
　乳がんと向き合ってきた経験を生かし、体験者同士の語り
合いの場や、がんになっても「ひとりじゃない」と感じられる
コミュニティー作りを目指しています。

　抗がん剤治療などの副作用による脱毛は、とても辛いものです。その辛さを
少しでも和らげることができたらと、肌に優しいガーゼ素材の帽子を作ってい
ます。帽子作りのワークショップでは、手を動かしながらおしゃべりを楽しみ、
時には治療の悩みを吐露し、情報交換もします。「治療中はガーゼ帽子に癒され
た」などの声をもらい、私たちも支えられていると感
じています。
　市内や近隣で開催されるマルシェで乳がんの触診
モデルを用いた啓発活動もしています（10月27日㈰の
「秋の里山公園まつり」に出展予定）。活動に興味のあ
る方は、お気軽にお問い合わせください。

【ちがさき市民活動サポートセンター☎(88)7546】

活動日　毎月第2水曜日11時〜16時
場　所　コミュニティカフェ「いのちの木」(横浜市都筑区)
問　合　�吉田久美☎090(4059)6863、FAX0466(53)7987、 yoshida@gaze-boushi.com

肌触りの良いガーゼ帽子

開高健没後30年共同企画展
「漂えども沈まず 開高健の生きかた」
　茅ヶ崎ゆかりの人物館と開高健記念館では、開高健の
没後30年の企画展を開催します。

【文化生涯学習課文化推進担当】
●開高家の人びと〜妻・牧羊子、娘・開高道子　茅ヶ崎ゆかりの人物館
　数々の名作を残した開高健。彼の作家としての側面は、多くの方が知
るところです。この企画展では、開高健の周りにいた人びとの証言から「人
間」、「家庭人」の側面を掘り下げて紹介します。
●絶筆『珠玉』の周辺　開高健記念館
　アクアマリン、ガーネット、ムーンストーン―3つの宝石を核として物
語が展開するトロワコント『珠玉』が文芸雑誌「文学界」に発表されたのは、
開高健が息を引き取る8日前のことです。絶筆『珠玉』が完成するまでの足
跡をたどりながら、ベトナム戦争、ワイン、そして宝石と、日本文学の
新境地を生涯をかけて拓

ひ ら

き続けた小説家の生きざまを浮き彫りにします。

期間　10月12日㈯〜2020年3月29日㈰の金〜日曜日、祝日
時間　10時〜18時（11月〜3月は17時まで。入館は30分前まで）
ほか　 観覧料各館200円(2館共通300円。高校生以下と18歳未満は無料）。�

即位礼正殿の儀が行われる10月22日(火･祝)は、観覧無料
問合　茅ヶ崎ゆかりの人物館☎(81)5015、開高健記念館☎(87)0567

吉田久美代表

申込 �10月15日㈫〜11月18日㈪�
ほか �費用1人500円(お土産・資料・保険代)。JR辻堂駅集合・

鶴が台団地バス停付近解散。詳細は市観光協会HP参照
問合 �茅ヶ崎市観光協会☎(84)0377

 
12月〜2020年9月は北マケドニアフェア
ワイン・食料品などの販売・提供ができる協力店募集

　協力店は、チラシや市HPなどに店舗名が記載されま
す。詳細は市HPをご覧ください。
申込 �11月1日㈮までに申込書(市 HPで取得可)を市役所

男女共同参画課FAX(57)8388へ
問合 �男女共同参画課多文化共生担当☎(57)1414

市民参加・市民活動
 
無作為に選ばれた市民が話し合う「市民
討議会」の傍聴

日時 �10月26日㈯10時〜17時(入退場自由)
場所 �高砂コミュニティセンター
内容 �これからにつなぐ「環境」を語ろう〜2030年の私た

ちにどのような「環境」を届けますか?
定員 �10人程度〈当日先着〉
問合 �「市民討議会」実行委員会(市民自治推進課内)

 
湘南看護朴

ほ お

の花祭 ステージ、バザー、
お茶席、模擬店、看護体験他

日時 �11月2日㈯10時〜15時
場所 �湘南看護専門学校(藤沢市大庭。駐車場なし)
問合 �湘南看護専門学校☎0466(86)5440

 
鶴嶺東コミセンふれあいまつり〜模擬店、演芸、
作品展示、体験コーナー、抽選会、お茶会他

日時 �11月2日㈯10時〜16時(開会式9時〜)
場所 �鶴嶺東コミュニティセンター
問合 �鶴嶺東コミュニティセンター☎(84)6711

 
小和田コミセンまつり〜模擬店、演芸、
子どもコーナー、展示、バザー他

日時 �11月4日㈪9時20分〜
場所 �小和田地区コミュニティセンター
問合 �小和田地区コミュニティセンター☎(52)9016

子どもコミセンまつりWithクリスマス
利用サークルのイベントなど

日時 �11月9日㈯10時〜15時
場所 �コミュニティセンター湘南
問合 �コミュニティセンター湘南☎(57)5655

南湖ふれあいまつり〜令和も笑顔でつながろ
う〜作品展示、演技、模擬店、子ども広場

日時 �11月10日㈰10時〜15時
場所 �南湖会館
問合 �南湖会館☎(58)6604

茅ヶ崎地区コミセンまつり〜ステージパフォーマン
ス、大抽選会、模擬店、フリーマーケット、お茶席他

日時 �11月17日㈰9時20分〜16時30分
場所 �茅ヶ崎地区コミュニティセンター
問合 �茅ヶ崎地区コミュニティセンター☎(88)7522�

 
市民の集い(市民集会)湘北地区〜自治会連合会が
主催し、市民と行政(市長・職員)との対話を図る

日時 �11月17日㈰13時30分〜
場所 �香川公民館
問合 �市民自治推進課地域自治担当

勤労市民会館まつり〜施設利用サークルの実演発表、
作品展示、体験教室、鉢花・野菜販売、バザーなど

日時 �11月23日(土･祝)・24日㈰10時〜17時(24日は16時まで)

場所 �勤労市民会館
問合 �勤労市民会館☎(88)1331

 
人権のつどい2019 inみうら
映画「ぼくたちの家族」(字幕入り)上映

日時 �11月30日㈯13時〜16時(開場12時30分)
場所 �三浦市民ホール(三浦市三浦)
定員 �350人〈申込制(先着)〉
申込 �10月15日㈫〜11月20日㈬に☎で(参加者全員の住所・氏名・

電話番号、FAX番号、託児の有無を記入し、FAX046(882)2836
またはMailshiminkyodo0302@city.miura.kanagawa.jpも可)

ほか �託児2歳〜未就学児5人〈申込制(先着)。11月11日
㈪まで〉。手話通訳あり

問合 �三浦市市民サービス課お客様センター☎046(882)1111

税金
 
市県民税第3期分の納期限は10月31日㈭

　金融機関、コンビニエンスストア(バーコード付き
の納付書に限る)、ペイジー(一部の金融機関のATMやイ
ンターネット・モバイルバンキング)および口座振替
による納付ができます。ペイジー収納に関する納付方
法の詳細は各金融機関にお問い合わせください。
問合 �収納課総務担当・納税担当

 
固定資産税・都市計画税の非課税・課
税標準の特例

　次の条件を満たす土地・家屋を所有する方は、非課
税・減額適用の手続きが必要です。○教育(学校や幼
稚園)、保育、老人福祉、障害福祉などの事業の用に
供する土地・家屋○事業者の法人格が、地方税法に定
められたものであること(学校法人、社会福祉法人、
宗教法人など)○事業者が政令や省令で定められた者
であること○(非課税に該当する場合)事業者に土地・
家屋を無償で貸し付けていること
問合 �資産税課家屋評価担当

産業・雇用
 
国の助成を受けられる退職金制度
パートタイマーや家族従業員も加入可

　中小企業退職金共済は国の退職金制度です。掛金への助
成や全額非課税を受けられ、社外積立なので管理も簡単です。
問合 �(独)勤労者退職金共済機構☎03(6907)1234

 
女性活躍推進法等の改正

　法改正により、一般事業主行動計画の策定義務が常
用雇用者101人以上の事業主に拡大されるほか、パワ
ハラ防止措置が事業主に義務付けられます。詳細は厚
生労働省HPをご覧ください。
問合 �神奈川労働局雇用環境・均等部指導課☎045(211)7380

 
コスモス畑を一般公開「2019年秋畑へおいで
よ!風に吹かれてコスモスにゆれて…♪♪」

期間 �10月19日㈯〜11月3日(日･祝)
場所 �県立茅ケ崎養護学校(萩園)西側のコスモス畑
内容 �観覧・摘み取り自由
問合 �農業水産課農業担当

 
働き方改革元年の働き方を考える
短期労働講座(全3回)

日時 �11月①1日㈮②7日㈭③13日㈬いずれも18時30分〜20時30分
場所 �市役所本庁舎会議室1
内容 �①職場のハラスメント②外国人労働者受け入れ拡大

による影響③高齢者の働き方と活躍できる環境整備
講師 �①③山本圭子さん(法政大学講師)②沼田雅之さん

(法政大学教授)
対象 �人事労務担当者、労働者各回50人〈申込制(先着)〉
申込 �開催日前日までに☎で(かながわ労働センターHPも可)
問合 �かながわ労働センター湘南支所☎0463(22)2711

エクセル応用テクニック習得講座(全2回)
関数、ピボットテーブル、グラフ作成など

日時 �11月9日㈯・10日㈰10時〜16時�
場所 �勤労市民会館
講師 �パソコンボランティア湘南
対象 �就労者または就活中の方20人〈申込制(先着)〉
申込 �10月15日㈫〜11月8日㈮のいずれも10時〜21時に

☎または窓口で(勤労市民会館HPも可)
ほか �費用2000円(テキスト代。PC貸し出し希望の方は

別途300円)
問合 �勤労市民会館☎(88)1331

就職支援講座〜キャリアの挫折を転機に変えよう
出産・育児・介護などで退職しないために

日時 �11月16日㈯10時30分〜12時30分
場所 �勤労市民会館
講師 �佐藤美礼さん(日本CC協会)
対象 �就労中・就活中・事業主の方20人〈申込制(先着)〉
申込 �11月1日㈮〜15日㈮のいずれも10時〜21時に☎ま

たは窓口で(勤労市民会館HPも可)
問合 �勤労市民会館☎(88)1331

クラウドソーシングセミナー①自分らしい在
宅ワークとは②ネットを使った業務改善

日時 �11月19日㈫①10時30分〜11時30分②13時30分〜15時
場所 �茅ヶ崎商工会議所(託児場所は勤労市民会館)
講師 �㈱クラウドワークス
対象 �①求職者(復職者)40人②企業(事業者)40社〈いずれ

も申込制(先着)〉
申込 �11月7日㈭までに☎または窓口で(茅ヶ崎商工会議所HPも可)�
ほか �①託児6か月〜未就学児8人〈申込制(先着)。11月7

日㈭までに市役所雇用労働課窓口または☎で〉
問合 �茅ヶ崎商工会議所☎(58)1111、雇用労働課(託児のみ)

 
ジャガイモの収穫体験農園を開園
土と親しみながら家族で収穫の喜びを

日時 �11月30日㈯、12月1日㈰(生育状況により変更あり)
場所 �萩園南土地改良区内
定員 �40組〈申込制(抽選)。1組1区画〉
申込 �10月25日㈮(消印有効)までにはがきに住所・氏名・

電話番号、希望日を記入し、〒253-0044新栄町
13-44JAさがみ茅ヶ崎地区運営委員会事務局へ郵送

ほか �費用1区画1000円(5kg程度)。抽選結果は当選者の
み11月中旬に郵送

問合 �JAさがみ茅ヶ崎地区運営委員会事務局☎(87)0114
多様な働き方を求める方への就職支援事業
｢○○に柔軟な企業説明会｣の参加企業

日時 �2020年3月4日㈬10時〜12時
場所 �男女共同参画推進センターいこりあ
対象 �企業10社程度〈申込制。応募多数時は調整〉
申込 �11月15日㈮までに申込書(市 HPで取得可)に必要事項

を記入し、Mailkoyouroudou@city.chigasaki.kanagawa.�
jpへ(FAX(57)8377も可)

問合 �雇用労働課雇用労働担当
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秋の里山公園まつり　 10月27日㈰10時〜14時に県立茅ケ崎里山公園で秋の里山公園まつりを行います。里山鍋やハロウィンかぼちゃの重さ当てクイズ、パンまつりなどの
イベントを開催します�(荒天中止。パンまつりは雨天中止)　【県立茅ケ崎里山公園☎(50)6058】


