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広告掲載のお申し込み・お問い合わせは秘書広報課へ

こころのバリアフリー ありがとう！知的障がいのある私から・・・　買い物の時にレジでの支払いに時間がかかることがあります。後ろに並んでいる方に「ゆっ
くりで良いですよ」と声を掛けていただき、安心して支払いをすることができました。温かく見守ってくれてうれしい気持ちになりました。

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

　市内では現在8軒の花き生産者が、シクラメン、スイートピー、カトレアなどさまざまな種類の
生花を栽培しています。生産された花は直売所やイベント、展示会などで購入できます。茅ヶ崎産
の花を自宅に飾り、生活に彩りを加えてみませんか。

　冬の代表的な花。赤や
ピンク、白などの花色が
多く、青々としたハート
形の葉が茂ります。

　甘い香りがする優しい
印象の花。細い茎の先に
蝶の羽のような形の花を
つけます。

シクラメン スイートピー

カトレア パンジー・ビオラ

花き生産者の声花き生産者の声

市内で生産される代表的な花市内で生産される代表的な花

花に限らず
「茅産茅消」を

種類の多さが
自慢

鮮度の良い花を
楽しんで

オリジナル品種も
開発

有限会社横山花園
横山貞裕さん

石坂園
石坂隆治さん

古
こ
知
ち
屋
や
農園

古知屋忠伸さん

茅ヶ崎洋蘭園
新倉喜一さん

　市内の花き生産者から、花園の紹介やみなさんへのメッセージを語ってもらいました。

毎年市内で開催される花のイベントなど毎年市内で開催される花のイベントなど
	 茅ヶ崎市花の展覧会・関東東海花の展覧会
	 湘南花の展覧会
	 洋ラン相談会・イオン直売会
	 春の農業まつり
	 園芸講習会（ハーブの寄せ植え）
	 	秋の農業まつり（開催中止）・花とみどりの

フェスティバル神奈川県花き展覧会・イオ
ン直売会・園芸講習会（鉢物の寄せ植え・
カトレア入門）

	 海辺の朝市
※  新型コロナウイルス感染症の影響などにより、中止・

延期となる場合があります。中止の情報は市 HP また
は問い合わせ先へご確認ください

1月
2月
3月
4月
5月
11月

毎週土曜日

茅ヶ崎産の花々を身近に
　市内で生産された花の魅力を多くの人に
知ってもらおうと、市内の花き生産者は、個
人宅の庭や街路の花壇への植栽、施設への
花展示などの取
り組みも行って
います。また、
市役所総合案内
へ、定期的にカ
トレアを寄贈し
ています（夏の
暑い時期などを
除く）。

四季を彩る花の出荷カレンダー四季を彩る花の出荷カレンダー

　華やかな花色が特徴
で、「洋ランの女王」とも
呼ばれています。香りも
良く、花色も豊富です。

　色とりどりの花びらで
冬から春の庭を彩る花。
寒さに強く丈夫で、長期
間花を咲かせます。

　シクラメンやビオラの他、オーストラリアン
セージなどの珍しい花も取り扱っています。肥
料や水のあげ方、花の特性をよく知って育てて
もらうよう、お客さんとのコミュニケーション
を大切にしています。市内で行う花のイベント
や展示会をきっかけに園芸の知識を深めてほし
いです。また、花に限らず市の農産物を茅産茅
消してもらいたいと思っています。

（有）横山花園　中島1308	☎（82）6710

　当園では「新鮮さ」を大事に、スイートピーな
どを生産しています。鮮度の良い花は長く咲き
続けることができ、花持ちが良いスイートピー
は1か月ほど楽しめます。新型コロナウイルス
の影響で実施できないものもありますが、市内
の生産者が育てた花を見たり買ったりできるイ
ベントはたくさんあります。ぜひ会場まで足を
運んでください。

古知屋農園　赤羽根809	☎（51）9468	

　年間60～70種類の花と野菜の苗を生産し、自
宅での直売のほか、JAさがみ わいわい市寒川
店(寒川町宮前)でも販売しています。40色程あ
るパンジー・ビオラや、秋植えの野菜苗も各種
そろえており、栽培方法のアドバイスもします。
在宅時間が増えたこの機会に、ガーデニングや
家庭菜園を始めてみませんか。

石坂園　浜之郷412	☎（82）2595

　当園は、市内で唯一カトレアを栽培している
花園です。ピンクコスチューム「チガサキ」など
のオリジナルの品種も開発しています。カトレ
アは種類が多く、色や香りも豊富です。ぜひカ
トレアのことを知り、自宅でも花を咲かせて楽
しんでください。華やかで高級感があるので、
イベントなどで飾ってみてはいかがでしょうか。

茅ヶ崎洋蘭園　西久保471	☎（86）2654

パンジー・ビオラ
シクラメン

スイートピー
パンジー・ビオラ

プリムラ

洋ラン

ジニア

ガーデンシクラメン

サルビア
バーべナ

マーガレット
ペンタス
日々草

ハーブ・野菜苗など

洋ラン
スイートピー

2016年の市役所本庁舎オープン時
には、フラワーアートを寄贈

詳細は市 HP で

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】

湘南巻き爪矯正院Ⓡ

小さな爪でも大丈夫◎！
靴や歩行に制約はありません。
お風呂もOK、生活に支障なし
矯正板は目立ちません。
貼り替えは月に１回程度です。
陥入爪にも効果的です。

施術の

流れ
カウンセリング 足指消毒

爪の表皮
を整える

プレート

装着

相談のみ
でもOK！

※保険適用外

茅ヶ崎院：茅ヶ崎市新栄町8-11 ☎０４６７-８４-７７２９

切らない！痛くない！巻き爪専門院

◎巻き爪個別無料相談会
同日開催 茅ヶ崎院・平塚院・大船院・横須賀院

8/21(金)～22(土) ※訪問無料相談会も同日程で開催中！

完全
予約制

営業時間10：00～19：00 (祝日は16：00まで)
定休日 木曜日・日曜日
詳しくはWEBで h�ps://shonanmakitume.com/
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　ひとり親世帯を対象に、新型コロナウイルス感染症の影響による子育て負担の増加や収入
の減少に対する支援として、臨時特別給付金を支給します。また、ひとり
親の悩みに対応する相談窓口として、総合相談会を開催します。

【子育て支援課手当給付担当】

ひとり親家庭のみなさんへひとり親家庭のみなさんへ
ひとり親世帯臨時特別給付金ひとり親世帯臨時特別給付金

ひとり親家庭総合相談会
　ひとり親家庭が抱える課題や悩みに
対応するため「就労」「生活」「子育て」の
3つの分野で相談会を開催します。

日時　8月3日㈪・4日㈫
いずれも9～12時・13～16時

場所　本庁舎会議室2～4
申込 8月2日㈰12時までに☎で（住所・

氏名・電話番号、相談内容、相談
希望日時を記入し、 kosodate@
city.chigasaki.kanagawa.jpも可）

基本給付 対象 申請 追加給付 申請 ほか

1世帯5万円
（第2子以降
1人につき
3万円）

①�2020年6月分の児童扶養手
当を受給している方 不要 ①または②の方で

新型コロナウイル
ス感染症の影響に
より収入が減少し
た方
1世帯につき5万円

必要

児童扶養手当現況届
の提出時にあわせて
申請してください。
詳細は本紙7面参照

②公的年金などの受給により
児童扶養手当を受給してい
ない方（児童扶養手当の支給
制限度額を下回る方に限る）

必要 詳細は市HP参照

③新型コロナウイルス感染症
の影響により、直近の収入
が児童扶養手当の対象とな
る水準に下がった方

必要 詳細は市HP参照

予測困難な時代と言われる
今、子ども一人一人の未来を支
える力と、それを育む大人の役
割について考えます。今回は、
収録した講演や鼎

てい

談
だん

の動画配信
で開催します。ちがさき動画ラ
イブラリー(YouTube)でご覧く
ださい。

【教育センター研究研修担当☎(86)9965】

これからの時代に必要な力とはこれからの時代に必要な力とは
～乳幼児期から思春期の子育ち・子育て～～乳幼児期から思春期の子育ち・子育て～

第10回 響きあい教育シンポジウム第10回 響きあい教育シンポジウム

昨年の響きあい教育シンポジウム

教育センターHP

配信期間 8月下旬～10月下旬(予定)
※�教育センターHPで動画視聴可

内容 2人の講師による講演と教育長を交えた
鼎談(全6本･計60分程度)

講師
遠
えんどう

藤利
としひこ

彦さん(東京大学大学院教授)、
北
きたじま

島歩
あゆ

美
み

さん(日本女子大学カウンセリ
ングセンター専任研究員)

　「C
チ ョ イ ス

hoice!C
チ ガ サ キ

HIGASAKI」とは、道の駅のオープンを見据え、茅ヶ崎の魅力の
発信やイメージ向上を目指すオリジナルブランドです。今年2月に認定され
た20品目の中から数品目ずつピックアップしてお届けします。

【産業振興課道の駅整備推進担当】

今回は、暑い夏を快適に過ごすための
アイテム3品を、おすすめポイントとともに
ご紹介します。

①アロハシャツCHIGASAKI②生チョコ
スペシャルアイス③ギョサン�湘南ネイビー

　茅ヶ崎ライフの必需品、アロハシャツ
CHIGASAKIで、夏を涼しく気持ちも明る
く！　型崩れしにくいしっかりとした生
地となっています。

　毎朝作りたてのアイスを提供していま
す。一度に3種類のチョコレートを味わ
える当店の生チョコスペシャルアイス
で、夏の暑さのクールダウンはいかがで
しょうか。

滑りにくく、履き心地抜群の究極の
サンダル「ギョサン」。こだわりの詰まっ
たネイビーはどんなコーディネートにも
相性バッチリです。

もっと知りたい
公式 HP

涼を感じる夏Choice

①茅ヶ崎市観光協会 恵
え ら
良満さん

②株式会社プレンティーズ 長谷川裕さん

③株式会社グッドイズグッド 庄司文平さん
東海岸北1-7-28 ☎(88)0013

中海岸2-1-44 ☎(81)5239

茅ヶ崎1-2-53 ☎(84)0377

①

②

③

今年は今年は
動画配信で
動画配信で
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