
みなさんのご意見を
　お寄せください

　国内外の外国人に茅ヶ崎を知ってもらうため、ホームペー
ジで茅ヶ崎の自然や伝統、人々の活動、イベント、日常の小
さな出来事などを英語で発信しています。

　地場産業やボランタリー活動など、市内のさまざまな分野で活動してい
る方を取材しています。取材から記事作成、編集会議を経て、イギリス人
による添削後、ホームページで公開し、ありのままの茅ヶ崎の姿を発信し
ています。楽しく読めるように、市内の風景写
真も多数掲載しています。
　住み慣れたまちでも、自然や歴史について毎
回発見があります。また、インタビューを通じ
て多くの方の信念や生き方などを知ることがで
き、やりがいを感じます。自分の考えやまちの
ことを英語で発信し、人との出会いを楽しみた
い方、一緒に活動しませんか。

【ちがさき市民活動サポートセンター☎(88)7546】

活動日　�月2回　　
場　所　市内
問　合　�赤川章☎080(5084)2160、 a-akagawa@jcom.home.ne.jp

月2回行う編集会議

嶋田豊代表

Chigasaki Wave Club HP

第2期茅ヶ崎市子ども・子育て支援事業計画(素案)
　子どもや保護者の視点に立った子ども・子育て支援施策のさらなる充
実を図るため、「第2期茅ヶ崎市子ども・子育て支援事業計画」の策定作業
を進めています。このたび、計画の素案をとりまとめました。
期間　�12月16日㈪〜2020年1月15日㈬
公表　2020年3月(予定)
応募　�郵送(〒253-8686茅ヶ崎市役所保育課）、FAX(82)1435、資料配布場所、

市HPで
問合　保育課保育推進担当
令和2年度茅ヶ崎市食品衛生監視指導計画(素案)
　食品衛生法に基づく監視指導等を効率的かつ効果的に実施し、飲食に
起因する衛生上の危害の発生を防止し、食の安全・安心の確保を図るため、

「令和2年度茅ヶ崎市食品衛生監視指導計画(素案)」をとりまとめました。
期間　2020年1月10日㈮〜2月12日㈬
公表　2020年3月下旬(予定)
応募　�郵送(〒253-8660茅ヶ崎1-8-7茅ヶ崎市保健所衛生課）、FAX(82)0501、

資料配布場所、市HPで
問合　保健所衛生課食品衛生担当☎(38)3316

〈資料配布場所〉市役所担当課、市内公共施設、市
〈意見の取り扱い〉個別の回答や意見内容以外の個人情報の公表はいたしません

パブリックコメントを実施
（5面へ続く)

�
2020年1月13日(月･祝)高南一周駅伝競走大
会に伴う交通渋滞緩和にご協力を

　高南一周駅伝競走大会開催に伴い、当日8時から11
時頃まで柳島スポーツ公園周辺の渋滞が予想されま
す。交通渋滞の緩和と選手の安全確保のため、迂回な
どのご協力をお願いします。
問合 �スポーツ推進課推進担当☎(82)7136

冬期オープン教室〜500円で参加できる
運動教室

期間 �2020年1月15日㈬〜3月19日㈭
場所 �①茅ヶ崎公園野球場会議室②市体育館③総合体育館
対象 �15歳以上の方各20人〈当日先着。中学生不可〉
問合 �総合体育館☎(82)7175
場所 内容 日時(2020年)

① 貯筋ステーション 1月15日・29日、2月12日・26日、3月11
日いずれも水曜日14時〜15時

②
ヨガ&ストレッチ

1月17日・31日、2月7日・28日、3月13
日いずれも金曜日①9時30分〜10時30分
②10時50分〜11時50分

リズム運動&
体幹トレーニング

1月21日、2月4日・18日、3月3日いずれ
も火曜日19時30分〜20時30分

③

体幹トレーニング
(姿勢調整)

1月20日・27日、2月3日・17日、3月2日
いずれも月曜日①9時15分〜10時15分②
10時45分〜11時45分

ヨガ&ストレッチ 1月23日、2月6日・20日、3月5日・19日
いずれも木曜日19時〜20時

�
2020年1月26日㈰開催の湘南藤沢市民マ
ラソンに伴う交通規制

　当日8時から11時頃まで、国道134号浜須賀交差点〜片
瀬東浜交差点間の上下線が通行止めとなります。ご理解
とご協力をお願いします。
問合 �湘南藤沢市民マラソン実行委員会事務局�

☎0466(22)3535
無料ジュニアテニス教室(各全9回)
①小学生の部②幼児の部(3歳〜6歳)

日時 �2020年①1月27日〜3月23日の毎週月曜日16時〜17時
10分②1月28日〜3月24日の毎週火曜日15時40分〜
16時40分

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 �1月8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

�
湘南ベルマーレフットサルイベント
①スペシャルマッチ(自由観戦)②クリニック生募集

日時 �2020年2月1日㈯①14時〜16時頃②16時〜17時
場所 �総合体育館
対象 �②市内在住・在学の小学1〜3年生・小学4〜6年生

各30人〈申込制(先着)〉

申込 �12月21日㈯〜
問合 �総合体育館☎(82)7175

�
市屋内水泳競技大会

日時 �2020年2月16日㈰9時30分〜16時(予定)
場所 �屋内温水プール
対象 �市内在住・在勤・在学で小学生以上の方、茅ヶ崎

水泳協会登録者または市内スイミングスクール
(クラブ)会員の方〈申込制。小学生は保護者同伴
(保護者1人につき子ども6人まで)〉

申込 �1月18日㈯9時〜12時に申込書(総合体育館内ス
ポーツ推進課で配布中。市HPで取得も可)と参加
費を総合体育館会議室へ持参

ほか �費用1種目500円、リレー1エントリー1000円。大
会補助役員も募集中

問合 �茅ヶ崎水泳協会☎080(1290)5481山村

�
市総合体育大会〜フットサル競技一般①男子
(チャレンジの部・エンジョイの部)②女子

日時 �2020年2月22日㈯9時〜
場所 �総合体育館
対象 �市内在住・在勤・在学の①高校生以上②中学生以

上の方で、いずれも6人以上のチーム〈申込制〉
申込 �1月6日㈪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)と参加費を平日に持参
ほか �費用1チーム1500円。1月15日㈬19時〜総合体育館

会議室で代表者会議あり
問合 �スポーツ推進課推進担当☎(82)7136

�
ちがさきスポーツ・レクリエーション
フェスティバルショータイム出演団体募集

日時 �2020年3月8日㈰11時40分〜12時20分(1団体約10分)
場所 �総合体育館
内容 �ダンス、一輪車、エアロビクスなど
対象 �主に市内で活動する3団体〈申込制(選考)。種目は

問わない〉
申込 �1月17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
問合 �スポーツ推進課推進担当☎(82)7136

市民参加・市民活動
�
相州小出七福神を巡る
健康増進ウオーキング

日時 �2020年1月7日㈫9時30分〜
内容 �相州小出七福神を祭る各寺院巡り(約8km)�
ほか �県立茅ケ崎里山公園パークセンター前集合
問合 �小出地区まちぢから協議会(小出地区コミュニ

ティセンター内)☎(54)6525

�
地域の居場所づくり交流会4
講演・居場所事例紹介・参加者交流会

日時 �2020年1月18日㈯14時〜17時15分
場所 �ちがさき市民活動サポートセンター(サポセン)
講師 �西川正さん(ハンズオン埼玉常務理事)

定員 �35人〈申込制(先着)〉
申込 �12月16日㈪〜1月18日に☎で(住所・氏名・電話番号

を記入し、サポセン FAX(88)7546またはMails-center�
@pluto.plala.or.jpも可)

ほか �費用500円(資料代)。手話・要約筆記あり。託児6
か月〜3歳3人〈いずれも申込制。12月25日㈬まで〉

問合 �ちがさき市民活動サポートセンター☎(88)7546
NPO講座「市民活動団体の情報発信〜確実
に一歩踏み出す情報発信のコツ」

日時 �2020年1月29日㈬、2月12日㈬18時30分〜20時30分
場所 �ちがさき市民活動サポートセンター(サポセン)
講師 �市川ヤスヒロさん(株式会社ボンド代表取締役)
定員 �各回20人〈申込制(先着)〉
申込 �1月29日までに☎で(住所・氏名・電話番号を記

入し、サポセン FAX (88)7546またはMails-center@
pluto.plala.or.jpも可)

ほか �費用各回500円(資料代)。手話・要約筆記、託児6
か月〜3歳3人〈いずれも申込制。1月16日㈭まで〉

問合 �ちがさき市民活動サポートセンター☎(88)7546

まちづくり
�
特定生産緑地制度�個別相談会

日時 �2020年3月31日㈫までの平日10時・11時・13時・
14時・15時

場所 �市役所都市計画課
内容 �特定生産緑地制度に関する概要説明、所有してい

る生産緑地に関する個別相談(1時間程度)
対象 �生産緑地所有者〈申込制〉
申込 �事前に☎で
問合 �都市計画課計画担当

文化・歴史
�市民文化祭優秀者表彰

　市民文化祭は12月1日に終了し、次のとおり受賞者
が決まりました(敬称略)。
問合 �文化生涯学習課文化推進担当

市長賞 議長賞 教育長賞

短歌大会 濱岡�淑子 青木�君子 三上�よし子

俳句大会��� 伊藤�あつ子 吉住�夕香 長島�久江

吟詠コンクール 片山�雅樹 川口�純 鈴木�博一ほか

書道展 三輪�巌 松永�玉
ぎょくほう

鳳 東�春
しゅんか

霞

菊花展 江藤�俊介 小松原�郁夫 井上�力

盆栽展 穂苅�文郎 今井�重勝 掃
か も ん

部�勝時
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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

広報ちがさきをいつでもどこでも　広報ちがさきをスマホやタブレットで手軽に読むことができます。便利な機能も多数あります。「マチイロ」のアプリをダウンロードし、
「茅ヶ崎市」を登録してください。詳細は市 をご覧ください。


