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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


