
　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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