
　近年、災害が多様化する中で、地域防災の中核を担う消防団の活躍が期待されています。消防団員はそれぞれ
職業を持つ傍ら、災害が発生した場合は、自宅や職場から現場に駆け付けて対応します。
　市消防団は消防団本部と茅ヶ崎、鶴嶺、松林、小出の4地区に分かれ、22の分団で組織されています。平時は
災害に備えて資器材や装備の定期点検を行うほか、各分団ごとに防火広報や夜間巡回、放水訓練などをしています。

　消防団員に興味はあるが申込方法が分からない、平日の昼間は連絡できない、直接
電話するのはちょっと気が引ける—。そのような方が、より簡単にいつでも入団の申
し込みができるように、市ホームページで申請が可能となりました。
　警防救命課の事務担当者は「これまでは消防団員の紹介などで入る人が多く、興味
があっても入団方法が分からなかったり、入りづらいと思ったりする方もいたかもし
れません。定員割れしている分団もあるので、間口を広げることで新たな人材を確保
できれば」と期待を寄せます。
　活動内容などの詳細は市ホームページに掲載しています。また、申請後に事務担
当者や分団長が丁寧に説明します。

・年齢が18歳以上であること
・市内在住・在勤・在学であること
・心身ともに健康であること

入団条件

申請から入団までの流れ

①�市ホームページの「消防団の紹介・募集案内�
(入団電子申請)」へアクセス

▼
②�氏名や住所、職業など入団に必要な項目を入力してデータ�
を送信

▼
③�事務担当者から電話で消防団の活動内容や年間行事などの�
説明を受ける

▼
④�地区を担当している分団長(リーダー)から説明を受ける

▼
⑤�入団届を提出して入団完了

消防団の紹介・募集
案内(入団電子申請)�

声消防団員の

消防団活動で地域に貢献
第7分団(西久保地区)入団6年目　鈴木貴央さん(25)

　消防団員だった父が、出動命令があると昼夜
を問わず災害現場に駆け付ける姿を見て、「自分
も消防団に入って地域に貢献したい」と思うよう
になりました。地元で自営業をしており、跡を
継ぐタイミングで西久保の消防団員の方から誘
われて入団しました。
　消防団員のやりがいは、火災や災害時に人の役に立てること。また、消防車で
巡回中に地域の方が感謝の声を掛けてくれたときは消防団員をしていてよかった
なと思います。団員同士も仲が良く、消防団活動を通して良い人間関係を築くこ
とができ、地域との結びつきをより強く感じています。

助ける知識を身に付けたい
第22分団(ファイヤーレディース)入団2年目　佐々木絵里子さん(40)

　入団したきっかけは、大規模災害のニュースをテレビで数
多く見たことです。大規模災害が起きた場合、市内で多数の
119番の要請があり、救急車や消防車の到着に時間がかかるこ
とがあります。そのときにただ待つだけではなく、家族や近
隣の方々を守り助ける知識や技術を身に付けたいと思い、入
団しました。自治会の方に移動式ホース格納箱の使用方法な
どを指導した際、私たちの話を聞いて「防災意識が高くなった」と言ってくれると、
自分たちの気持ちが伝わったんだなとやりがいを感じます。
　ファイヤーレディースは、女性だけの分団です。私たちと一緒に活動してくれ
る女性団員を募集しています。

消防団員を募集
電子申請でいつでも入団可能に

消防車の取り扱い訓練

女性も大歓迎ぞよ!

地域防災の中核を担う

入団電子申請スタート

　市消防団は団員を随時募集しています。市ホームページから電子申請が
可能になり、より簡単にいつでも入団の申し込みができるようになりました。
「災害時に少しでも役に立ちたい」、「地域に貢献したい」、「消防業務に興味があ
る」という方は、ぜひ消防団へ入団して一緒に茅ヶ崎のまちを守りましょう。

【警防救命課整備担当】

１月15日号2020年
（令和 2年）

お知らせ号



広告掲載のお申し込み・お問い合わせは秘書広報課へ
（３面へ続く)

環境
�柳
やなぎや と

谷定例自然観察会
冬の鳥を見よう

日時 �1月26日㈰10時〜12時
場所 �県立茅ケ崎里山公園
ほか �長袖・長ズボン・歩きやすい靴着用。双眼鏡があれ

ば持参。県立茅ケ崎里山公園パークセンター集合
問合 �柳谷の自然に学ぶ会☎(88)5586白田、県立茅ケ崎

里山公園☎(50)6058
�あまみずプロジェクト
川の水源と雨水の流れを見てみよう

日時 �2月7日㈮11時〜16時　　
場所 �市役所分庁舎E会議室　
内容 �雨水の循環について講義で学び、マイクロバスで

大和市の川の水源などを巡る
対象 �市内在住・在勤・在学の方15人〈申込制(先着)〉
申込 �1月15日㈬〜24日㈮に☎で
ほか �参加決定者には通知を郵送。講義(11時〜12時)の

みの参加も可
問合 �下水道河川建設課水環境担当

�野外自然史博物館自然観察会
冬鳥と動植物の冬越し

日時 �2月9日㈰9時30分〜12時30分
場所 �柳

やなぎやと

谷
内容 �林や池で見られる冬鳥、冬越し中の植物、昆虫な

どを観察
ほか �長袖・長ズボン・歩きやすい靴着用。双眼鏡があれ

ば持参。県立茅ケ崎里山公園パークセンター集合
問合 �茅ヶ崎野外自然史博物館事務局☎080(5698)6780

富岡、県立茅ケ崎里山公園☎(50)6058

子育て・教育
お腹も心も満たす魔法の食べ物
基本のだしでみそ汁作り

日時 �2月5日㈬10時〜12時30分
場所 �ハマミーナまなびプラザ
内容 �日本食の基本「だし」を学び、みそ汁とおにぎりを

作って子どもたちと味わう
講師 �加藤イセ子さん(まなびの市民講師)
対象 �0歳〜未就学児の親子16人〈申込制(先着)〉
申込 �1月17日㈮〜件名に「ツムグちがさき2/5」、本文に
「参加者の住所・氏名(ふりがな)・子どもの生年
月日・電話番号」を記入し、Mailmom4chigasaki@
gmail.comへ

ほか �費用1家族800円(食材費)。アレルギーのある方は
参加不可

問合 �文化生涯学習課生涯学習担当
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 �2月6日㈭10時〜11時30分

場所 �茅ヶ崎ショッピングセンター1階(新栄町2-30-101)
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)。子ども同伴可〉
申込 �1月21日㈫〜☎で
ほか �費用200円(材料費)。託児なし�
問合 �社会教育課社会教育担当

初めてママ・パパになる方へ
夫婦でマタニティクッキング

日時 �2月8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 �妊娠期の食事と調理実習、簡単な離乳食の紹介
講師 �管理栄養士、茅ヶ崎市食生活改善推進団体
対象 �初妊婦と夫12組〈申込制(先着)〉
申込 �2月6日㈭まで
ほか �費用1組700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

�走れ!赤ちゃん!
幼児の15～20mの競走(ハイハイも可)

日時 �3月8日㈰9時30分〜11時20分
場所 �総合体育館
対象 �1歳〜1歳6か月未満、1歳6か月〜2歳未満、2歳〜2

歳6か月未満、2歳6か月〜3歳未満の子ども各60人
〈申込制(先着)。子ども1人につき要同伴者2人〉

申込 �2月1日㈯〜21日㈮に市HPで(住所・子どもの氏名
(ふりがな)・年齢(2020年3月31日現在)・電話番号・
生年月日・性別、同伴者氏名(2人)を記入し、
〒253-8686茅ヶ崎市役所スポーツ推進課へ郵送(消
印有効)またはFAX(82)7120も可)

問合 �スポーツ推進課推進担当☎(82)7136
�4月(2次)の認可保育所等入所申し込み
毎月の申込締切日と異なるため注意

申込 �2月10日㈪までに申込書（市役所保育課、各市民窓
口センターなどで配布中。市HPで取得も可）を市
役所保育課へ持参

ほか �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

�うみかぜテラス使用料を4月から徴収
　4月1日㈬利用分から、うみかぜテラスの施設利用時
と多目的室ABの付属設備(移動観覧席・照明設備・映
写設備)利用時に使用料が発生します。詳細は市HPを
ご覧ください。
問合 �うみかぜテラス(体験学習センター)☎(85)0942

�子どもを預かる・預けたい会員募集
ファミリー・サポート・センター

内容 �アドバイザーが会員間を仲介、保育園などへ送迎
や預かりなど子育て支援活動を有償で行う

対象 �〈支援会員(子どもを預かる方）〉市内在住で保育に
理解と熱意があり、安全な保育環境を持つ方。研

修の受講が必要�
〈依頼会員(子どもを預けたい方)〉市内在住・在勤・
在学で原則生後3か月〜小学6年生の保護者�
〈両方会員(支援と依頼の両方を希望する方)〉支援・
依頼会員両方の条件を満たす方

申込 �随時
ほか �支援会員研修会2月3日㈪〜5日㈬いずれも9時10分〜

12時10分(予定)に男女共同参画推進センターいこり
あで開催〈申込制(先着)。託児あり各回10人〉

問合 �ファミリー・サポート・センター☎(87)8070

スポーツ
体力づくり教室～ストレッチ体操、
ウオーキング、ジョギングなど

日時 �3月4日・11日・18日・25日いずれも水曜日13時〜
15時(全4回)

場所 �総合体育館
対象 �市内在住・在勤で40歳以上の方40人〈申込制(先着)〉
申込 �1月29日㈬〜総合体育館窓口で
ほか �費用1000円(全4回分。申込時に支払い)
問合 �総合体育館☎(82)7175

�湘南ミックスソフトテニス大会
日時 �3月5日㈭9時〜(予備日3月12日㈭9時〜)
場所 �茅ヶ崎公園庭球場
対象 �市内在住・在勤または湘南地区クラブ所属の35歳

以上の女性と60歳以上の男性のペア32組〈申込制
(先着)。1人での申し込みも可〉

申込 �2月20日㈭(必着)までにはがきに住所・氏名・年齢・
電話番号を記入し、〒253-0017松林1-7-1川邊伸一
へ郵送(FAX(51)6357も可)

ほか �費用1人1500円(当日支払い)
問合 �茅ヶ崎ソフトテニス協会☎(51)6357川邊

�茅ヶ崎太極拳大会
日時 �3月29日㈰9時〜16時
場所 �総合体育館
対象 �市内在住・在勤・在学で、個人または4人以上の

団体〈申込制〉
申込 �1月31日㈮までに☎で
ほか �費用個人・団体いずれも1人1500円(茅ヶ崎太極拳

協会加盟団体以外は要問い合わせ)�
問合 �茅ヶ崎太極拳協会☎(86)9648深井

福祉
�「いきいき脳の健康教室」のサポーター

人数 �3人
内容 �65歳以上の方を対象とした「読み・書き・計算」な

どの脳のトレーニング運営補助
申込 �1月16日㈭〜2月7日㈮に応募書(1月16日〜市役所

2020年（令和2年）1月15日号2 No.1135

◆ 　　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

こころのバリアフリー市民部会 誰もが安心して過ごせるまちづくりのために市民のみなさまに「ありがとう」を伝えていきます。【都市政策課交通計画担当】



広告掲載のお申し込み・お問い合わせは秘書広報課へ

2/1（土）～2/11（火･祝）  11日間

人生100歳時代を楽しもう! 健康応援フェアin湘南茅ヶ崎

　骨密度、血管年齢、脳年齢の測定のほか、介護予防エクササイズやコ
グニサイズなどの体験もできるイベントです。人生100歳時代といわれ
る今、健康づくりの第一歩にぜひ会場へお越しください。

【保健所健康増進課健康づくり担当☎(38)3331】
2月1日㈯・2日㈰いずれも11時〜16時
イオンスタイル湘南茅ヶ崎店2階アトリウム
イオンリテール株式会社☎045(438)3313

日時
場所
問合

高齢福祉介護課、市内公共施設で配布。市HPで取
得も可)を持参

ほか �詳細は市HP参照
問合 �高齢福祉介護課生きがい創出担当

転倒予防教室～ストレッチ、簡単な筋力
運動、介護予防の話、ちがさき体操など

対象 �市内在住で65歳以上の方
ほか �費用1回200円。運動しやすい服・靴着用。飲み物

持参。病気の方は主治医へ相談。申し込み不要
問合 �高齢福祉介護課支援給付担当

2月 時間 場所

4日㈫ 10時〜12時 パルバル湘南スポーツクラブ※

5日㈬
10時〜12時 うみかぜテラス(体験学習センター)※

14時〜16時 青少年会館

6日㈭ 10時〜12時 茅ヶ崎地区コミュニティセンター

7日㈮ 10時〜12時 小和田公民館

9日㈰ 9時30分〜11時30分 汐見台パシフィックステージ※

12日㈬ 10時〜12時 鶴嶺西コミュニティセンター

13日㈭

10時〜12時 さがみ農協茅ヶ崎ビル

14時〜16時
松浪コミュニティセンター

ダンロップスポーツクラブ茅ヶ崎店※

16日㈰ 10時〜12時
茅ヶ崎たすけあいひろばぽかぽか※

松林ケアセンター※

18日㈫
10時〜12時

萩園いこいの里

コミュニティセンター湘南

14時〜16時 ハマミーナまなびプラザ体育館※

19日㈬ 10時〜12時
浜須賀会館

小和田地区コミュニティセンター※

20日㈭ 14時〜16時 鶴が台団地集会所※

21日㈮
10時〜12時 小出地区コミュニティセンター※

14時〜16時 高砂コミュニティセンター

26日㈬ 14時〜16時 鶴嶺公民館

27日㈭ 10時〜12時 しおさい南湖

28日㈮

10時〜12時
香川公民館

14時〜16時

10時〜12時 鶴嶺東コミュニティセンター

14時〜16時 海岸地区コミュニティセンター※

※印の会場は上履きを持参

認知症サポーター�ステップアップ講座
日時 �2月①6日㈭13時30分〜16時②10日㈪9時30分〜12時

③13日㈭10時〜12時30分(全3回)
場所 �市役所分庁舎①E会議室②D会議室③茅ヶ崎ショッ

ピングセンター(新栄町2-30-101)
内容 �認知症やその対応についての講義、演習、認知症

カフェ(オレンジカフェ)開催準備など
講師 �大木教久さん(大木医院院長)
対象 �認知症サポーターで、認知症カフェに関心がある

方25人〈申込制(先着)〉
申込 �1月6日㈪〜2月3日㈪に☎で
問合 �高齢福祉介護課支援給付担当

翔の会�地域セミナー
地域でひきこもりを考える

日時 �2月8日㈯13時〜15時45分(開場12時〜)
場所 �ラスカ茅ヶ崎6階ホール
講師 �林恭子さん(ひきこもりUX会議代表理事)
定員 �150人〈申込制(先着)。当日参加も可〉
申込 �2月7日㈮17時までに住所・氏名・連絡先、団体名

を記入し、翔の会地域セミナー実行委員会FAX(54)�
5498へ

ほか �手話通訳、要約筆記あり
問合 �社会福祉法人翔の会☎(54)5424(平日9時〜18時)

健康
成人糖尿病教室
「糖尿病と付き合う方法」応用編

日時 �1月21日㈫14時〜16時
場所 �市立病院
講師 �佐藤忍(市立病院代謝内分泌内科医師)他
定員 �50人〈当日先着〉
問合 �市立病院病院総務課総務担当☎(52)1111

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 対象
(いずれも申込制) 日程(2月)

ママサポ教室 初めて父親になる方とその妻 1日㈯･3日㈪

プレママ教室 初めて出産を迎える方 10日㈪　

離乳食講習会 4〜6か月児をもつ保護者※ 13日㈭･27日㈭

1歳児の食事と
歯の教室

2019年2月・3月生まれの子
どもと保護者※ 26日㈬

※��第1子優先。対象の詳細は要問い合わせ

�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 �2月3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(65歳以上

の方は男女とも60歳〜64歳に献血をした経験があ
る方)で、いずれも体重50kg以上の方

問合 �保健所地域保健課地域保健担当☎(38)3314
おとなの健康相談会～保健師や管理栄
養士による個別の健康相談

日時 �2月4日㈫13時30分〜15時30分(受け付け15時まで)
場所 �保健所
対象 �20歳以上の方
問合 �保健所健康増進課健康づくり担当☎(38)3331

�医師によるもの忘れ相談
日時 �2月4日㈫14時〜17時
場所 �保健所
定員 �3人〈申込制(先着)〉
申込 �2月3日㈪までに☎で
問合 �保健所保健予防課保健対策担当☎(38)3315

�精神科医師によるこころの健康相談
日時 �2月5日㈬・28日㈮いずれも14時〜17時
場所 �保健所　
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

�茅ヶ崎医師会健康スポーツ医部会講演会
運動と食事でできる健康管理

日時 �2月8日㈯15時〜16時
場所 �茅ヶ崎医師会館(茅ヶ崎3-4-23)
講師 �高橋千恵美さん(シドニーオリンピック陸上女子�

1万m日本代表)
定員 �100人〈当日先着〉
問合 �茅ヶ崎医師会☎(87)2731

栄養教室�常備菜作りとバランスL
ラ ン チ

UNCHで体感
毎日の健康を作る食生活のポイント

日時 �2月15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
対象 �20歳〜74歳の方20人〈申込制(先着)。働いている方・

男性優先〉
申込 �2月13日㈭までに☎または市HPで
ほか �費用400円(材料費)。調理実習あり
問合 �保健所健康増進課健康づくり担当☎(38)3331

�茅ヶ崎万歩クラブ
梅の香り漂う曽我の里(約10Km)

日時 �2月16日㈰9時〜
ほか �費用500円(入館料などは別途)。JR鴨宮駅集合・

国府津駅解散。詳細は市HP参照
問合 �茅ヶ崎万歩クラブ☎090(2497)8972石田

ちがさき健康づくり講座～健康って何?
楽しみと生きがいのある茅ヶ崎づくり

日時 �2月18日㈫9時30分〜11時30分
場所 �保健所
内容 �ヘルスプロモーションの考えに基づく健康なまち

づくりを考える
講師 �島内憲夫さん(順天堂大学国際教養学部特任教授)
定員 �30人〈申込制(先着)〉
申込 �1月15日㈬〜☎または市HPで
問合 �保健所健康増進課健康づくり担当☎(38)3331

�アルコール教室
グループディスカッション

日時 �2月19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本人または家族〈申

込制〉
申込 �2月18日㈫までに☎で
問合 �保健所保健予防課保健対策担当☎(38)3315

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 �3月4日㈬14時〜16時
場所 �市役所分庁舎D・E会議室
対象 �市内在住でおおむね65歳以上の過去にフレイル

チェックを受けたことがある方30人〈申込制(先着)〉
申込 �1月15日㈬〜2月26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
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ありがとう！“ヘルプマーク”を付けている私から・・・　見た目は普通の会社員ですが、妊娠初期で通勤しています。とても疲れやすいため優先席に座るよ
うにしています。先日、かばんにつけているヘルプマークを見て、サッと席を譲ってくれた方がいました。本当に助かりました。こころのバリアフリー



地域福祉活動の
次期計画策定に向けた 意見交換会
　2015年度から一体的に策定している「地域福祉計画」と「地域福祉活動計
画」に「成年後見制度に関する利用促進基本計画」を加え、地域福祉活動に
関する次期計画を策定します。
　地域福祉とは、その地域の住民や福祉関係者などが協力して福祉の問題
に取り組んでいこうという考えのことです。共に支え合える地域づくりを
目指し、地域福祉活動をより良いものにするため、意見交換会を開催しま
す。地域福祉活動経験などの参加条件はありませんので、お気軽にご参加
いただき、「地域で暮らしていて思うこと」を聞かせてください。

【福祉政策課福祉政策担当】

より分かりやすい計画となるように三つの計画を一つにまとめます
地域福祉計画
地域全体で支えあう仕組みづくりを
目指し、さまざまな地域福祉の推進
を行うために市が策定する計画

成年後見制度利用促進基本計画
成年後見制度の普及・啓発のために市が策定する計画

定員　�各回10人〈申込制(先着)〉
申込　�開催日前日までに☎で(氏名・電話番号を記入し、FAX(82)5157または�

Mailfukushiseisaku@city.chigasaki.kanagawa.jpも可)

地域福祉活動計画
地域の支えあいの具体的な活動方針
を示すために社会福祉協議会が策定
する計画

開催地区 日　時 場　所
茅ヶ崎 3月14日㈯14時〜15時30分 茅ヶ崎地区コミュニティセンター
茅ヶ崎南 1月25日㈯13時30分〜16時 高砂コミュニティセンター
海岸 3月5日㈭10時〜12時(予定) うみかぜテラス(体験学習センター)
南湖 2月22日㈯13時30分〜15時30分 南湖会館
鶴嶺東 3月7日㈯10時〜12時 鶴嶺東コミュニティセンター
鶴嶺西 3月26日㈭13時30分〜15時30分 鶴嶺西コミュニティセンター
湘南 2月22日㈯9時45分〜11時45分 コミュニティセンター湘南
松林 2月19日㈬19時〜21時 松林公民館
湘北 2月9日㈰19時15分〜20時45分 香川公民館
小和田 3月7日㈯10時〜12時 小和田地区コミュニティセンター
松浪 2月8日㈯13時〜16時 松浪コミュニティセンター
浜須賀 2月14日㈮13時30分〜15時30分 浜須賀会館
小出 3月3日㈫13時30分〜15時 小出地区コミュニティセンター

意見交換会 日時が予定の地区は市役所福祉政策課へお問い合わせください。

（5面へ続く)

まちづくり
�公の施設の指定管理者を指定

　以下のとおり施設の管理を行う、指定管理者を決定
しました。
問合 �①安全対策課安全対策担当②雇用労働課雇用労働

担当③④文化生涯学習課文化推進担当⑤スポーツ
推進課管理担当⑥保育課管理整備担当

施　設　名 指定管理者名 指定期間

①駐車場�
(第1駐車場〜
第4駐車場)

タイムズ24株式会社連合体
4月〜2024年3月
(第1駐車場のみ
4月〜2021年3月)

②勤労市民会館 アクティオ株式会社 4月〜2024年3月

③美術館 公益財団法人茅ヶ崎市文化・
スポーツ振興財団 4月〜2024年3月

④松
しょうらいあん
籟庵

(茶室・書院)
公益財団法人茅ヶ崎市文化・
スポーツ振興財団 4月〜2024年3月

⑤屋内温水プール 株式会社東京アスレティッククラブ 4月〜2024年3月

⑥中海岸保育園 社会福祉法人西久保福祉会 4月〜2028年3月

�台風で被災した住宅の補修費用の一部
を県が支援

　台風第15号・第19号で被災した住宅に対し、県は屋
根補修等の耐震性の向上等に資する補修に要する費用
の一部を支援します。申請は3月10日㈫までに市で発
行する罹災証明書や施工業者が作成した見積書などを
市役所建築指導課へお持ちください。
　今回の募集は、2月29日㈯までに補修工事が完了す
るものが対象で、災害救助法に基づく応急修理制度を
利用した方は対象外です。
補助条件▷対象住宅:半壊・一部損壊の被害を受けた
住宅(既に応急修理制度を利用した住宅は対象外)▷対
象者:被災した住宅の所有者であり、自らの資力では
補修ができない方等▷対象工事:被災した屋根の補修
工事、または被災した外壁等の耐震性の向上等に資
する補修工事(完了済みの工事も対象となる場合あり)
補助額1戸あたりの限度額は30万円以内かつ工事費の
20%以内
問合 �建築指導課建築安全担当

市民参加・市民活動
�春の市民まつり(4月19日㈰)の参加者募集

内容 �①模擬店②フリーマーケット③ステージ④ボラン

ティア
対象 �市内に所在地がある市民活動団体など①50団体③

20団体②市内在住・在勤・在学の個人45区画④小
学生以上の方20人程度〈いずれも申込制〉

申込 �①〜③1月27日㈪10時〜17時、1月28日㈫〜31日㈮
いずれも8時30分〜17時に申込書(1月10日㈮〜市役
所市民自治推進課で配布。市HPで取得も可)を市民
自治推進課へ持参(同時に整理券配布)④1月27日〜
31日に申込書を市民自治推進課へ持参

ほか �①〜③募集数を越えた場合は、後日公開抽選を実
施。詳細は募集要項(1月10日〜市民自治推進課で
配布。市HPで取得も可)参照

問合 �春の市民まつり実行委員会(市民自治推進課地域
自治担当内)
�市教育基本計画審議会委員
市の教育について一緒に考えませんか

人数 �2人
対象 �市内在住・在勤・在学の方(他の審議会などの公

募委員を除く)
内容 �市の教育に関する基本計画に基づく施策の進行管

理または推進に関する事項の調査審議
任期 �5月から2年間
会議 �年4回程度
報酬 �日額1万円
申込 �1月17日㈮〜2月17日㈪(必着)に応募用紙(市役所

教育政策課・市政情報コーナー、小出支所などで
配布中。市HPで取得も可)を持参(〒253-8686茅ヶ
崎市役所教育政策課へ郵送、Mailkyouikuseisaku@
city.chigasaki.kanagawa.jp、FAX(58)4265も可)

問合 �教育政策課教育政策担当

文化・歴史
�日本文学朗読会�小泉八雲�作「青柳ものがた
り」、谷崎潤一郎�作「魚の李太白」

日時 �1月22日㈬11時〜
場所 �ハスキーズギャラリー(新栄町1-1)
講師 �里村由美さん、椿野枝さん(いずれも朗読ユニッ

ト「六花」)
ほか �費用500円(うち200円を市民活動げんき基金に寄付)
問合 �ハスキーズギャラリー☎(88)1811

�ギャラリートーク
①展示物で探る開高健②開高健という作家

日時 �①1月24日㈮10時30分〜・11時30分〜・13時30分〜・
14時30分〜②1月26日㈰14時〜

場所 �茅ヶ崎ゆかりの人物館
内容 �①展示物の由来などから家庭人・開高健を探る�

②開高健の人柄を探る
講師 �①平山孝通さん(学芸員)②永山義高さん(開高健

記念会)
定員 �各回10人〈申込制(先着)〉
申込 �1月15日㈬〜

ほか �費用200円(入館料)
問合 �文化生涯学習課文化推進担当

�Presented�by�吹奏楽団アンサンブルADA
音歌祭B

ブ ラ ス ア ン ド コ ー ラ ス

rass&Chorusの誘惑
日時 �1月26日㈰14時〜(開場13時30分〜)
場所 �市民文化会館
内容 �楽団40人と合唱団90人と茅ヶ崎出身のアクアマリ

ンさんによるコラボレーション演奏
定員 �1000人程度〈当日先着〉
ほか �親子室あり。アンサンブルADA、Lily合唱団、ア

クアマリン出演
問合 �コンサート事務局☎070(5590)4792倉知

�ゆかりの映画監督作品上映「東京物語」
日時 �2月9日㈰10時30分〜
場所 �茅ヶ崎ゆかりの人物館
内容 �茅ヶ崎ゆかりの映画監督・小津安二郎さんが世界

的に高い評価を受けた作品の上映
定員 �20人〈申込制(先着)〉
申込 �1月15日㈬〜
問合 �文化生涯学習課文化推進担当

�萩園いこいの里シネマランド「だんらん
にっぽん�愛知・南医療生協の奇跡」

日時 �2月9日㈰13時30分〜15時30分
場所 �萩園いこいの里
問合 �萩園いこいの里☎(88)7513

�和の文化倶楽部～和菓子作り教室
日時 �2月16日㈰13時〜16時
場所 �松

しょうらいあん

籟庵(茶室・書院)
内容 �地元菓子職人と練り切りを作る(和室の畳に座っ

ての受講)
講師 �野田保孝さん(湘南茶房�吉ふじ)
対象 �市内在住・在勤・在学で小学生以上の方24人〈申込制(先

着)。1回の申し込みは2人まで。小学生は保護者同伴〉
申込 �2月4日㈫10時〜☎で
ほか �費用1000円(材料費)
問合 �松籟庵☎(87)5258

�音楽演奏会「舞踏�音律�変幻自在の誘惑」
日時 �2月27日㈭19時〜20時40分
場所 �市民文化会館
内容 �海外で活躍する市内出身の中丸まどかさん、ワウ

ター・ドゥコーニンクさんのバロック音楽演奏会
定員 �350人〈申込制(先着)〉
ほか �費用4000円(大学生以下2000円)。未就学児は保護

者の膝上鑑賞も可
問合 �湘南ベルギーの旋風協会☎(86)9854

郷土資料デジタルライブラリーシンポジウム
「これからのデジタルアーカイブを考える」

日時 �3月1日㈰14時〜16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。



　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

（6面へ続く)
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　2018年12月から実施している旧本庁舎跡地整備工事について、下図の
青色部分の整備が完了しました。1月20日㈪から通行が可能になり、本庁
舎東側出入口が開通します。また、2019年3月から通行止めとなっていた
ふれあい橋も同日から通行が可能です。

【施設再編整備課行政拠点施設整備担当、用地管財課管財担当】

　若年性認知症の基礎知識を学び、地域で必要な支援や私たちが身
近にできるサポートを考えます。認知症サポーター養成講座ステッ
プアップ研修を修了した方、若年性認知症の支援に関心のある方、
認知症支援に関わる保健福祉医療従事者の参加をお待ちしています。

【保健所保健予防課保健対策担当☎(38)3315】

　市は中学生以上の方を対象に、心肺蘇生法やAEDの使用方法などを習得
する救命講習会を開催しています。大切な命を救うため、知識と技術を
身につけませんか。受講者には修了証を発行します。

【消防指導課消防指導担当☎(85)4594】
普通救命講習会(救急法)
日時　①2月16日㈰②2月22日㈯③3月1日㈰いずれも9時〜12時
場所　①南湖公民館②消防署北棟③香川公民館
内容　心肺蘇生法、AEDの使用方法他
対象　市内在住・在勤・在学で中学生以上の方各回25人〈申込制(先着)〉
申込　�①1月15日㈬〜2月7日㈮に南湖公民館☎(86)4355へ②1月15日㈬〜2月14日

㈮に☎で消防指導課へ③1月28日㈫〜2月21日㈮に香川公民館☎(54)1681へ

上級救命講習会(救急法)
日時　3月8日㈰9時〜18時
場所　消防署北棟
内容　心肺蘇生法、AEDの使用方法、包帯法他
対象　市内在住・在勤・在学で中学生以上の方25人〈申込制(先着)〉
申込　1月27日㈪〜2月21日㈮に☎で消防指導課へ

　無農薬栽培の稲わらと大豆で納豆を作りませんか。納豆を仕込みながら、
私たちの体や菌とのつながりなど、身近な発酵について学びます。伝統発
酵調味料の試食などもあります。

【文化生涯学習課生涯学習担当】

日時　2月28日㈮14時〜16時30分
場所　保健所講堂
内容　�専門医や若年性認知症支援コーディネーターによる講義、当事者家

族の話、グループワークなど
定員　30人〈申込制(先着)〉
申込　�2月25日㈫までに申込書(保健所保健予防課、市役所市政情報コー

ナーなどで配布中。市HPで取得も可)をFAX(82)0501または☎で

日時　2月25日㈫10時30分〜12時
場所　ハマミーナまなびプラザ調理室
講師　西嶋希美枝さん(薬剤師)
定員　15人〈申込制(先着)〉
申込　1月16日㈭〜
ほか　費用1000円(材料費、資料・試食代込み)

　中海岸保育園では、病気の回復期にある子どもを一時的に預かる病後児
保育を行っています。
　冬季は子どもが体調を崩しやすい時期です。「病気が治りたてで集団保
育は困難だけど、保護者が仕事を休めない」などの場合にご利用ください。
看護師と保育士が専用スペースで保育します。

【保育課管理整備担当】
対象　　　�市内認可保育所等に在園または�

市内在住の満6か月〜小学3年生
時間　　　�月〜金曜日いずれも8時〜18時�

(お迎えは17時45分まで）�
※�祝日、年末年始は休園

ほか　　　�費用1人1日2000円�
※��利用時間帯により昼食・おやつ
代は別途負担

利用方法　�①病後児保育専用ダイヤルで、事前登録の予約をする�
②中海岸保育園で利用説明を受け、登録の手続きをする�
③利用する場合は電話で予約。希望日の2日前から予約可能�
④かかりつけ医を受診し、「医師連絡票」を記入してもらう�
⑤利用当日、必要書類を持参し子どもを預ける

問合　　　中海岸保育園病後児保育専用ダイヤル☎(55)9526※�全体整備は6月末に完了予定

本庁舎東側出入口、ふれあい橋が開通

若年性認知症サポーター養成講座
地域の私たちだからできるサポートを考えよう

広げよう救命の輪 救命講習会を開催 手前納豆を作ろう 発酵と私たちの体・菌の世界の話

病後児保育利用のご案内

東側出入口

工事中エリア

工事中エリア
跡地利用スペース

車椅子
駐車場

中海岸保育園内にある専用スペース

2年ごとの受講を
お勧めします

県支部試験係へ郵送(1月20日㈪〜31日㈮に消防試
験研究センターHPも可)

ほか �費用甲種6600円、乙種4600円、丙種3700円
問合 �予防課危険物担当、消防試験研究センター神奈川

県支部☎045(633)5051

採用
�市役所の職員

職種 �現業用務職(①清掃業務員②学校給食調理員③施
設給食調理員(休業代替任期付))④保育士(休業代
替任期付)

人数 �若干名
採用 �①②4月1日㈬③④職員の休業の取得状況による
申込 �1月17日㈮までにe-kanagawa電子申請で
ほか �1次試験2月1日㈯。対象など詳細は試験案内(市役

所職員課・市政情報コーナーなどで配布中。市HP

で取得も可)参照
問合 �職員課人財育成担当

寄付(敬称略)
〈市へ〉 ▽湘南ヤクルト販売株式会社=7万7511円 ▽株式会
社伊藤園=2万3168円 ▽株式会社ジャパンビバレッジホー
ルディングス=3万9575円 ▽ちがらじ=1万3500円 ▽一般社
団法人神奈川県サッカー協会=フットサルゴール ▽松浦
和子・松島恵利子=書籍 ▽安西洋一=2020カレンダー
〈市民活動げんき基金へ〉(2019年10月1日〜11月30日)

▽ 有限会社ハスキー企画=計11回総額3万7800円 ▽ 特
定非営利活動法人NPOサポートちがさき=計2回2万5894
円 ▽ 湘南ヤクルト販売株式会社=2万3253円 ▽ ダイ
ドードリンコ株式会社=1万7919円 ▽茅ヶ崎マルシェ
(KIZUNA)=1万2200円 ▽歌声サロン「チーパッパ」=5360円

▽BRANCH茅ヶ崎=3750円

パブリックコメント
みなさんのご意見をお寄せください
〈資料配布場所〉市役所担当課、市内公共施設、市 HP
〈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
茅ヶ崎市屋外広告物条例の一部改正の考え方(素案)
　良好な景観の形成、風致の維持、危害の防止を目的
として、2011年度に「茅ヶ崎市屋外広告物条例」を施行
しました。施行後8年が経過し、近年の屋外広告物の
実態に合わせた規制内容とするため、条例の一部を改
正することとし、その考え方をとりまとめました。
期間 �1月22日㈬〜2月21日㈮
公表 �3月上旬(予定)
応募 �郵送(〒253-8686茅ヶ崎市役所景観みどり課)、FAX

(57)8377、資料配布場所、市HPで
問合 �景観みどり課景観担当
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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

広報紙へのご意見・ご感想を　広報ちがさきをより良いものにしていくため、みなさんからのご意見・ご感想をお聞かせください。市 内「広報ちがさき」の「広報ちがさきア
ンケートフォーム」からお寄せください。



松林公民館
〒253-0018　室田1-3-2　☎(52)1314　 (52)1315

子育てホッと広場〜読み聞
かせ、手遊び、体操など

日時 �1月22日㈬10時〜11時30分
対象 �乳幼児と保護者

子 ど も の 広 場
日時 �1月25日㈯10時〜11時30分
対象 �幼児〜小

タッチコミュニケーション〜スキンシッ
プの大切さをタッチセラピストに学ぶ

日時 �2月4日㈫10時〜12時
認知症家族介護教室〜介護の
悩みを相談してみませんか

日時 �2月5日㈬13時30分〜15時30分
定員 �10人〈申込制(先着)〉　
申込 �2月4日㈫まで

￥ 美
お い

味しいみそづくり
日時 �2月19日㈬9時30分〜13時
定員 �15人〈申込制(抽選)〉
申込 �1月28日㈫〜2月7日㈮
ほか �託児6か月〜未就学児7人〈申込制(先着)〉

￥ぴよぴよアトリエ〜親子造形教室
お か し や さ ん ご っ こ あ そ び

日時 �2月12日㈬10時30分〜12時
対象 �1歳〜未就園児と保護者10組〈申込制

(抽選)〉
夫婦で学ぶイクメン教室〜ベビー
ダンス体験と消しゴムはんこ作り

日時 �2月16日㈰10時〜12時
対象 �生後3か月(首のすわった乳児)〜2歳の

子どもの夫婦10組20人〈申込制(先着)〉
￥ママのLet’sチャレンジ(全2回)
かぎ針で作るカラフルミニバッグ

日時 �2月21日㈮・28日㈮いずれも10時〜12時
対象 �子育て中の母親10人〈申込制(抽選)〉
ほか �託児6か月〜未就学児10人〈申込制(先着)〉

鶴嶺公民館
〒253-0071　萩園2028-55　☎(87)1103　 (87)1103

子育ての広場 カルガモ
日時 �1月23日㈭12時〜16時
内容 �乳幼児と家族の憩いの場�

14時〜おばんばやしと遊ぼう
ニ ュ ー イ ヤ ー コ ン サ ー ト
地域で音楽活動する方々の演奏会

日時 �1月25日㈯・26日㈰いずれも13時〜�
￥ 親子でみそ作り講座

日時 �2月1日㈯10時〜12時
対象 �5歳〜小の親子9組〈申込制(先着)〉
申込 �1月18日㈯〜

スマホ(アンドロイド端末)入門教室
日時 �2月19日㈬14時〜16時
内容 �基本操作・インターネットやアプリの

使い方、災害対策アプリの紹介など
対象 �65歳以上でスマホの購入を検討中の

方20人〈申込制(先着)〉
申込 �1月29日㈬〜
ほか �機器は貸し出し。持ち込み不可

￥シニアのためのミニ講座 遊々クラブ
2月の手仕事 寒仕込み 手作りみそ

日時 �2月8日㈯10時〜12時
定員 �12人〈申込制(先着)〉

茅ヶ崎市の歴史講座「鶴嶺のおこり」
懐 島 と 鶴 嶺 八 幡 宮

日時 �2月13日㈭10時〜12時
定員 �30人〈申込制(先着)〉

自然観察「小出川を歩き
ながら動植物を探そう!」

日時 �2月22日㈯9時30分〜11時30分(雨天時
は鶴嶺公民館で生きものの講話)

定員 �15人〈申込制(先着)〉

南湖公民館
〒253-0061　南湖6-15-1　☎(86)4355　 (86)4355

ひだまり(子育てサポート)
日時 �1月24日㈮、2月14日㈮いずれも10時〜

14時

内容 �フリースペース、昼食可(持参)
対象 �未就園児と保護者

絵 本 と お 話 の 時 間
日時 �2月8日㈯11時〜11時40分

卓 球 開 放
日時 �2月8日㈯13時〜16時

第35回 南湖公民館まつり
日時 �3月7日㈯10時〜17時、3月8日㈰10時〜

16時
内容 �サークル活動発表・展示、コンサー

ト、模擬店、南湖汁の配布など

ス ロ ー ス ト レ ッ チ 教 室
日時 �2月20日・27日、3月5日いずれも木曜

日13時30分〜15時
講師 �岡村美佳さん(茅ヶ崎総合型スポー

ツクラブYOU悠)
定員 20人〈申込制(先着)〉

子 ど も の 広 場
じ ゃ が い も を 植 え よ う

日時 �2月22日㈯10時〜11時
対象 �小または4月から小1年生になる子ど

も20人〈申込制(先着)〉

小和田公民館
〒253-0023　美住町6-20　☎(85)8755　 (85)8788

おもしろいっぱい遊び空間
日時 �1月25日㈯10時〜12時(受け付け9時55分)
内容 �ミニスーパーボール作り、中学生と

卓球など
ほか �当日会場で参加受け付けあり

卓 球 開 放
日時 �2月5日㈬・19日㈬いずれも14時〜17時

ちびっこ広場〜おなか元気教室、みんな
で歌おう、子育てサークルコーナーなど

日時 �2月12日㈬10時〜11時30分
対象 �乳幼児と保護者

幻の相模湾上陸作戦(コ
ロネット作戦)と茅ヶ崎

日時 �2月15日㈯14時〜16時
講師 �鴨志田聡さん
定員 �30人〈申込制(先着)〉
申込 �1月15日㈬〜
ほか �託児未就学児4人〈申込制(先着)〉

￥ ト ル コ 製 の モ ザ イ
ク ガ ラ ス で ラ ン プ 作 り

日時 �2月20日㈭13時30分〜15時
講師 �CHIGASAKIらんぷ亭
定員 �16人〈申込制(先着)〉
申込 �1月16日㈭〜2月13日㈭
ほか �託児1歳〜未就学児4人〈申込制(先着)〉

元 気 ア ッ プ 体 操 教 室
①3B体操②アステム湘南

日時 �①2月21日㈮②3月20日(金･祝)いずれも
10時〜11時30分

定員 �各20人〈当日先着〉
小和田シネマランド「おくりびと」

日時 �2月22日㈯14時〜16時(開場13時30分)
定員 �50人〈当日先着〉

香川公民館
〒253-0082　香川1-11-1　☎(54)1681　 (54)1681

健 康 寿 命 を の ば そ う
「運動と趣味のすすめ」

日時 �1月29日㈬15時〜17時
講師 �薄宏さん(茅ヶ崎徳洲会病院健康管

理センター)
定員 �20人〈申込制(先着)〉
申込 �1月28日㈫まで�

かがわキッズデー〜鬼のお面
作り、フォトスポット作りなど

日時 �2月1日㈯10時〜15時
￥ お や こ 料 理 教 室
洋風おひなさま料理作り

日時 �2月15日㈯10時〜13時
講師 �母親クラブわかば会
対象 �小の親子8組16人〈申込制(先着)〉
申込 �1月16日㈭〜

￥ヒーリング体験「点描曼
ま ん だ ら

荼羅に挑戦」
オ リ ジ ナ ル 曼 荼 羅 作 り

日時 �2月16日㈰10時〜12時

講師 �和香絢子さん(点描曼荼羅アーティ
スト)

対象 �高以上の方18人〈申込制(先着)〉
申込 �1月19日㈰〜

￥ ふ わ ふ わ モ コ モ コ 
布 ぞ う り 作 り(全2回)

日時 �2月22日㈯・29日㈯いずれも9時30分〜
12時30分

対象 �中以上の方17人〈申込制(先着)〉
申込 �1月18日㈯〜

かがわ健康ウォーク「鎌倉 謎の切
通を探す」〜知られざる道を歩く

日時 �2月27日㈭10時〜14時
対象 �9km以上歩ける方15人〈申込制(先着)〉
申込 �1月30日㈭〜
ほか �JR大船駅南口集合・鎌倉駅解散。山

道あり

プ ロ グ ラ ミ ン グ 講 座
日時 �2月8日㈯①10時〜12時②13時〜15時
対象 �①小の親子10組②スクラッチの基本

的な操作を習得している小の親子10
組〈いずれも申込制(先着)〉

ほか �香川公民館HPで申し込みも可
大 人 が 楽 し む お 話 会

日時 �2月9日㈰14時〜15時30分
講師 �ストーリーテリングサークル
対象 �小4年生以上の方20人〈申込制(先着)〉

スマホのキャッシュレス決済講座
日時 �2月28日㈮10時〜12時
対象 �高以上の方10人〈申込制(先着)〉

キ ッ ズ バ ス ケ
日時 �2月29日㈯10時〜11時30分
対象 �4歳〜6歳の親子20組〈申込制(先着)〉
ほか �香川公民館HPで申し込みも可

うみかぜテラス（体験学習センター）
〒253-0055　中海岸3-3-9　☎(85)0942　 (85)0959

開 館 1 周 年 記 念 講 演 会
「宇宙エレベーターは夢物語じゃない!」

日時 �2月9日㈰13時30分〜15時30分
講師 �青木義男さん(日本大学理工学部教授)
対象 �小3年生以上の方200人〈申込制(先着)〉
申込 �1月16日㈭〜

￥親子でえぼしわかめの収穫体験
食 と 学 び の 教 室

日時 �2月23日(日･祝)8時30分〜13時30分(22日
㈯が荒天時は中止)

対象 �小の親子36人〈申込制(先着)〉
申込 �1月16日㈭〜2月9日㈰

星 の 観 察 会 
「冬の星空を観察しよう!」

日時 �2月29日㈯18時〜19時30分(荒天時3月
1日㈰)

対象 �小以上の方40人〈申込制(先着)。小・
中は保護者同伴〉

申込 �1月22日㈬〜

青少年会館
〒253-0045　十間坂3-5-37　☎(86)9961　 (86)9962

レッツダンスVol.2〜生バンドを
バックにダンスを踊ろう(全3回)

日時 �2月22日㈯・29日㈯いずれも10時〜�
11時、3月1日㈰10時〜12時30分

講師 �S
ス ー

ueさん(パフォーマー)他
対象 �小・中30人〈申込制(先着)〉

￥ ね ん ど d eミ ニ チ ュ ア
フ ー ド「 パ ン ケ ー キ 」

日時 �2月29日㈯13時30分〜16時
対象 �小以上の方15人〈申込制(先着)。小2年

生以下は保護者同伴〉
星の観察会「月と金星と
オ リ オ ン 大 星 雲 」

日時 �3月7日㈯18時〜19時30分(雨天時3月
8日㈰)

対象 �小・中と保護者30人〈申込制(先着)。
小は保護者同伴〉
￥ こ け 玉 教 室

日時 �3月14日㈯13時30分〜15時

対象 �小〜30歳の方20人〈申込制(先着)。�
小3年生以下は保護者同伴〉
￥ 春 期 集 中 美 術 講 座

日時 �3月26日㈭〜28日㈯いずれも9時〜17時
(全3回。うち昼休み1時間)

対象 �小5年生〜高10人〈申込制(先着)〉
春休みフラ教室(全2回)

日時 �3月26日㈭・27日㈮いずれも13時〜14時
対象 �小1年生〜30歳と保護者40人〈申込制

(先着)〉
ほか �パウスカートの無料貸し出しあり

￥ 手 彫 り ア ー ト
ビ ー チ サ ン ダ ル 教 室

日時 �3月28日㈯10時〜12時
対象 �小4年生〜30歳の方24人〈申込制(先着)〉

図書館
〒253-0053　東海岸北1-4-55　☎(87)1001　 (85)8275

紙芝居講習会〜楽しんで紙
芝居を演じてみよう(全2回)

日時 �1月30日㈭9時30分〜11時30分、2月6
日㈭9時30分〜12時30分

講師 �紙芝居けいちゃんと仲間たち
定員 �15人〈申込制(先着)〉
申込 �1月15日㈬〜

映画会①一般向け②子ども向け
日時 �2月8日㈯①9時30分〜②14時〜
内容 �①「駅馬車」(字幕入り)②「忍たま乱太郎

の宇宙大冒険」
おはなし会①小さい子向け
②赤ちゃん向け③ 小 向け

日時 �①2月12日㈬･26日㈬いずれも15時〜
②2月19日㈬10時30分〜(受け付け10
時〜)③2月1日･8日･22日いずれも土
曜日15時〜
茅 ヶ 崎 の 民 話 上 演

「旭が丘の由来」、「清明井戸」
日時 �2月15日㈯14時〜

文 学 講 座「 源 氏 物 語 」
空
う っ せ み

蟬 の 巻 を 読 む
日時 �①2月26日㈬②3月4日㈬いずれも13時

30分〜15時30分(全2回)
場所 �①南湖公民館②図書館
内容 �①空蟬物語の始発〜光源氏「中の品」

の女性と出会う②空蟬物語の展開〜
「拒む女」の物語

講師 �原岡文子さん(聖心女子大学名誉教授)
定員 �50人〈申込制(先着)〉
申込 �1月22日㈬〜

図書館香川分館
〒253-0082　香川1-11-1　☎(51)4946

映 画 会 〜 子 ど も 向 け
日時 �2月1日㈯14時〜
内容 �「ムーミン�ママの巻」(パペットアニメ)

おはなし会〜小さい子向け
日時 �2月15日㈯14時〜

市民文化会館
〒253-0041　茅ヶ崎1-11-1　☎(85)1123　 (86)2754

国立劇場おきなわ県外公演
琉球舞踊〜男性舞踊家の会

日時 �2月24日㈪13時〜・17時〜
ほか �全席指定3000円。未就学児不可

新日本フィルハーモニー交響楽団
茅 ヶ 崎 特 別 演 奏 会

日時 �3月11日㈬18時30分〜
ほか �S席6000円、学生席3000円。A席4500

円、学生席2000円。未就学児不可

美術館
〒253-0053　東海岸北1-4-45　☎(88)1177　 (88)1201

￥好きな色を描く〜混ぜて、
見つけて、感じて、形にする

日時 �2月29日、3月7日・21日いずれも土
曜日13時30分〜16時30分(全3回)

講師 �河野里枝さん(画家)
対象 �小以上の方20人〈申込制(先着)。小3年

生以下は保護者同伴〉
申込 �1月28日㈫〜
ほか �費用1000円(材料費)

➡

申込すべて1月22日㈬～

➡

➡

申込すべて1月15日㈬～

➡

➡

申込すべて1月24日㈮～

➡

➡
申込すべて1月15日㈬～

➡

➡

申込すべて1月29日㈬～

➡

➡

申込すべて1月26日㈰～

➡
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ち が さ き
◆�申込欄に詳細がないものは9時〜（美術館は10時〜）☎・来館で
◆￥があるものは有料
◆持ち物はお問い合わせください
◆小→小学生　㊥→中学生　高→高校生

広報担当のつぶやき　1面の特集では、電子申請の開始により申し込みがしやすくなった消防団員の募集を取り上げました。学生などの若者や主婦の方々にも入団してほ
しいと、印象的なポスターの作成などにもさまざまな工夫を凝らしているそうです。私自身も同じ年代の方たちが活躍していることを知り、興味が湧きました。(田中)



（2019年（令和元年）12月1日現在）

人　口▶	 242,013人	 （前月比67人増）

世帯数▶	103,041世帯	（前月比82世帯増）

2月主な施設の の休館日

広報ちがさき　2020（令和2）年1月15日号　No.1135

公民館、青少年会館、地域集会施設、文化資料館 3日・10日・17日・25日
うみかぜテラス（体験学習センター） 12日
図書館本館、図書館香川分館 3日・10日・17日・20日・25日
市民文化会館 25日
美術館 10日・12日・17日・25日
ちがさき市民活動サポートセンター 19日
男女共同参画推進センターいこりあ 2日・9日・16日・23日
勤労市民会館 25日
開高健記念館、茅ヶ崎ゆかりの人物館 3～6日・10日・12～13日・17～20日・25～27日
スポーツ施設 10日

相 談 窓 口 一 覧
　市では、2021年度～2023年度を期間とする「第6期茅ヶ崎市障
害者保健福祉計画」の策定を進めています。誰もが自分らしく
生きがいのある暮らしの実現に向けて、みなさんの声をぜひ聞
かせてください。

【障害福祉課障害福祉推進担当・障害者支援担当】
期間　　　1月15日㈬～2月7日㈮
内容　　　�障害の認知度や障害のある方への接し方など、選択形

式を中心とするアンケート
参加方法　�市 HPまたはアンケート用紙(市役所本庁舎総合案内、小

出支所、各市民窓口センター、出張所に配架)に記入

　講座やワークショップに参加して、自分の世界を広げてみませんか。防災、健康、食、農、東京2020大会などをテー
マにした生涯学習特別講座と、まなびの市民講師による多数のジャンルの講座を用意しています。

【文化生涯学習課生涯学習担当】

茅ヶ崎まなびWEEK!

障害のある方への理解に関するアンケート
相　談　名 日　時　・　場　所

市民相談 月～金 8 時30分～17時

市
　
民
　
相
　
談
　
課

市民安全相談／交通事故相談／防犯相談 月～木 9 時～17時

予
　
約
　
制

行政相談 第 2・4水 13時～15時
建築紛争相談 原則第 3水 11時～17時
法律相談（同じ内容は1人1回のみ） 火・木 10時～15時30分
人権相談 第2金、第4火 13時～16時
税務相談 第1・3水、第4木 13時～16時
公証相談（遺言、大切な契約など） 第 2月 13時～16時
不動産相談 第 1・3金 13時～16時
多重債務法律相談 第 1月、第 4金 13時15分～16時15分
分譲マンション管理相談 第 2金 13時～16時

司法書士相談（不動産、商業登記など）
第 2火 13時～16時
第 2金 13時～16時　寒川町役場町民相談室☎（74）1111

暮らしと事業の相談（相続手続きなど） 第 4月 13時～16時
多重債務相談 月～金 8 時30分～17時

犯罪被害者等支援相談
市職員 月～金 8 時30分～17時
ピア神奈川※ 第 1・3水 10時～16時　※�被害者支援自助グループ

消費生活相談
月～金 9 時30分～16時（消費生活センター）

月・木 10時～16時（受付は15時まで）
寒川町役場消費生活相談室☎（74）1111

予
約
制

消費生活法律相談 第 2金 13時～16時（消費生活センター）

家計あんしん相談 第 1・3木 11時～11時50分、13時15分～16時 5分
（消費生活センター）

発明相談 第 3金 13時～16時�産業振興課商工業振興担当
生活自立相談 月～金 8 時30分～17時�生活自立相談窓口（市役所分庁舎 2階）
がん相談 月～金 8 時30分～17時�市立病院がん相談支援センター☎（52）1111

相談日の前日17� 時
(法律相談、多重債務
法律相談は相談日の
前日15時)までに予約
がない場合は相談は
開設しません

まなびWEEK	生涯学習特別講座

香りのインテリアを作ろう
アロマストーン作り
時間　13時～17時(各60分)�◆
講師　木内恭子さん(CARAT代表)
定員　各回10人(4回)　
ほか　費用1000円

羊毛フェルトで作るパクパク人形
パクパク人形を作って腹話術体験
時間　9時～12時(各60分)�◆
講師　�宮澤玲子さん(腹話術

を伝える会代表)�
定員　各回7人(3回)　
ほか　費用1000円

手彫りビーチサンダル体験
ビーチサンダルに、手彫りで
オリジナルの柄を彫ろう
時間　13時～17時�◆
講師　阿部俊行さん(VARIETY STORE BEBET代表)
定員　20人　
ほか　費用1500円。作成2時間程度

マジック体験教室
身近な物を使ってできる簡単マジック体験
時間　9時～12時�◆
講師　吉田幸弘さん、船山信之さん
定員　10人

万葉集入門
万葉集の概要と代表歌を解説し、詠唱する
時間　10時～11時30分�★
講師　嶌

し ま だ

田壽
と し お

雄さん　
対象　20歳以上の方30人

整理のマイルールを作ろう
グループワークで楽しみながら整理の疑似体験
時間　10時～11時30分�★
講師　青木珠美さん
定員　20人　
ほか　費用500円

ホリスティックアロマセラピー体験講座
精油でルームスプレー作り
時間　13時～14時30分�★
講師　高橋かおりさん　
定員　15人　
ほか　費用1000円

文化生涯学習に関するみなさんの声を聞かせてください〜交流会と市民アンケートを実施
①�文化生涯学習プラン推進委員・市職員と茅ヶ崎の未来の文化生涯学習について考えよう�
日時　2月3日㈪13時30分～15時　　場所　市役所分庁舎A・B会議室

②�文化生涯学習プラン市民アンケート�
期間　2月14日㈮まで　　参加方法　右のアンケートフォームから

気楽にオペラ〜いろいろな歌声を楽しむ
さまざまな声の種類を知り、
オペラの楽しさ倍増
時間　15時～16時30分�★
講師　齋藤謙一さん
定員　36人

童謡・茅ヶ崎 赤とんぼ音頭体験講座
踊って学ぶ、茅ヶ崎の歴史
時間　12時～13時�◆
講師　清水友美さん(湘南SHOW点)�
ほか　�費用300円(CD・資料の希望者のみ)

ふんわりフラダンス
音楽に合わせて簡単なステップと手の動き体験
時間　10時～11時30分�★
講師　�山口玲子さん(フイケアオアロ

ハハウオリ)
定員　10人

人生が変わる ! 快い毎日にする
ためのお片付け
片付けのプロが、整理・収納方法を伝授
時間　13時～14時30分�★
講師　佐藤夢美さん(KAIYA代表)
定員　36人

自転車オリジナルプレート作り
ラミネートして自転車につけるプレート作り
時間　13時～17時�◆
講師　南

みなみ

八
や

重
え

智子さん
定員　20人　
ほか　費用500円

高齢者とペットの終活最新情報
時間　10時～11時30分�★
講師　�安田勝さん(やすだ法律

事務所代表)
定員　36人

表情筋を鍛えて
10才の若返り!
表情筋ストレッチで顔を
元気に、心も前向き
時間　10時～11時30分�★
講師　田中禮子さん　
対象　60歳以上の方36人

アンケートフォーム

申し込みフォーム

申込
1月16日㈭～
市HPまたは☎で

〈いずれも申込制(先着)〉

遺伝子組み換え食品の表示と検査
遺伝子組み換え食品の表示内容や、
衛生研究所で行われている検査について
日時　�2月5日㈬13時～14時10分
場所　市役所分庁舎B会議室
講師　�県衛生研究所職員
定員　50人

内容　第1部　�横浜地方気象台職員による講演�台風19
号事例～大雨から身を守るためには

　　　第2部　�市職員による宮城県南三陸町・岩手県
陸前高田市被災地支援活動報告会

定員　70人

防災講座・被災地支援活動報告会(防災対策課・職員課)
日時　2月5日㈬15時～17時
場所　市役所本庁舎会議室3～5

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会を
もっと楽しむために
オリンピック・パラリンピックの歴史などについて
学び、より多角的に東京2020大会を楽しもう。新体
操元日本代表による講演会も開催
日時　�2月①1日②8日③22日いずれも土曜日�

14時～16時(全3回)
場所　市役所本庁舎①②会議室1③会議室4・5
講師　�①②冨田幸祐さん（日本体育大学オリンピックス

ポーツ文化研究所助
教）③村田由香里さ
ん（新体操元日本代
表、現日本体育大学
保健医療学部救急医
療学科准教授）

定員　70人 冨田幸祐さん 村田由香里さん

輝き続ける高齢者〜フレイル･加齢による衰えに負けないために
日時　�2月4日㈫15時～16時
場所　市役所分庁舎A会議室
講師　�津田英哉さん（茅ヶ崎徳洲会病

院健康管理センター長）
定員　�30人

津田英哉さん

茅ヶ崎の産業資源湘南ポモロン(トマト)を知ろう
野崎農園代表・文教大学教授講演と農園見学
作業見学、「ポモロン大福」の開発と
市内ポモロン事業についての講演
日時　�2月6日㈭14時～16時�

(13時�市役所北側正面入口前集合)
場所　�講演：県立茅ケ崎里山公園�

見学：野崎農園
講師　�野崎寿一さん(野崎農園代表)、�

笠岡誠一さん(文教大学健康栄養学部教授)
定員　�20人

羊毛フェルトで作る福ねずみ
干支のねずみを作ろう
時間　13時～17時�◆
講師　沼田純子さん
対象　�20歳以上の方

各回4人(2回)
ほか　費用1500円。作成2時間程度

まなびの市民講師による講座 場所　市役所本庁舎市民ふれあいプラザ(◆)、市役所分庁舎A･B会議室(★) 当日参加も可

2月1日㈯〜8日㈯
さまざまな学びを体験してみよう

2月3日㈪

2月5日㈬

2月6日㈭

2月7日㈮

2月4日㈫
オリジナル名刺を作ろう
時間　13時～14時30分�★
講師　�NPO法人パソコン

ボランティア湘南
定員　10人

パソコン・スマホ
お助けコーナー!
時間　9時～12時�◆
講師　�NPO法人パソコン�

ボランティア湘南

アンケートフォーム

この用紙は
古紙を含んでいます
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	広報ちがさき200115-8面_7

