
広告掲載のお申し込み・お問い合わせは秘書広報課へ
（4面へ続く)

ほか �現在の申込者も再度入所申し込みが必要。詳細は保育所
等のしおり(申込書配布場所で配布中)または市HP参照

問合 �保育課認定担当
救命救急講座
心肺蘇生・異物除去など(乳幼児対象)

日時 �10月29日㈫15時15分〜16時15分
場所 �香川駅前子育て支援センター
講師 �熊坂光

ひかる

(浜見平保育園保育士)
対象 �乳幼児の保護者10人〈申込制(先着)〉
申込 �10月17日㈭〜
問合 �香川駅前子育て支援センター☎(82)2210

ハロウィンパーティーで異文化体験
仮装をしてお菓子をもらおう

日時 �10月31日㈭13時〜17時
場所 �マミー・レインボーきっず@茅ヶ崎サザンSt.
対象 �市内在住の未就学児〜小学生と保護者
問合 �マミー・レインボーきっず@茅ヶ崎サザンSt.☎(40)5551石黒

 
私立幼稚園・認定こども園(幼稚園部分)
の園児募集

対象 �私立幼稚園・認定こども園(幼稚園部分)に2020年
4月から入園を希望される方

申込 �11月1日㈮〜願書(10月15日㈫〜31日㈭に各園で配布)
を各園へ持参。詳細は各園(市HP参照)へ問い合わせ

問合 �各私立幼稚園・各認定こども園

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)
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 11月2日㈯
離乳食講習会 4〜6か月児をもつ保護者(※1) 11月5日㈫・21日㈭
プレママ教室 初めて出産を迎える方 11月11日㈪　　
1歳児の食事
と歯の教室

2018年11月・12月生まれの
子どもとその保護者(※) 11月27日㈬

※��第1子優先。対象についての詳細は要問い合わせ

ちがさき宇宙教室〜秋の天体観測
天体観測と星のお話

日時 �11月3日(日･祝)17時〜
場所 �うみかぜテラス(体験学習センター)、茅ヶ崎公園野球場
講師 �廣瀬洋治さん(元県立青少年センター職員)
対象 �小学生以上の方100人〈申込制(抽選)。中学生以下

は保護者同伴〉
申込 �10月25日㈮までに住所・氏名・年齢・電話番号を記入し、

〒253-8686茅ヶ崎市役所青少年課へ郵送(市HPも可)
問合 �青少年課育成担当

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 �11月7日㈭10時〜11時30分
場所 �茅ヶ崎ショッピングセンター
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 �10月21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

のびのび子育て応援講座 パパもママもいっしょ
に遊ぼう〜バルーンなどを使った親子運動遊び

日時 �11月24日㈰10時30分〜12時

場所 �市役所分庁舎6階コミュニティホール
講師 �松浦剛さん(スポーツインストラクター)
対象 �2歳6か月以上の未就学児と保護者50組〈申込制(先着)〉
申込 �11月21日㈭までに☎で
ほか �託児6か月以上10人程度〈申込制(先着)〉
問合 �浜竹子育て支援センターのびのび☎(85)7900

マタニティクッキング
妊娠・授乳期の食事の注意点と調理実習

日時 �11月26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 �妊娠している女性12人〈申込制(先着)。初妊婦優先〉
申込 �11月25日㈪12時まで
ほか �費用300円(材料費)
問合 �保健所健康増進課こども健康・予防接種担当☎(38)3331

令和元年度幼児教育研修会
日時 �12月6日㈮14時30分〜16時30分
場所 �市役所本庁舎会議室3〜5
内容 �講演「幸せの土台となる非認知の心〜幼児期から児童期の心の発達〜」
講師 �遠

え ん ど う と し ひ こ

藤利彦さん(東京大学大学院教授)
対象 �市内在住・在勤の方120人〈申込制(先着)〉
申込 �11月1日㈮〜12月2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10人〈申込制(先着)。11月25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」(2歳・3歳以上のグループ)

日時 �①12月9日㈪10時〜12時②12月5日・19日、2020年1月
9日・23日、2月6日いずれも木曜日10時〜12時(全5回)

場所 �男女共同参画推進センターいこりあ
対象 �①2歳の子どもの保護者10人②3歳以上の子どもの

保護者8人〈いずれも申込制(先着)〉
申込 �①11月29日㈮まで②11月25日㈪までに☎で
ほか �託児6か月〜未就学児〈申込制〉。②は個別事前説明あり
問合 �こども育成相談課家庭児童相談室☎(82)1151

スポーツ
 
神奈川県女子フットサル大会(神奈川新
聞社杯)を観戦しよう

日時 �11月2日㈯・4日㈪いずれも10時30分〜(入退場自由)
場所 �総合体育館
内容 �県内女子1部リーグのチームと新鋭女子チームが対戦
問合 �神奈川県フットサル連盟事務局☎090(5771)3422(連盟窓口)

 
ユニバーサルスポーツフェスティバル
車いすでも参加できるスポーツ体験会

日時 �11月9日㈯10時〜15時(入退場自由)
場所 �総合体育館
内容 �ボッチャ、フライングディスク、ダーツなど
ほか �室内履き持参
問合 �総合体育館☎(82)7175

トレーニング室利用者講習会
①総合体育館②屋内温水プール

日時 �①11月10日㈰18時〜18時45分・18時45分〜19時30分、
11月25日㈪9時〜9時45分・9時45分〜10時30分②11月
17日㈰9時30分〜10時30分、11月28日㈭18時〜19時

対象 �15歳以上の方各回30人〈申込制(先着)。中学生不可〉
申込 �①10月24日㈭8時30分〜②10月30日㈬9時〜いずれ

も各施設窓口または☎で
問合 �①総合体育館☎(82)7175②屋内温水プール☎(84)1144

無料ジュニアテニス教室(各全7回)
①小学生の部②幼児の部(3〜6歳)

日時 �①12月2日〜2020年1月20日の毎週月曜日16時〜17
時10分(12月30日は除く)②12月3日〜2020年1月21日
の毎週火曜日15時40分〜16時40分(12月31日は除く)

場所 �湘南インドアテニスクラブ
定員 �各24人〈いずれも申込制(抽選)〉
申込 �11月13日㈬(消印有効)までに往復はがきに住所・氏名(ふ

りがな)・年齢(学年)・性別・電話番号、テニス歴を記入
し、〒253-0043元町14-1湘南インドアテニスクラブ内
「茅ヶ崎市テニス協会・ジュニアテニス教室」係へ郵送

問合 �茅ヶ崎市テニス協会☎(83)8888川又

健康
おとなの便秘〜便秘の最新治療

日時 �10月23日㈬14時〜15時30分
場所 �茅ヶ崎地区コミュニティセンター
講師 �村田依

よ り こ

子(市立病院消化器内科副科部長)
定員 �100人〈当日先着〉
問合 �市立病院医事課医事担当☎(52)1111

難病リハビリ教室〜体を動かすポイン
トを知り、自宅でできるリハビリ体操

日時 �11月1日㈮14時〜16時
場所 �保健所講堂
講師 �市立病院リハビリテーション科理学療法士
対象 �難病患者の方と家族20人〈申込制(先着)〉
申込 �10月29日㈫までに☎で
問合 �保健所保健予防課保健対策担当☎(38)3315

 
ちがさきレクリエーションまつり〜東京五輪
音頭−2020−をみんなで踊ろう

日時 �11月3日(日･祝)10時〜15時
場所 �総合体育館
内容 �体操、ペタンク、社交ダンスなど
ほか �室内履き持参。詳細は市HP参照
問合 �茅ヶ崎市レクリエーション協会☎(85)4061武井

 
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 �11月5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歳の女性で、いずれ

も体重50kg以上の方(65歳以上の方は60歳〜64歳
に献血をした経験がある方)

問合 �保健所地域保健課地域保健担当☎(38)3314

精神科医師によるこころの健康相談
日時 �11月6日㈬・7日㈭・13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 �開催日前日までに☎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〜骨粗しょう症を
予防しよう「骨によい食生活とは」他

日時 �11月9日㈯10時〜13時
場所 �ハマミーナまなびプラザ
講師 �岩井達さん(文教大学健康栄養学部教授)、文教大学学生
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中央公園旧管理棟の解体工事　　中央公園新管理棟の完成にともない、10月から2020年3月までの間、旧管理棟の解体工事を実施します。　【公園緑地課公園緑地担当】


