
　健康づくりや地域の仲間づくりのため、経験の有無を問わ
ず、シニアや女性がより安全にプレイできるスローピッチ(山
なりの投球)ソフトボールを楽しんでいます。

　チーム名のメイジャ・マクレにはハワイ語で「偉大なお年寄り」の意味が
あります。会員は66人で、対外試合用(年代別)と茅ヶ崎リーグ用に各4チー
ムを編成し、練習は週2回行っています。
昨年は、国内最大規模の大会「東日本リー
グ」において、3部門(60歳以上・68歳以上・
75歳以上)で優勝しました。
　また、ソフトボール以外に料理教室な
ど趣味のサークルもあり、仲間と楽しみ
を増やしています。体験入会と見学は常
時可能です。

【ちがさき市民活動サポートセンター☎(88)7546】

活動日　�毎週水・金曜日　　
場　所　茅ヶ崎公園野球場、円蔵スポーツ広場、堤スポーツ広場など
問　合　�杉原逞

としあき

彰☎090(9842)3292、FAX(33)4913

日本流にアレンジした下手投げの山なり
投球で安全に楽しむ

植
うえ

靖夫代表

申し込み フランス伝統菓子(マカロ
ン・ド・パリ)

　東京2020大会の開幕により、訪日外国人旅行者が増え、交流の機
会も多くなります。異文化を身近に感じてもらおうと、市内の洋菓
子店「ル・シャンティエ」の菓子職人・久米幸絵さんを講師に迎え、
フランス留学や地元で起業した経緯についての講話、簡単なフラン
ス語講座を開催します。人気のマカロンを味わいながら、外国の文
化を学んでみませんか。

【文化生涯学習課生涯学習担当、社会教育課社会教育担当】

日時　3月4日㈬10時〜12時
場所　うみかぜテラス（体験学習センター）
講師　�久米幸絵さん(マカロン＆焼き菓子店

「ル・シャンティエ」菓子職人)
定員　50人〈申込制(抽選)〉
申込　�1月15日㈬〜2月10日㈪に市HP �

または☎で市役所社会教育課へ
ほか　費用300円(お菓子、飲み物代)

人気マカロン店の菓子職人が語る
パリ文化と地元での起業

場所 �図書館
内容 �①基調講演②パネルディスカッション
講師 �①池谷のぞみさん(慶應義塾大学文学部教授)②田

村俊作さん(慶應義塾大学名誉教授)、福島幸宏さ
ん(東京大学大学院情報学環特任准教授)他

定員 �50人〈申込制(先着)〉
申込 �1月21日㈫〜
ほか �湘南ふじさわシニアネット共催
問合 �図書館☎(87)1001

生活
�農業や林業を営んでいる方々へ
2020年農林業センサスにご協力を

　農林業センサスは、日本の農林業の生産構造や就業
構造の実態を明らかにすることを目的に5年ごとに実
施する調査です。調査結果は、農林業施策の企画、立
案、推進のための基礎資料となります。
　1月〜2月にかけて農業や林業を営んでいる方々に調
査員証を携行した調査員が訪問し、調査を行いますの
で、ご協力をお願いします。
　なお、調査の内容は、統計の作成以外の目的に使用
することはありません。
問合 �行政総務課統計担当

�2月18日㈫・26日㈬はコンビニ交付
サービスが停止

　コンビニ交付サービスシステムのメンテナンスのた
め、18日の終日、26日の12時〜23時はサービスを停止
します。ご理解のほどお願いします。
問合 �市民課戸籍住民担当

�インターネットオークション(一般競争入札)
印刷機(リョービオフセット印刷機(3302CA))

期間 �2月19日㈬13時〜2月26日㈬13時
申込 �1月15日㈬13時〜2月4日㈫14時に官公庁オーク

ションHPで入札仮申し込みと入札保証金の手続き
をし、2月4日(必着)までに入札参加申込書(市HPで
取得可)、印鑑登録証明書を〒253-8686茅ヶ崎市
役所用地管財課へ郵送(用地管財課へ持参も可)

ほか �詳細は市HP参照
問合 �用地管財課管財担当

産業・雇用
�市内商店会に関するアンケートを実施

期間 �1月15日㈬〜2月16日㈰
内容 �商業活性化のための商店会に関するアンケートに

ご協力ください。詳細は市HP参照
対象 �市内で買い物をする方、市内の事業者の方
問合 �産業振興課商工業振興担当

�あったかふれあいデー
日時 �1月25日㈯8時〜10時(売り切れ次第終了)
場所 �茅ヶ崎公園野球場東側駐車場付近
内容 �茅ヶ崎海辺の朝市会による地場産野菜や花の販

売、市内飲食店による朝市会の野菜を使用したオ
リジナルメニューの販売

問合 �農業水産課農業担当

�風味豊かな味わいが自慢「生わかめまつり」
日時 �2月1日㈯9時〜売り切れ次第終了(雨天決行)

場所 �茅ヶ崎漁港荷さばき所
内容 �えぼし岩付近で養殖された「えぼしわかめ」の直売

やわかめのみそ汁試食
ほか �時

し け

化、生育不良の場合は2月8日㈯に延期
問合 �茅ヶ崎市漁業協同組合☎(82)3025

�保育のしごと
①就職支援セミナー②合同就職相談会

日時 �2月8日㈯12時30分〜15時30分
場所 �市民文化会館
対象 �保育園で働くことに興味のある方①30人〈申込制(先

着)。当日参加も可〉
申込 �2月7日㈮までに☎で(居住の市町村名・氏名・連

絡先を記入し、Mailhoiku_jinzai@knsyk.jpも可)
ほか �どちらかの参加も可。託児あり〈申込制(先着)。1月

27日㈪まで〉
問合 �かながわ保育士・保育所支援センター☎045(320)0505

働く人が今こそ知っておきたいこと
場所 �図書館
講師 �社労士たまごの会地域支援チーム
定員 �各10人〈申込制(先着)。希望回のみの受講も可〉
申込 �1月15日㈬〜
ほか �費用各回250円(資料代)
問合 �図書館☎(87)1001

日時 内容 講師

2月8日㈯
14時〜15時30分･
15時30分〜
16時30分

今知っておきたい同一労
働同一賃金について。年
次有給休暇とその他の労
働法上の休暇・休業

栗田隆之さ
ん、山下春
樹さん

2月29日㈯
14時〜15時･
15時〜16時･
16時〜16時30分

年金とライフプランにつ
いて。配偶者が万が一の
時に〜遺族年金を知る、
2019財政検証の見方〜年
金の今後

布施光敏さ
ん、清水佐
智子さん、
小野寺清さ
ん

3月7日㈯
14時〜15時30分･
15時30分〜
16時30分

確認!働き方改革これま
でとこれから。いまの働
き方に迷ったときの相談
窓口〜労働基準監督署を
中心に

秋庭淳一さ
ん、五明成
子さん

3月14日㈯
14時〜15時･
15時〜16時30分

病気やケガで働けなく
なったとき〜仕事と治療
の両立法、給与明細書か
ら知る働くときの決まり
ごと

村崎直人さ
ん、小川昌
子さん

�事業承継セミナー�事業承継のイロハ
日時 �2月14日㈮15時〜16時40分
場所 �市役所分庁舎A会議室
内容 �事業承継準備のための基礎知識を学ぶ
対象 �中小企業の経営者、事業承継に興味・関心のある

方30人〈申込制(先着)〉
申込 �2月7日㈮までに☎で(事業所名、参加者の住所・氏名・

電話番号、参加人数、個別相談希望の有無を記入し、
Mailsangyou@city.chigasaki.kanagawa.jpまたは
FAX(57)8377も可)

ほか �希望者はセミナー終了後(16時40分〜17時10分)に
個別相談あり。詳細は市HP参照

問合 �産業振興課商工業振興担当
就労に困難を抱える若者(15歳～39歳)と
保護者等向けセミナー①講演②個別相談会

日時 �2月19日㈬①13時30分〜15時(13時〜受け付け)�
②15時〜16時30分

場所 �勤労市民会館
内容 �①若者の気持ちに沿った自立支援と見守り、就業

事例紹介②個別相談
講師 �和田重宏さん(NPO法人子どもと生活文化協会

(CLCA)顧問)、県央地域若者サポートステーション
スタッフ

定員 �①30人②9組〈いずれも申込制(先着)〉
申込 �2月18日㈫までに☎で(氏名・電話番号・参加者

名、個別相談希望の有無を記入し、Mailinfo.atugi.�
saposute@gmail.comまたは FAX046(297)3068�
も可)

ほか �定員超過など参加不可の場合のみ連絡あり
問合 �県央地域若者サポートステーション☎046(297)3067

企業が求める事務職とは
求人で最も人気の高い事務職の業務内容

日時 �2月29日㈯9時30分〜12時30分
場所 �勤労市民会館
講師 �伊藤千珠代さん(キャリアコンサルタント)
対象 �就労者、求職中の方20人〈申込制(先着)〉
申込 �1月15日㈬〜2月28日㈮に☎または勤労市民会館HP

で
問合 �勤労市民会館☎(88)1331(10時〜21時)

道路
�道路占用料と復旧監督費等の料金を改定

　2020年4月1日から茅ヶ崎市道路占用料徴収条例と
茅ヶ崎市道路占用規則を改正し、それに伴い料金が改
定されます。主な改定項目等については、市HPまたは
市役所道路管理課へお問い合わせください。
問合 �道路管理課管理担当

消防
�貴重な文化財を後世へ引き継ぐために
1月26日㈰は文化財防火デー

　1949年1月26日に世界最古の木造建築として知られ
る法隆寺で火災が発生し、貴重な文化財が焼失しまし
た。昨年10月には沖縄県の首里城も火災で焼失してい
ます。文化財を末永く後世へ引き継ぐためにも、防火
を心がけましょう。
問合 �予防課査察指導担当

�危険物取扱者試験
日時 �3月15日㈰(時間は受験科目により異なる)
場所 �神奈川大学(横浜市神奈川区)
申込 �1月23日㈭〜2月3日㈪(消印有効)に申込書(市役所

予防課、消防署各出張所で配布中)を〒231-0015
横浜市中区尾上町5-80神奈川中小企業センタービ
ル7階一般財団法人消防試験研究センター神奈川
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