
（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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