
◆ 　　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

福祉
�赤い羽根共同募金 
街頭で募金活動を実施

日時 �①10月1日㈫12時30分～13時30分・16時45分～17時
45分、10月2日㈬11時15分～12時15分・16時45分～
17時45分②10月3日㈭16時30分～17時30分③10月4
日㈮16時30分～17時30分

場所 �①JR茅ケ崎駅周辺②BRANCH茅ヶ崎2③イオン茅ヶ
崎中央店

問合 �県共同募金会茅ヶ崎市支会(茅ヶ崎市社会福祉協
議会内)☎(85)9650

�地域密着型サービス事業者の公募～認知
症対応型共同生活介護(グループホーム)

期間 �10月8日㈫～12月20日㈮
ほか �詳細は市HP参照
問合 �高齢福祉介護課支援給付担当

�萩園いこいの里シネマランド 
映画「黄

た そ

昏
が れ

」の上映
日時 �10月13日㈰14時～
場所 �萩園いこいの里
問合 �萩園いこいの里☎(88)7513

�家族介護教室「様々な足と爪のお悩み」 
靴の選び方や爪の切り方など

日時 �10月29日㈫14時～15時30分
場所 �南湖会館
講師 �久田奈奈さん(n

ナ ナ イ ロ

anaiRo)
対象 �市内在住の方20人〈申込制(先着)。介護している方優先〉
申込 �10月25日㈮までに☎で
問合 �南湖地区地域包括支援センターれんげ☎(88)1380

�身体障害者ふれあい交流会 
バス旅行 日光二荒山神社と梨狩り

日時 �11月6日㈬7時40分集合(茅ヶ崎第1駐車場)～
対象 �身体障害者手帳を持つ方と介助付添人70人〈申込

制(先着)。介助付添人(18歳以上)は1人まで〉
申込 �10月1日㈫～10日㈭に☎で
ほか �費用3000円(申込後、市立病院売店で支払い。返金不可)
問合 �NPO法人茅ヶ崎市身体障害者福祉協会☎(51)0373

戸井田(19～22時)

�在宅医療介護フォーラム2019 
①在宅医療・介護に関する展示・紹介②講座・講演会

日時 �11月30日㈯①13時～16時②14時～16時
場所 �市役所分庁舎6階コミュニティホール
講師 �②会田薫子さん(東京大学大学院特任教授)
対象 �②市内・寒川町在住・在勤・在学の方300人〈申込

制(先着)〉
申込 �②10月1日㈫～11月29日㈮に☎で
ほか �手話通訳・要約筆記あり
問合 �保健所地域保健課地域保健担当在宅ケア相談窓口

☎(38)3319

子育て・教育
�子どもを預かる・預けたい会員(有償で
の子育て支援活動)募集

対象 �〈支援会員(子どもを預かる方)〉市内在住で保育に
理解と熱意があり、安全な保育環境を持つ方。研
修の受講が必要〈依頼会員(子どもを預けたい方)〉
市内在住・在勤・在学で生後3か月～小学6年生の
保護者〈両方会員(支援と依頼の両方を希望する
方)〉支援・依頼会員両方の条件を満たす方

申込 �随時
ほか �支援会員研修会を10月28日㈪～30日㈬9時10分～

12時10分(予定)に男女共同参画推進センターいこ
りあで開催〈申込制(先着)。託児あり各回10人〉

問合 �ファミリー・サポート・センター☎(87)8070

�ポタジェガーデン(目と舌で楽しめる 
フランス式家庭菜園)を作ろう～秋冬編

日時 �①10月16日、11月13日、12月4日いずれも水曜日
10時～12時②10月13日㈰、11月3日(日・祝)、12月8
日㈰10時～12時(各全3回)

場所 �うみかぜテラス(体験学習センター)
講師 �長

なが

谷
たに

享
たかし

さん(半農半 x
エックス

を楽しむ会)
定員 �各15人〈申込制(先着)〉
ほか �1500円(参加費)
申込 �10月1日㈫～10日㈭
問合 �うみかぜテラス☎(85)0942

�秋を楽しむ折り紙飾りを作ろう 医療ケアが
必要な子どもと保護者のための交流会

日時 �11月5日㈫10時～11時30分

場所 �保健所
対象 �医療ケアが必要な子どもと保護者〈申込制〉
申込 �10月1日㈫～☎で
ほか �申込時に氏名・電話番号、子どもの年齢、医療ケ

アの内容、出生体重、託児の有無を確認
問合 �保健所地域保健課保健指導担当☎(38)3314

�子育て世代のための生涯学習交流サロン 
ベビー＆キッズアートサロン

日時 �11月8日㈮10時30分～12時
場所 �茅ヶ崎ゆかりの人物館
内容 �画材をたくさん使った自由アート、講演など
講師 �ぶじゅんさん(自由創作アトリエY

ヤ ッ テ ミ レ

attemire)
対象 �未就学児と家族20組〈申込制(先着)〉
申込 �10月3日㈭～件名に「11/8�ARTサロン」、本文に住所・

氏名(ふりがな)・電話番号、子どもの生年月日を記
入し、マム04メールmom4chigasaki@gmail.comへ

ほか �1家族費用500円(材料費)
問合 �マム04メールmom4chigasaki@gmail.com

�父子クッキング 
パパとピザをつくってみよう

日時 �11月9日㈯10時15分～14時
場所 �男女共同参画推進センターいこりあ
講師 �茅ヶ崎市食生活改善推進団体
対象 �小学生と父親12組〈申込制(先着)〉
申込 �10月1日㈫～31日㈭に☎または市HPで(氏名・電話

番号を記入し、FAX(57)1666も可)
ほか �費用1人400円。託児6か月～未就学児5人〈申込制

(先着)。10月25日㈮まで〉
問合 �男女共同参画課男女共同推進担当☎(57)1414

子育ち・子育て出前講座
日時 �11月10日㈰10時～12時
場所 �うみかぜテラス(体験学習センター)
内容 �講演「思春期の子どもにはいったい何が起きている

のか～思春期の意味と思春期の子どもへの接し方」
講師 �谷

たに

井
い

茂
しげ

久
ひさ

さん(元市教育長)
対象 �市内在住・在勤の方60人〈申込制(先着)〉
申込 �10月4日㈮～11月5日㈫に市HPまたは☎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8人〈申込制(先着)。10月31日

㈭までに☎で〉
問合 �教育センター研修研究担当☎(86)9965

�ほめ方・叱り方の練習「ほしつ☆メソッド」 
(3歳以上のグループ)

日時 �11月15日・29日、12月13日、2020年1月10日・24日い
ずれも金曜日10時～12時(全5回)

場所 �香川公民館
対象 �3歳以上の子どもの保護者8人〈申込制(先着)〉
申込 �11月5日㈫までに☎で
ほか �託児6か月～未就学児〈申込制。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

乳幼児期の子育ち・子育て出前講座
日時 �11月16日㈯10時～12時
場所 �市立浜須賀保育園
内容 �講演「子どもの育つ力を信じるために～見守る大

人にできること～」
講師 �菅

すが

野
の

幸
ゆき

恵
え

さん(青山学院女子短期大学教授)
対象 �市内在住・在勤の方30人〈申込制(先着)〉
申込 �10月11日㈮～11月12日㈫に市HPまたは☎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)。11月6日㈬

までに☎で〉
問合 �教育センター研修研究担当☎(86)9965

�「青少年指導員まつり」の 
音楽・ダンスステージ出演者(20～30分)

日時 �2020年1月26日㈰11時～15時
場所 �青少年会館
対象 �市内の小学生～20歳の青少年団体2～3団体〈申込制(抽選)〉
申込 �10月1日㈫～18日㈮に申込書(市役所青少年課で配

布中。市HPでも取得可)を市役所青少年課へ持参
（〒253-8686茅ヶ崎市役所青少年課へも可）

問合 �青少年育成のつどい実行委員会☎(52)2626松本、
青少年課育成担当

スポーツ
�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 �11月6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、スポーツ経験を生

かしたい方20人〈申込制(先着)〉
申込 �11月5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

�市民インディアカフェスティバル 
①地区体育振興会②初心者交流の部

日時 �11月10日㈰9時～
場所 �総合体育館
内容 �①女子・男女混合②男女混合
対象 �各地区内在住・在勤・在学(中学生以上)または茅ヶ

崎インディアカ協会登録者で編成した4人以上の
チーム〈いずれも申込制。②は個人参加も可〉

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 �①費用1チーム1000円。11月6日㈬19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

健康
�茅ヶ崎寒川薬剤師会市民公開講演会 
薬と上手に付き合うコツ

日時 �10月20日㈰14時30分～16時30分
場所 �市役所分庁舎6階コミュニティホール
講師 �上村直樹さん(東京理科大学薬学部教授)
定員 �200人〈当日先着〉
ほか �手話通訳、要約筆記あり
問合 �茅ヶ崎寒川薬剤師会☎(51)4711

�健診結果が気になる方の栄養教室 
血糖値・中性脂肪と食事の改善ポイント

日時 �10月21日㈪10時～12時
場所 �保健所講堂
講師 �保健所管理栄養士
対象 �40歳～74歳の方30人〈申込制(先着)〉
申込 �10月18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

歯科講演会 お口のフレイル何でも相談会
日時 �10月31日㈭9時30分～11時30分
場所 �市役所分庁舎6階コミュニティホール
講師 �内間恭洋さん(茅ヶ崎歯科医師会歯科医師)
対象 �市内在住・在勤で65歳以上の方50人〈申込制(先着)〉
申込 �10月24日㈭までに☎で
ほか �筆記用具持参
問合 �高齢福祉介護課支援給付担当

�65歳からの栄養教室 
「あら大変！血糖値高めと言われたら！」

日時 �11月5日㈫10時～13時(受付9時45分)
場所 �男女共同参画推進センターいこりあ
対象 �市内在住の65歳以上の方20人〈申込制(先着)〉
申込 �10月1日㈫～29日㈫
ほか �費用300円(食材費)
問合 �高齢福祉介護課支援給付担当

まちづくり
�都市計画の案の縦覧・意見書の提出 
生産緑地地区の変更

期間 �10月11日㈮～25日㈮
場所 �市役所都市計画課
対象 �市内在住の方と利害関係人
ほか �意見書は期間内に持参(10月25日(消印有効)までに

〒253-8686茅ヶ崎市役所都市計画課へも可)
問合 �都市計画課計画担当

市民参加・市民活動
�中赤羽根自治会 宝くじ助成金で夏祭り
事業等の備品を購入

　中赤羽根自治会は、宝くじの社会貢
献広報事業として、宝くじの受託事業
収入を財源としているコミュニティ助
成事業で、中赤羽根夏祭り事業等の備
品を購入しました。夏祭りをはじめ、
多くのイベントで活用されています。
問合 �市民自治推進課地域自治担当

�下水道ふれあいまつり～施設見学、模擬
店、地元の太鼓・お囃

ば や

子
し

の演奏など
日時 �10月19日㈯10時～15時(スタンプラリー台紙の配

布は14時30分まで)
（6面へ続く）

10月29日㈫はコンビニ交付サービスの停止　システムメンテナンスのため、10月29日はコンビニ交付サービスを停止します。ご理解のほどお願いします。
� 【市民課戸籍住民担当】

2019年（令和元年）10月１日号7 No.1128


