12時(全2回)
講師 �吉田良子さん(カルチャースクール講師)
定員 �15人〈申込制(先着)〉
申込 �9月28日㈯まで

おはなし会①小さい子向け
②赤ちゃん向け③ 小 向け

日時 �①10月9日㈬･23日㈬15時～②10月16
日㈬10時30分～(受付10時～)③10月5
日･12日･26日いずれも土曜日15時～
映画会①一般向け②子ども向け

日時 �10月12日㈯①9時30分～②14時～
内容 �①「ハムレット」(字幕入り)②「ざわざ

わ森のがんこちゃん」
茅 ヶ 崎 の 民 話 上 演

日時 �10月19日㈯14時～
内容 �「嗚

あ あ

呼若松先生」、「追
お ん だ

出し橋」
記念講演会「物語作りの5年間
～ 潮 風 吹 く こ の 街 で 」

日時 �10月27日㈰14時～16時
講師 �鳴

なるかみきょういち

神響一さん(作家)
定員 �50人〈申込制(先着)〉
申込 �9月25日㈬～

￥ 楽しいフラワーデザイン
おしゃれなクリスマスリース作り

日時 �10月30日㈬10時～12時
講師 �吉澤光代さん(まなびの市民講師)
定員 �15人〈申込制(先着)〉
申込 �10月9日㈬～

図書館香川分館
〒253-0082　香川1-11-1　☎(51)4946

映 画 会「 人 魚 姫 」
日時 �10月5日㈯14時～

おはなし会～小さい子向け
日時 �10月19日㈯14時～

市民文化会館
〒253-0041　茅ヶ崎1-11-1　☎(85)1123　 (86)2754

アルゼンチンタンゴ2019
日時 �10月4日㈮19時～
ほか �全席指定一般4000円、高以下2500円。

未就学児不可
鼓童 ワン･アース･ツアー2019「道」

日時 �12月6日㈮13時30分～
ほか �全席指定5800円。未就学児不可

美術館
〒253-0053　東海岸北1-4-45　☎(88)1177　 (88)1201

￥ 草 木 染 め の 布 で
作 る ハ ー ブ サ シ ェ

日時 �10月14日(月･祝)13時30分～15時30分
講師 �t

た ね た ね

anetaneさん(草木染と彫金のユ
ニット作家)

対象 �小以上の方16人〈申込制(先着)。小3年
生以下は保護者同伴〉

申込 �9月27日㈮～

➡

申込すべて9月18日㈬～

➡

➡

申込すべて9月19日㈭～

➡

➡

申込すべて9月27日㈮～

➡

➡

申込すべて9月18日㈬～

➡

➡

申込すべて9月20日㈮～
➡

➡

申込すべて10月10日㈭～

➡

➡

申込すべて9月22日㈰～

➡
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ち が さ き
◆�申込欄に詳細がないものは9時～（美術館は10時～）☎・来館で
◆￥があるものは有料
◆持ち物はお問い合わせください
◆小→小学生　㊥→中学生　高→高校生

10月の施設の休館日は8面をご覧ください



（2019年（令和元年）8月1日現在）

人　口▶	 241,981人	 （前月比10人減）

世帯数▶	102,783世帯	（前月比87世帯増）

10月主な施設の の休館日

広報ちがさき　2019（令和元）年9月15日号　No.1127

公民館、青少年会館、地域集会施設、文化資料館 7日・15日・21日・28日
うみかぜテラス（体験学習センター） 8日
図書館本館、図書館香川分館 7日・15日・17日・21日・28日
市民文化会館 28日
美術館 7日・15日・21日・28日
ちがさき市民活動サポートセンター 16日
男女共同参画推進センターいこりあ 6日・13日・20日・27日
勤労市民会館 28日
開高健記念館、茅ヶ崎ゆかりの人物館 1～11日・15～17日・23・24日・28日～31日
スポーツ施設 15日

マイナンバーカード 電子証明書の更新は3か月前から
　マイナンバーカード（個人番号カード）に搭載された電子証明書は、コンビニなど
のキオスク端末での住民票・印鑑証明の取得や、e-Taxなどによる電子申請時に必
要です。電子証明書の有効期限は、発行日から5回目の誕生日です。有効期限の3か
月前から窓口で更新することができますので、お早めに手続きを行ってください。

【市民課戸籍住民担当】

　広報ちがさき8月15日号8面に掲載
の「次期の総合計画を策定中」の記事
中で、「将来都市像のキャッ

チフレーズを公募予定」と案内しまし
たが、公募は中止することとしまし
た。おわびして訂正いたします。

【企画経営課企画経営担当】

受付窓口	 市役所市民課
受付時間	 	月～金曜日8時30分～17時、	

第2・第4土曜日8時30分～12時
ほか	 マイナンバーカード、印鑑を持参
※	代理人が手続きをする場合は、市民課までお問い合わせください

　市では、各地域の窓口として、支所・出張所・市民
窓口センターを設置しています。市役所に行かなくて
も、身近な所で住民票の写し、戸籍謄本、印鑑登録証
明書などの各種証明書の交付ができます。また、支所・
出張所では、住民異動届、戸籍届出、国民健康保険、
子育てに関する手続きなど、各種手続きもできます。

【市民課戸籍住民担当、小出支所総務担当】

　フラやハワイ音楽のステージ、ワークショップ、雑貨販売など、ハワイ文化にたっぷり触
れられる3日間。身近にハワイを感じながら、ロコ（ハワイ語で地元）スタイルを見つけませんか。

トレンドの波に乗らなくちゃ
～聞いて得するハワイの「今」情報
12日11時～12時・14時～15時
場所	 展示室B・C
定員	 各回50人〈申込制（先着）〉
小中学生初心者ウクレレ講座
14日9時30分～10時30分・11時～12時
場所	 練習室1
定員	 各回30人〈申込制（先着）〉
ほか	 費用500円(参加費)。当日のウクレレ貸し出し無料

開庁時間 月～金曜日8時30分～17時（祝日・年末年始を除く）
※		辻堂駅前出張所：火・木曜日は8時30分～19時30分。17時
以降の取扱業務は、各種証明書の交付(一部予約)と市税・
保険料等の収納、図書の返却のみ

※		茅ヶ崎駅前市民窓口センター：月～金曜日8時30分～19
時30分（2020年1月以降は月・金曜日11時～19時30分に変
更）、土・日曜日、祝日8時30分～17時

※		辻堂駅前出張所と茅ヶ崎駅前市民窓口センターは駐車場
がありません。公共交通機関をご利用ください

小出支所
芹沢888
☎(51)0005

香川駅前出張所
香川5-3-17
☎(85)6700

辻堂駅前出張所
藤沢市辻堂2-2-14ステラ湘南2階
☎(82)8182

ハマミーナ出張所
浜見平11-1ハマミーナ1階
☎(58)6602

茅ヶ崎駅前市民窓口センター
元町1-1ネスパ茅ヶ崎3階
☎(87)6666

萩園市民窓口センター
萩園1215-4萩園ケアセンター内
☎(88)7514

地域の身近な窓口

支所・出張所・市民窓口センター

10月12日㈯～14日（月・祝）
場所　市民文化会館他

茅ヶ崎ロコ・スタイル・フェスティバル2019

小出支所

小出小学校

小出

JA

大
谷
通
り

小
出
県
道

至
茅
ヶ
崎

小出中央通り 至藤沢

香川駅前
出張所

至茅ヶ崎銀行

書店

酒店
スーパー
マーケット

郵便局

至寒川

J
R
相
模
線

香

　川

　駅

窓口により取扱業務が異なります。詳細は市 HPまたは各施設にお問い合わせください

ワークショップ
大会で入賞した教室による
フラステージ
13日15時30分～20時30分
場所	 大ホール
ほか	 	費用3000円（9月10日

㈫～チケットぴあ、
ローソンチケット、
イープラスでチケット販売）

※		抽選で無料観覧券プレゼント

へ・ホオハノハノ・ヌイ・ステージ

辻堂駅前出張所
（ステラ湘南2階）
※ 駐車場なし

JR東海道線

大型ショッピング
モール

辻　堂　駅西
口

至藤沢至茅ヶ崎

ハマミーナ
出張所

（ハマミーナ1階）

国道1号線

至茅ヶ崎JR東海道線

南
湖
通
り

南湖会館交番
鉄砲道

左
富
士
通
り

茅ヶ崎駅前市民
窓口センター
※ 駐車場なし

ペデストリアン
デッキ

ネスパ
茅ヶ崎3階 駅ビル（北口）

J R 茅ケ崎駅

エメロード

至平塚

至辻堂

バス停（走内）

スーパー
マーケット

萩園サン
ハイム

産業道路入口

環境事業
センター

環境事業
センター入口

国道1号

萩園市民窓口センター
（萩園ケアセンター）

産
業
道
路

ライオンコーヒーと
ホノルルクッキーの
試供もあります

各イベントの
詳細や申し込
み方法は

茅ヶ崎ロコ・スタイ
ル・フェスティバル

【男女共同参画課多文化共生担当☎(57)1414】

ハワイアンミュージックと湘南ルーツ音楽とのつながり
パネルディスカッション&ライブショー
14日12時30分～14時30分
場所	 小ホール
ほか	 費用500円。当日10時30分～会場でチケット販売

茅ヶ崎 HAWAIIAN SOUND EXPO

12日～14日10時～
場所	 総合体育館前庭
ほか	 コンテストは申込制。費用1000円

キッズスケートボード無料体験&コンテスト

問合　茅ヶ崎ロコ・スタイル・フェスティバル実行委員会Mail locostylefestival@gmail.com

おわびと訂正

相談名 種類 日時・場所

労働相談（予約制） 第2・4土、第3水（第4土と同一週の場合は第2水）13時～・14
時～　勤労市民会館☎（88）1331

ワーキングマザー
両立応援カウンセリング

原則第4水の午後（要問い合わせ）　男女共同参画推進セン
ターいこりあ（かながわ労働センター☎045（633）6110）

障害者職業相談（予約制） 金14時30分～16時30分　サザンポ☎（26）0594
職業相談（茅ヶ崎市ふるさとハローワーク） 月～金9時～16時30分　勤労市民会館（第4月・祝日を除く）

女性のための相談室
（面談・法律は予約制）

①面談
②法律
③電話

①月・水・金、第4火10時～16時
②第2・4火13時～16時
③月～金10時～16時

男女共同参画推進
センターいこりあ
☎（84）4772

がいこくじんそうだん
①いっぱん
②ほうりつ
③きょういく

①かようび～きんようび			9じ～16じ
②かようび～きんようび	13じ～16じ
③かようび～どようび				10じ～16じ30ふん

あーすぷらざ
①②☎045（896）2895
③☎045（896）2972

子育ての何でも相談
月～金9時～17時　各子育て支援センター
北口☎（87）6620、南口☎（87）6531
浜竹☎（85）7900、香川駅前☎（82）2210

家庭児童相談 月～金9時～17時　家庭児童相談室☎（82）1151
療育相談 月～金9時～17時　こどもセンター☎（84）0505
弁護士による成年後見相談

（予約制）
偶数月第1水13時15分～16時55分（40分以内。祝日の場
合は第2水）　茅ヶ崎市社会福祉協議会☎（85）9650

身体障害者の巡回更生相談 受付：障害福祉課障害者支援担当
毎月の第4月13時～15時　総合療育相談センター（藤沢市亀井野）

青少年相談　一般教育相談
月～金9時～18時	青少年教育相談室
（月～金17時～18時は☎（86）9963のみ）

☎（86）9963～4
こころの電話相談 ☎（57）1230
いじめ電話相談 ☎（82）7868
特別支援電話相談 ☎（86）1062

「ことばの教室」
「そだちの教室」
の通級指導・教育相談

ことばの教室 JR東海道線北側：梅田小学校 ☎(85)1124
JR東海道線南側：茅ヶ崎小学校 ☎(83)4597

そだちの教室 JR東海道線北側：鶴が台小学校 ☎(52)3006
JR東海道線南側と小和田小：緑が浜小学校 ☎(88)5005

相 談 窓 口 一 覧

プロの実演もあります

この用紙は
古紙を含んでいます

茅ヶ崎市 HP
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