
広告掲載のお申し込み・お問い合わせは秘書広報課へ

11/1（金）～11/10（日）  9日間

（３面へ続く)

環境・ごみ
浄化槽の適切な維持管理①保守点検(機器調整)
②法定点検(機能検査)③清掃(汚泥のくみ取り)

申込 �①(委託する場合は)浄化槽保守点検業者へ②県労
働衛生福祉協会☎045(333)8727へ③環境保全課へ

問合 �環境保全課環境保全担当
L
ル ー ク ス

UKE’S L
ロ ブ ス タ ー

OBSTER×ジェイコム湘南・神奈川×
茅ヶ崎市 BEACH CLEAN UP 2019

日時 �10月27日㈰9時〜10時30分(小雨決行・荒天中止)
場所 �サザンビーチちがさき(青色ののぼり旗が目印)
ほか �海岸清掃の参加者先着100人にロブスターロールまた

は記念品を贈呈。雨天時の開催有無は市HPまたは☎で
問合 �環境保全課環境保全担当

柳
や な ぎ や と

谷定例自然観察会 秋の公園まつり
クイズラリーをしながら谷戸散策

日時 �10月27日㈰11時〜12時・13時〜14時
場所 �県立茅ケ崎里山公園
ほか �歩きやすい靴着用。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
し み ず や と

水谷定例観察会(11月)
日時 ��11月3日(日･祝)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

野外自然史博物館自然観察会
柳
や な ぎ や と

谷で秋色に染まる動植物を観察
日時 �11月9日㈯9時30分〜12時30分
ほか �長袖・長ズボン・歩きやすい靴着用。県立茅ケ崎

里山公園パークセンター集合
問合 �野外自然史博物館事務局☎080(5698)6780富岡、

県立茅ケ崎里山公園☎(50)6058

福祉
脳血管疾患当事者と家族の会
交流会と復職に向けた経験談やアドバイス

日時 �10月20日㈰13時30分〜15時
場所 �ケアセンター茅ヶ崎元町　
対象 �おおむね65歳未満の脳血管疾患当事者と家族〈申込制〉
申込 �10月19日㈯までに☎で
問合 �地域包括支援センターゆず☎(84)5830

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、手遊びなど

日時 �10月24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

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

問合 �高齢福祉介護課支援給付担当
11月 時間 場所
1日㈮ 10時〜12時 小和田公民館
5日㈫ 10時〜12時 パルバル湘南スポーツクラブ※

6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

7日㈭ 10時〜12時 茅ヶ崎コミュニティセンター
10日㈰ 9時30分〜11時30分 汐見台パシフィックステージ※
12日㈫ 14時〜16時 ハマミーナ※
13日㈬ 10時〜12時 鶴嶺西コミュニティセンター

14日㈭
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

15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

17日㈰
10時〜12時 松林ケアセンター※
10時〜12時 茅ヶ崎たすけあいひろばぽかぽか※

19日㈫ 10時〜12時 萩園いこいの里

20日㈬
10時〜12時 小和田地区コミュニティセンター※
10時〜12時 浜須賀会館

21日㈭
10時〜12時 さがみ農協茅ヶ崎
14時〜16時 鶴が台団地※

22日㈮

10時〜12時 香川公民館
14時〜16時 香川公民館
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※

26日㈫ 10時〜12時 コミュニティセンター湘南
27日㈬ 14時〜16時 鶴嶺公民館
28日㈭ 10時〜12時 しおさい南湖

※印の会場は上履きを持参

更生保護女性会による
衣料品・日用品や新鮮な野菜などのバザー

日時 �11月8日㈮11時〜(屋外は10時30分〜)　
場所 �厳島神社(新栄町)
問合 �更生保護女性会☎(87)1254西澤

安心への思いをつなごう〜成年後見制度
と家族信託①講演会②成年後見相談会

日時 �11月9日㈯①13時30分〜15時45分②16時〜16時30分
場所 �市役所本庁舎会議室4・5
講師 �尾

お の う え

上美
よ し こ

子さん(司法書士)
定員 �①50人②3組〈いずれも申込制(先着)〉
申込 �11月6日㈬までに☎で(住所・氏名・電話番号、相

談会の希望の有無を記入し、FAX(85)6660も可)
問合 �成年後見支援センター☎(85)6660(月・水・金曜日い

ずれも10時〜17時)

介護予防講演会 らくらくスロージョギング教室
日時 �11月12日㈫14時30分〜16時30分
場所 �総合体育館(晴天時は中央公園へ移動)
講師 �讃

さ ぬ い

井里佳子さん(日本スロージョギング協会アド
バイザー)

対象 �市内在住でおおむね65歳以上の方30人〈申込制(先着)〉
申込 �10月15日㈫〜11月8日㈮に☎で
ほか �飲み物、タオル、筆記用具持参
問合 �高齢福祉介護課支援給付担当

こころを聴き、心に寄り添う傾聴講座
日常生活やボランティア活動に活かそう

日時 �11月19日・26日、12月10日・17日いずれも火曜日
9時30分〜11時30分(全4回)

場所 �男女共同参画推進センターいこりあ他
講師 �鈴木しげさん・木内薫さん(シニアライフセラピー研究

所)、早川仁美さん(地域のお茶の間研究所さろんどて)
対象 �傾聴を学び、実践したい方30人〈申込制(先着)〉
申込 �11月9日㈯までに☎で(住所・氏名・電話番号を記入し、

FAX(52)8361またはMailsaitosanchi822@yahoo.co.jpも可)
ほか �費用3000円(受講費)
問合 �地域のお茶の間研究所さろんどて☎080(6529)2707大森

介護予防講演会「いつまでも笑顔で歩け
る喜びを〜足のお話・靴の選び方など」

日時 �12月4日㈬10時〜12時
場所 �市役所本庁舎会議室4･5
講師 �大

だ い じ

慈めぐみさん(看護師・医療フットケア指導士)、
久田奈奈さん(フットケアセラピスト)

対象 �市内在住でおおむね65歳以上の方60人〈申込制(先着)〉
申込 �10月15日㈫〜12月2日㈪に☎で
ほか �タオル・飲み物・筆記用具持参
問合 �高齢福祉介護課支援給付担当

子育て・教育
 
就学援助制度 学費の一部を援助

　市では、市立小・中学校に通う子どもがいる経済的
にお困りの世帯に、学用品などの費用の一部を援助し
ています。希望する方はご相談ください。
問合 �学務課学事担当、各小・中学校

 
0歳〜3歳児クラスの児童の保護者へ
認可外保育施設利用料(4月〜9月分)を助成

　認可保育所等の入所待機中に、認可外保育施設を
利用した3歳児クラスまでの児童の保護者に、利用料
(4月〜9月分)の助成を行っています。助成額は認可外
保育施設の利用料と認可保育所等に入園した場合の保
育料の差額に応じて決定します(月額最大2万5000円ま
で)。対象条件は市HPをご確認ください。
申込 �11月29日㈮(消印有効)までに申請書など(市役所保

育課で配布中。市HPで取得も可)を市役所保育課へ
持参(〒253-8686茅ヶ崎市役所保育課へ郵送も可)�

問合 �保育課認定担当

 
12月、2020年1月、2月(1次)、3月(1次)、4月(1次)
受付の認可保育所等入所申し込みを開始

期間 �10月11日㈮〜11月8日㈮
申込 �申込書(市役所保育課、各市民窓口センターなどで

配布中。市HPで取得も可)を市役所保育課へ持参

10月15日㈫〜21日㈪は違反建築防止週間　　期間中は、重点的に市内を巡回します。ご協力をお願いします。　【建築指導課指導担当】
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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




