
社会教育施設からのお知らせ
　社会教育施設では、毎月さまざまな講座や教室が開講されています。

　詳細は市 HP参照または各施設へお問い合わせのうえ、お申し込みください。 開講情報

小和田公民館 ☎（85）8755

ちびっこ広場 2/21（火）10時～11時30分

公民館まつり
3/4（土）9時～21時
3/5（日）9時～15時

鶴嶺公民館 ☎（87）1103

卓球開放
2/12（日）・26（日）
いずれも10時～11時45分

子育ての広場カルガモ 2/23（木・祝）10時～12時

公民館まつり
3/4（土）9時～17時
3/5（日）9時～15時30分

スマイリングままサロン
3/9・16・23いずれも木曜日
10時30分～11時30分

古典文学講座 源氏物語
の研究者京都で暮らす

3/11（土）13時30分～15時30分

松林公民館 ☎（52）1314

美味しい味噌づくり 2/22（水）9時30分～12時

防災キッチン 2/25（土）9時30分～12時30分

エコバッグ作り 3/1（水）10時～11時30分

タッチコミュニケーション 3/5（日）10時～12時

子ども琴体験講座
3/5（日）・12（日）10時～12時
3/19（日）9時～発表（全3回）

南湖公民館 ☎（86）4355

ひだまり
（保育フリースペース）

2/10（金）10時～12時

絵本とお話の時間 2/11（土・祝）11時～11時40分

蚕と生糸 2/19（日）13時30分～15時30分

わらべうたと絵本 2/21（火）10時30分～11時30分

氷室椿庭園さんぽ
可憐に彩る椿を愉しむ

講義3/9（木）10時～11時30分
見学3/16（木）10時～11時、
11時15分～12時15分（全2回）

香川公民館 ☎（54）1681

卓球開放 2/10（金）15時～17時

シニアのための保健体育 2/14（火）10時～12時

自己探索ゲーム
人生すごろく金の糸

2/25（土）14時～16時

うみかぜテラス� ☎（85）0942

身だしなみ講座
就職活動中の方向け

2/23（木・祝）10時～11時30分、
13時～14時

陶芸教室
2/26（日）・3/12（日）
いずれも9時45分～12時（全2回）

好印象メイクセミナー 3/4（土）10時～11時30分

歩育講座 3/5（日）10時～12時

急病のときは
救急病院

茅 ヶ 崎 市 立 病 院　本村5-15-1 ☎（52）1111
湘 南 東 部 総 合 病 院　西久保500 ☎（83）9111
茅 ヶ 崎 徳 洲 会 病 院　幸町14-1 ☎（58）1311
茅 ヶ 崎 中 央 病 院　茅ヶ崎2-2-3 ☎（86）6530

地域医療センター（茅ヶ崎3-4-23）

医科 ・ 歯科　 ☎（38）7532（自動音声案内後、 用件
先に接続）

調剤薬局　 　☎（38）5086（直通）
新型コロナウイルス感染症対応のため、 2月は平日
の内科と祝日の内科の一部および外科を休診にして
います。 また、事前にお問い合わせのうえ、 受診して
ください（1月12日現在）

※ 調剤薬局 ： 各科の診療日および診療時間に開局

耳鼻咽
いん
喉
こう
科/眼科救急

日曜日 ・ 祝日 ・ 年末年始

当日の診療場所 ・ 時間は消防本部救急医療情報案内
テレフォンガイドでご確認ください ☎（85）0119

かながわ小児救急ダイヤル
毎日18時〜翌8時

子どもの体調のことで判断に迷ったときのための、
看護師などによる電話相談 ☎045（663）9181

日曜日
9時～12時
13時～17時

内科、小児科、外科、
歯科

17時～23時 内科

祝日
9時～12時
13時～17時

小児科、内科、歯科

平日 20時～23時 小児科

土曜日 20時～23時 内科、 小児科

生活

公共施設の指定管理者を指定

問合 行政改革推進室行政改革推進担当

市役所車両と分庁舎エレベー
ター扉の広告募集

申込 2/1（水）～17（金）〈申込制（抽選）〉

に申込書（2/1～資産経営課で配

布。 市 HP で取得も可）を持参

問合 資産経営課資産管理担当

特定健康診査未受診の方は
早めの受診を

期間 2/1（水）～28（火）

対象 国民健康保険に加入の40歳〜

74歳の方

ほか 送付済みの受診券で受診可。 詳

細は1月中に対象者へ送付した

はがきなどを参照

問合 保険年金課給付担当

ごみ収集車に掲載する広告
募集

申込 2/1（水）〜

問合 環境事業センター業務担当

☎（57）0200

短期会計年度任用職員の
登録者募集

職種 一般事務員、 保育士ほか

申込 2/1（水）～2024年3/31（日）に

申込書（職員課などで配布中。

市 HP で取得も可）を職員課に本

人持参または郵送

問合 職員課人財育成担当

講師 三
み と め

留弥生さん（NPO法人平塚ら

いてうの会代表理事）

定員 8人〈申込制（先着）〉

申込 2/10（金）まで

ほか Zoom開催あり（定員無し）

問合 文化生涯学習課文化推進担当

ミニコンサート
名曲で聴くピアノのおと

日時 2/14（火）11時～11時30分

場所 市役所本庁舎市民ふれあいプラザ

内容 クラシック、 ポップスなど。 出演石

﨑愛
あ

惟
い

さん（まなびの市民講師）

定員 20人〈申込制（抽選）〉

申込 2/6（月）まで

問合 文化生涯学習課生涯学習担当

みんななかま展
市内、 葉山、 逗子、 鎌倉、 藤沢の特

別支援学級設置小 ・ 中学校と特別支援

学校の児童 ・ 生徒、 地域作業所の利用

者の作品約1000点を展示します。

期間 2/14（火）～19（日）10時～19時

（最終日は17時まで）

場所 藤沢市民ギャラリー（藤沢市南

藤沢）

問合 藤沢市立高倉中学校☎0466

（45）5320

認知症研修会

日時 2/15（水）14時～15時30分

場所 ①Zoom視聴②青少年会館研

究室

定員 ①150人②30人〈申込制（先着）〉

申込 2/8（水）まで

問合 保健所保健予防課保健対策担当

☎（38）3315

全国瞬時警報システムの
試験放送

防災行政用無線などで「これはJアラー

トのテストです」を3回繰り返します。

日時 2/15（水）11時

問合 防災対策課危機管理担当

浜須賀地区まちのちから協議
会公募委員の募集

対象 浜須賀地区在住 ・ 在勤 ・ 在学で

会議などに出席し協議検討でき

る方若干名

任期 4月から2年間

申込 2/1（水）～28（火）に申込書（市

民自治推進課または浜須賀会館

で配布中。 市 HP で取得も可）を

配布場所へ持参

問合 市民自治推進課地域自治担当

松浪地区まちぢから協議会
公募委員の募集

対象 松浪地区在住 ・ 在勤 ・ 在学で会

議などに出席し協議検討できる

方2人程度

任期 5月から2年間

申込 2/10（金）～3/10（金）に申込書

（市民自治推進課または松浪コ

ミュニティセンターで配布中。市 HP

で取得も可）を配布場所へ持参

問合 市民自治推進課地域自治担当

平和へのねがい小・中学生
短文展

日時 2/6（月）～10（金）9時〜17時（初

日13時〜、 最終日12時まで）

場所 市役所本庁舎市民ふれあいプラザ

問合 平和を考える茅ヶ崎市民の会実

行委員会☎（88）0769

下水道運営審議会委員の募集

対象 市公共下水道の使用者（他の審

議会などの公募委員を除く）3人

任期 6月から2年間（年2回程度）

報酬 日額1万円

申込 2/10（金）～3/10（金）

問合 下水道河川総務課経営担当

知られざる平塚らいてうの
世界

平塚らいてうと夫 ・ 奥村博史との出

会いの場茅ヶ崎について講演します。

日時 2/12（日）14時～16時

場所 茅ヶ崎ゆかりの人物館

就労が困難な若者への
支援を考えるセミナー

①セミナーとサポステ＆就業事例紹

介②個別相談会を開催します。

日時 2/15（水）①13時30分～15時30

分②15時30分～16時30分

場所 勤労市民会館

定員 ①30人②6組いずれも〈申込制

（先着）〉

申込 2/13（月）まで

ほか 詳細は県央サポステ HP で

問合 県央地域若者サポートステー

ション☎046（297）3067

柳島記念館
工事に伴う一部利用制限

期間 2/15（水）～6月中旬

内容 空調設備改修工事のため、 大会

議室以外の居室とスロープは利

用不可

問合 下水道河川総務課経営担当

松林地区地域集会施設整備
懇談会委員の募集

内容 施設整備に関する意見交換

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）2人

任期 4月から1年半（予定）

申込 2/15（水）～28（火）

問合 市民自治推進課地域自治担当

農業委員会の委員等募集

職種 ①農業委員会委員14人②農地

利用最適化推進委員5人

任期 7/20（木）から3年間

報酬 月額4万1000円

申込 2/16（木）～3/15（水）

問合 農業水産課農業担当、 農業委員

会事務局総務担当

湘南地域障害者ミニ面接会

日時 2/17（金）9時30分～11時30分、

13時30分～15時30分

△

交通事故44〈389〉 

△

交通事故死者0〈0〉 

△

交通事故負傷者44〈434〉 

△

犯罪発生102〈922〉 いずれも暫定値△

火災9〈68〉 

△

救急車の出動1641〈16032〉  
交通事故・犯罪発生・火災・救急件数

12月の件数〈2022年度の累計〉

交通事故・犯罪発生・火災・救急件数

くらしの情報
イベント 案内

講座 募集

[凡例：☎電話  FAX ファクス  メール  HP ホームページ]

電話番号の表記がないものは、 市役所☎（82）1111（代表）へ

☎ ・ FAX に局番がないものは全て市内（0467）

明記のないものは費用無料。 申し込み方法や持ち物など詳細は

市 HP 参照またはお問い合わせください

施設名 市民文化会館 市営水泳プール

指定管理者
公益財団法人
茅ヶ崎市文化 ・
スポーツ振興財団

ハヤシグループ

指定管理期間
4月〜
2024年3月

4月〜
2028年3月

担当課
文化生涯学習課
文化推進担当

公園緑地課公園
緑地担当
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