
◆ 　　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

表彰

福祉
福祉教育・障害理解促進部会研修会

日時 �2月20日㈭15時30分～17時
場所 �市役所分庁舎6階コミュニティホール
内容 �講演「事例も交えてヒントを学ぶ　誰もなかまはず

れにならない、みんなの学校」
講師 �宮脇文恵さん(宇都宮短期大学人間福祉学科教授)
対象 �福祉教育などに興味がある方80人〈申込制(先着)〉
申込 �2月13日㈭までに☎または氏名・連絡先、職業を記

入し、FAX(85)9651で(メールshougai-center@shakyo-�
chigasaki.or.jpも可)

問合 �茅ヶ崎市社会福祉協議会☎(85)9650

�春の足音コンサート～障害のある子どもやその家族、地域の方々とバイオリンやハーモニカなどを楽しむ
日時 �2月23日(日・祝)14時～(開場13時30分)
場所 �市役所本庁舎市民ふれあいプラザ
定員 �100人〈申込制(先着)〉
申込 �2月20日㈭までに☎で(氏名・電話番号、所属(学

校名など)を記入し、FAX(86)8083も可)
問合 �茅ヶ崎手をつなぐ育成会☎(86)8083(平日10時～14時)

�おはなしきいてね～おばん囃
ば や

子
し

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 �2月27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

認知症ホッとカフェ
日時 �3月5日㈭14時～15時30分(入退場自由)
場所 �茅ヶ崎ショッピングセンター1階未病改善スペー

ス(新栄町2-30)　
対象 �認知症の方とその家族、介護している方、認知症

に興味のある方、認知症サポーターの方など　
ほか �費用100円(お茶代)
問合 �高齢福祉介護課支援給付担当

�第2回市民向け療育研修会�「発達障がいの人たちの体験世界」
日時 �3月14日㈯14時～16時(開場13時30分)
場所 �市役所本庁舎会議室4･5
講師 �川並かおるさん(臨床心理士)
定員 �80人〈申込制(先着)〉
申込 �2月3日㈪～3月6日㈮に☎で(住所・氏名・電話番号、

講座名を記入し、FAX(84)0506も可)
ほか �手話通訳・要約筆記あり。託児1歳6か月～小学生10

人程度〈申込制(先着)。3月6日までに☎で〉
問合 �こども育成相談課こどもセンター☎(84)0505

�県障害者スポーツ大会①フライングディスク②ボウリング③アーチェリー
日時 �①4月12日㈰②③4月19日㈰
場所 �①県立スポーツセンター(横浜市神奈川区)②湘南

とうきゅうボウル(藤沢市遠藤)③神奈川総合リハビ
リテーションセンターアーチェリー場(厚木市七沢)

対象 �①療育手帳または身体障害者手帳②療育手帳③身
体障害者手帳の交付を受けた13歳以上の方〈いず
れも申込制〉

申込 �①2月17日㈪まで②③2月25日㈫までに申込書(市
役所障害福祉課で配布中)を障害福祉課へ持参

問合 �障害福祉課障害福祉推進担当　

子育て・教育
�子ども・子育て支援事業計画�2018年度進捗状況の報告

　市では、保育所等の整備や地域子ども・子育て支援
事業の実施についてのニーズ量を算出し、計画期間中
(2015年度～2019年度)の提供体制の数値目標を定め、
取り組みを進めています。このたび、2018年度進捗状
況をとりまとめました。詳細は市HPをご覧ください。
問合 �保育課保育推進担当

�地域コミュニティと若い力�「地域ができる“子どもの居場所”のつくりかた」
日時 �2月22日㈯10時30分～12時
場所 �市役所分庁舎6階コミュニティホール
講師 �渡辺剛さん(昭和女子大学人間社会学部准教授)
定員 �50人〈申込制(先着)〉
申込 �2月14日㈮までに☎または市HPで(氏名・電話番号

を記入し、FAX(58)4265も可)
ほか �託児6か月～未就学児5人〈申込制(先着)。2月10日

㈪まで〉
問合 �教育政策課教育政策担当

�企業×NPO　子ども支援交流会�みつけよう　一緒に活動したい人・こと
日時 �2月28日㈮16時～19時
場所 �市役所分庁舎A･B会議室
内容 �地域で子どもを支えるための企業、子ども支援団

体、行政等におけるマッチング交流会
講師 �県職員、市職員
定員 �50人〈申込制(先着)〉
申込 �2月27日㈭までに☎またはちがさき市民活動サ

ポートセンターHPで(住所・氏名・電話番号、所
属団体名を記入し、FAX(88)7546も可)

問合 �ちがさき市民活動サポートセンター☎(88)7546

�藤沢市八ヶ岳野外体験教室(長野県南牧村)�春の八ヶ岳キッズスキーキャンプ
日時 �3月20日(金・祝)～22日㈰(2泊3日)
対象 �市内、藤沢市、寒川町在住・在学の小・中学生40

人〈申込制(先着)。最少催行人数30人〉
申込 �2月9日㈰10時～☎で
ほか �費用4万3000円(兄弟姉妹は2人目から4万1000円)
問合 �八ヶ岳野外体験教室☎0267(98)5156

健康
�がん集団検診～胃・大腸・乳(マンモグラフィ)・子宮がん

　2019年10月12日に実施を予定していたがん集団検診
は、台風19号接近のため中止となりました。振り替え
の実施はありませんので、受診を希望される方はお申
し込みください。なお、がん検診は医療機関において
も2月末まで実施していますので、受診を希望される
方は、実施医療機関へお申し込みください。詳細は保
健所健康増進課へお問い合わせください。
日時 �2月15日㈯
場所 �保健所
申込 �2月6日㈭まで〈申込制(先着）〉
問合 �保健所健康増進課健康づくり担当☎(38)3331

�健診結果がちょっと気になる方の栄養教室�コレステロール、中性脂肪対策の食生活
日時 �2月25日㈫10時～12時
場所 �保健所
講師 �管理栄養士
対象 �40歳～74歳の方30人〈申込制(先着)〉
申込 �2月21日㈮までに☎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

�女性の健康週間講演会　「女性ホルモンによる心とからだの変化を理解する」
日時 �3月11日㈬14時～15時30分
場所 �市役所本庁舎会議室4･5
講師 �高尾美穂さん(イーク表参道副院長)
定員 �60人〈申込制(先着)〉
申込 �2月3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

市民参加・市民活動
�公共施設のネーミングライツ(命名権)�サウンディング調査にご参加を

期間 �2月3日㈪～3月31日㈫
場所 �市役所他
内容 �公共施設などのネーミングライツについて対話形

式で行う市場調査
対象 �ネーミングライツに関心のある事業者〈申込制。

各社3人程度〉
申込 �2月3日㈪～3月24日㈫に対話シート(市HPで取得可)�

に必要事項を記入し、 メールgyouseikaikaku@city.�
chigasaki.kanagawa.jpへ(FAX(87)8118または〒253-�
8686茅ヶ崎市役所行政改革推進室へ郵送も可)

ほか �詳細は市HP参照
問合 �行政改革推進室行政改革推進担当

�にほんごボランティア養成講座�やさしいにほんごを使った外国人サポート入門編
日時 �2月20日・27日、3月5日いずれも木曜日10時～12時

(全3回)
場所 �男女共同参画推進センターいこりあ
講師 �西山陽子さん(横浜国立大学非常勤講師)
対象 �市内在住・在勤・在学の方24人〈申込制(先着)〉
申込 �2月3日㈪～19日㈬に☎で(市HPも可)
問合 �男女共同参画課多文化共生担当☎(57)1414

まちづくり
�住まいと終活セミナー　in　海岸地区�相続の準備、茅ヶ崎版エンディングノートの書き方

日時 �2月21日㈮13時30分～15時30分
場所 �うみかぜテラス(体験学習センター)
講師 �尾

おの

上
うえ

美
よし

子
こ

さん(司法書士)、市職員
定員 �30人〈申込制(先着)〉
申込 �2月3日㈪～14日㈮に☎で
問合 �都市政策課住宅政策担当

文化・歴史
日本文学朗読会～山本周五郎�作「水たたき」

日時 �2月11日(火・祝)11時～
場所 �ハスキーズギャラリー
講師 �すみこさん(朗読サロン「風鈴草」)
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　展示物で探る開高健
日時 �2月14日㈮10時30分～・11時～
場所 �茅ヶ崎ゆかりの人物館
講師 �平山孝通さん(学芸員)
定員 �各回10人〈申込制(先着)〉
申込 �2月3日㈪～
ほか �費用200円(観覧料)
問合 �文化生涯学習課文化推進担当

�ちがさきゆかりの映画監督�小津安二郎作品上映ウイーク
日時 �2月21日㈮～24日㈪いずれも①10時30分～②13時30分～
場所 �茅ヶ崎ゆかりの人物館
内容 �21日「一人息子」、22日「晩春」、23日「麦

ばく

秋
しゅう

」、24日
「お茶漬の味」

定員 �各回20人〈当日先着〉
問合 �文化生涯学習課文化推進担当

�「北方領土」って何？①パネル展�IN�ちがさき�②講演会～「北方領土｣を学ぼう
日時 �①2月25日㈫12時～2月27日㈭13時
　　②2月27日㈭14時～16時
場所 �①市役所本庁舎市民ふれあいプラザ②市役所分庁

舎A･B会議室
講師 �②土谷昌之さん(外務省欧州局ロシア課)
定員 �②70人〈当日先着〉
問合 �「北方領土」を学ぶ会☎090(3520)9563木村、男女

共同参画課多文化共生担当☎(57)1414

�国際理解講座～台湾ガイド�地理､気候､食べ物などを知る
日時 �2月25日㈫14時～16時
場所 �男女共同参画推進センターいこりあ
講師 �佐藤(蔡

さい

)育
いく

芝
し

さん(IAC中国語学習初級講師)
定員 �50人〈申込制(先着)〉
申込 �2月24日㈪までに市役所男女共同参画課☎(57)1414へ
ほか �台湾のお茶とお菓子付き
問合 �茅ヶ崎市国際交流協会☎090(1557)7789廣田

産業・雇用
湘南の花が大集合「湘南花の展覧会」

日時 �2月14日㈮10時～21時、2月15日㈯10時～15時30分頃
場所 �湘南モールフィル(藤沢市辻堂新町)
内容 �花の展示のほか1日目は来場者投票・栽培相談会、

2日目は花育体験・即売会などを実施
問合 �農業水産課農業担当

�働きたい女性の就活応援セミナー�「ブランクがあっても働くことができる！」
日時 �3月7日㈯10時～12時30分
場所 �勤労市民会館
講師 �高野紀子さん(日本CC協会)
対象 �働きたい女性20人〈申込制(先着)〉

【おわびと訂正】
　広報ちがさき1月15日号8面に掲載の「茅ヶ崎まなび
WEEK！」の記事中で、講師の肩書きに誤りがありまし
た。おわびして訂正します。
(誤)冨田幸祐さん(日本体育大学オリンピックスポー
ツ文化研究所助教授)
(正)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)
問合 �文化生涯学習課生涯学習担当

広報担当のつぶやき　赤や緑などの華やかな振り袖や、スーツを着た若者たちでいっぱいの市民文化会館。13日の成人のつどいでは、多くのハタチの方々を取材しまし
た。ちょうど8年前に「新成人」として参加したアラサーの私は、大人の入り口に立ち、夢や希望に満ちあふれるみなさんから若さとパワーをたくさんもらいました。（小林）
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