
　市内や近隣の高校生、大学生、社会人の団員が、お客さん
に感動してもらえる音楽を目指して練習しています。

　みなさんからの拍手や笑顔をやりがいに、市民文化会館で年2回の演奏会
や、「湘南吹奏楽の集い」で市内中学校・高校と合同演奏を行っています。今
後は福祉施設での演奏など、活動の場を広げ
ていきます。
　ブランクのある方でも安心して参加できる
ように、指揮者による指導や個人練習の機会
を設けています。お気軽にお問い合わせくだ
さい。2020年1月5日㈰13時30分〜市民文化会
館大ホールで、ニューイヤーコンサートを開
催します。

【ちがさき市民活動サポートセンター☎(88)7546】

活動日　�毎週土曜日17時〜21時または日曜日12時30分〜17時　�
※�演奏会前は毎週土・日曜日

場　所　青少年会館ホールまたは音楽室
問　合　�芳賀政伸☎050(5307)7938、 cws@outlook.jp

市民文化会館大ホールで6月に行われ
たコンサート

　外は赤い宝石、中は甘味の結晶。柿の品評
会に足を運んでみませんか。柿の販売も行い
ます。口の中いっぱいに甘さが広がる、旬の
柿をぜひお楽しみ下さい。

【農業水産課農業担当】

　障害者の就労を支援する「カフェさぶれ」が、12月26日㈭に閉店します。
2012年に「カフェサザンポ」（共恵1-10-29）2号店として高砂コミュニティセ
ンター内にオープンし、地域交流や憩いの
場として活用されました。長きにわたり、
ご利用ありがとうございました。
　カフェサザンポと市役所本庁舎市民ふれ
あいプラザ内「カフェドットコム」は引き続
き営業しますので、ぜひご利用ください。

　【障害福祉課障害者支援担当】

高砂コミセン内「カフェさぶれ」が閉店

品評会	 10時〜11時
●直売※� 9時30分〜(開催予定)
●即売※� 11時30分〜�
※�売り切れ次第終了

市果樹持寄品評会

柿の王者が決定

芳賀政伸団長

茅ヶ崎ウィンドシンフォニー HP

11月15日㈮日時

さがみ農協茅ヶ崎ビルロビー、入り口場所

ほか �費用500円(入園料などは別途)。JR東海道線大船駅
集合・JR横須賀線鎌倉駅解散。詳細は市HP参照　

問合 �茅ヶ崎万歩クラブ☎090(2497)8972石田
魅力実感!作って食べよう
北マケドニア共和国料理

日時 �12月17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
内容 �北マケドニア共和国の紹介と調理実習(ムサカ、

ショプスカサラダ、ヨーグルトチーズケーキ)�
講師 �石川真理香さん(北マケドニア共和国大使館大使秘書)
定員 �20人〈申込制(先着)〉�
申込 �11月15日㈮〜☎または市HPで
ほか �費用500円(食材費)
問合 �保健所健康増進課健康づくり担当☎(38)3331

東大のプログラムで健康チェック
楽しくフレイルチェックしませんか

日時 �12月17日㈫14時〜16時
場所 �鶴嶺東コミュニティセンター
対象 �市内在住のおおむね65歳以上の方30人〈申込制(先着)〉
申込 �11月15日㈮〜12月16日㈪に☎で
ほか �飲み物持参
問合 �高齢福祉介護課支援給付担当

アルコール教室〜医師による講話や
グループディスカッション

日時 �12月18日㈬14時30分〜16時
場所 �保健所
対象 �アルコール問題を抱えている方と家族〈申込制(先着)〉
申込 �12月17日㈫までに☎で
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
スマホを使ってまちに出よう
はじめてのスマートフォン体験

日時 �12月6日㈮10時〜12時
場所 �まちづくりスポット茅ヶ崎(浜見平11-1)
内容 �人生100歳時代のスマートフォン(スマホ)の活用

方法を講師デモ、実機の体験で学ぶ
対象 �スマホを持っていない50歳以上の方20人〈申込制(先着)〉
申込 �11月15日㈮〜☎で(氏名・電話番号、イベント参加の旨を

記入し、Mailkikaku@city.chigasaki.kanagawa.jpも可)
問合 �企画経営課長寿社会推進担当

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 �12月7日㈯10時〜15時45分
場所 �市役所本庁舎会議室2〜5
内容 �「ちがさき的!」健康づくりを考える〜これからの

生活を楽しむ、私たちのヒント
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)

かながわハートフルフェスタ2019inふじさわ〜日本
テレビアナウンサー鈴江奈々さんによる講演など

日時 �12月14日㈯13時〜16時
場所 �藤沢市民会館(藤沢市鵠沼東)
申込 �12月6日㈮(必着)までに住所・氏名・電話番号、行

事名、参加人数を記入し、 FAX045(210)8832または
Mailfm0216.s8c@pref.kanagawa.jpで(☎も可)�

ほか �手話通訳・託児2歳〜6歳6人〈いずれも申込制。12
月6日まで〉。要約筆記あり

問合 �県人権男女共同参画課☎045(210)3637

まちづくり
JR相模線の普及啓発や全線複線化の早期
実現を目指すキャッチフレーズの募集

申込 �12月15日㈰までに相模原市HPで
ほか �最優秀作品には賞状と副賞を贈呈。結果は2020年

7月頃発表予定
問合 �相模線複線化等促進期成同盟会事務局(相模原市

交通政策課内)☎042(769)8249

文化・歴史
土曜ミュージックサロン〜夜汽車でメンフィス、
ケンタッキーの我が家、テネシーワルツ他

日時 �11月23日(土･祝)13時45分〜14時45分
場所 �萩園いこいの里
ほか �J-プロジェクトバンド出演
問合 �萩園いこいの里☎(88)7513

市郷土芸能大会
祭囃

ば や し

子、祝い唄、作業唄など
日時 �11月24日㈰13時〜16時
場所 �市民文化会館
定員 �380人〈当日先着〉
問合 �社会教育課文化財保護担当

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、絵描き唄など

日時 �11月28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

まなびの市民講師自主企画講座
原色ドライフラワー作り(クリスマス用)

日時 �12月4日㈬10時〜11時30分
場所 �市民ギャラリー会議室A
講師 �関根マサヱさん(まなびの市民講師)
対象 �20歳以上の方20人〈申込制(先着)〉
申込 �11月15日㈮〜関根☎090(3044)2396へ(住所・氏名・電話

番号を記入し、Mailmasae.908.aaa@gmail.comも可)
ほか �費用1500円(材料費)�
問合 �文化生涯学習課生涯学習担当

茅ヶ崎のむかしをプレーバック〜デジ
タルライブラリーと民話劇がコラボ

日時 �12月5日㈭14時〜15時30分
場所 �茅ヶ崎太陽の郷(南湖7-12869)
定員 �20人〈申込制(先着)〉
申込 �12月4日㈬まで
問合 �図書館☎(87)1001

太平洋戦争開戦の日講座
「兵士たちの太平洋戦争」

日時 �12月7日㈯10時〜12時
場所 �男女共同参画推進センターいこりあ
講師 �栗田尚弥さん(市史編集員)
定員 �50人〈申込制(先着)〉
申込 �11月18日㈪〜
問合 �文化生涯学習課市史編さん担当

第34回平和学園クリスマスチャリティー
パイプオルガンコンサート

日時 �12月7日㈯13時30分〜15時30分
場所 �平和学園賀川村島記念講堂(富士見町5-2)
内容 �後藤香織さん(パイプオルガン)、野村和夏子さん

(バレエ監修)出演

定員 �600人〈当日先着〉
問合 �平和学園・アレセイア湘南校友会実行委員�

☎080(5015)7224近藤

産業・雇用
茅ヶ崎産花の直売会

日時 �11月23日(土･祝)10時〜16時(売り切れ次第終了)
場所 �イオン茅ヶ崎中央店1階正面入り口付近
問合 �農業水産課農業担当

非言語的コミュニケーションの専門家が教える
話が苦手でも相手の心を「ぎゅー」とつかむ方法

日時 �12月14日㈯9時30分〜12時30分
場所 �勤労市民会館
講師 �新木美代さん（非言語コミュニケーショントレーナー）
対象 �就労者、求職者の方20人〈申込制(先着)〉
申込 �11月15日㈮〜12月13日㈮(勤労市民会館HPも可)
問合 �勤労市民会館☎(88)1331（10時〜21時）

接客マナーとクレーム対応講座〜立ち居振る舞いの
ポイントやクレーム対処法をロールプレイで学習

日時 �12月21日㈯9時30分～12時30分
場所 �勤労市民会館
講師 �小林みのりさん(日本CC協会)
対象 �就労者、求職者の方20人〈申込制(先着)〉
申込 �11月15日㈮〜12月20日㈮(勤労市民会館HPも可)
問合 �勤労市民会館☎(88)1331(10時〜21時)

かなテクカレッジ(県立総合職業技術校)
2020年4月生Ⅰ期募集

内容 �精密加工エンジニア、機械CAD、電気、溶接・板金、
造園、住環境リノベーション、介護調理など

対象 �職業に必要な知識、技術・技能を習得して職業に就
こうという意思がある方(各種推薦枠、優先枠あり)

申込 �住所地を管轄するハローワークで事前手続後、11月
29日㈮〜12月9日㈪に各校へ持参または〒230-0034横
浜市鶴見区寛政町28-2かなテクカレッジ東部、〒257-
0045秦野市桜町2-1-3かなテクカレッジ西部へ郵送

ほか �選考日12月15日㈰。詳細は募集案内(11月下旬か
ら各校、ハローワークなどで配布)参照

問合 �県産業人材課☎045(210)5715

生活
敷地内の樹木やブロック塀など適正な
管理を

　道路や水路などに民地敷地内の樹木の枝などが繁茂
すると見通しが悪くなり、通行の妨げとなるため、随時
剪
せんてい

定してください。また、落ち葉などで側溝が詰まり冠
水の原因となる場合があるため、落ち葉清掃をお願いし
ます。民地敷地内の倒木やブロック倒壊があった場合は、
道路側へ倒れた場合でも所有者対応となります。
問合 �道路管理課管理担当

交通安全・防犯市民総ぐるみ運動推進
大会表彰者

　交通安全や防犯活動に努めた人、ポスター･標語コ
ンクールの優秀者が表彰を受けました(敬称略・順不同)。

〈交通安全功労者〉鵜
う

澤
ざ わ

祐明、川澄喜代、杉山辰生、髙
仲留美、前出郁子、満

まんしょう

生洯〈交通安全協力者〉岩崎澄美
雄、芹澤京子〈交通安全協力団体〉スマイルミュージッ
クちがさきフェスタ実行委員会〈防犯功労者〉石田雅、
関口尚良〈防犯功労団体〉神奈川県立茅ケ崎北陵高等学
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