
詳細やその他講座などは市 HP 参照またはお問い合わせください定期的に開催している講座や検診など

場所 藤沢公共職業安定所大会議室

（藤沢市朝日町）

対象 求職中で障がいのある方50人

〈申込制（先着）〉

申込 2/6（月）～15（水）

問合 ハローワーク藤沢専門援助部門

☎0466（23）8609

人権に寄せる想い�パネル展
いじめ防止を考えるピンクシャツ

デーに合わせメッセージを展示します。

日時 2/17（金）～24（金）9時～17時

（初日13時～、最終日16時まで）

場所 市役所本庁舎市民ふれあいプラザ

問合 男女共同参画課男女共同推進担当

☎（57）1414

NPO講座�パートナーシップ
でまちづくり

日時 2/18（土）14時～16時

内容 行政のしくみ、 協働の進め方

対象 行政との連携 ・ 協働に関心があ

る市民活動団体などに所属する

方20人〈申込制（先着）〉

申込 2/1（水）～17（金）

問合 ちがさき市民活動サポートセン

ター☎（88）7546

道の移り変わりを
写真で見比べてみませんか

期間 2/20（月）～24（金）

場所 市役所本庁舎市民ふれあいプラザ

問合 文化生涯学習課市史編さん担当

ちがさき合同企業説明会
市内企業を中心に13社が参加する

説明会です。

日時 2/22（水）10時～12時

場所 勤労市民会館

問合 雇用労働課雇用労働担当

成人糖尿病講演会
糖尿病と付き合う方法

日時 2/22（水）14時15分～16時

場所 市立病院 第2 ・ 3会議室

講師 川野浩和（市立病院代謝内分泌

内科医長）他

申込 2/1（水）～20（月）

問合 市立病院病院総務課総務担当

☎（52）1111

ちがさき宇宙教室

日時 2/23（木 ・ 祝）13時～15時

場所 うみかぜテラス多目的室

内容 小惑星探査機はやぶさ2の講演、

サイエンスショー

講師 吉川真さん（宇宙科学研究所准教

授）、 益田孝彦さん（科学の鉄人）

定員 130人〈申込制（抽選）〉

申込 2/1（水）～15（水）

問合 青少年課育成担当

体と頭を使って楽しく学ぶ
リーダー研修

日時 2/25（土）10時～12時

場所 市役所本庁舎会議室1

対象 市内小学3～6年生20人〈申込

制（抽選）〉

申込 2/1（水）～17（金）

問合 青少年課育成担当

SDGsカフェ
休耕田んぼで地域交流

日時 2/25（土）14時～16時

講師 島村美咲さん（おもちの田んぼ

の会）、 鈴木國
くに

臣
おみ

さん（タゲリ米

農家）

定員 30人〈申込制（先着）〉

申込 2/1（水）～22（水）

問合 ちがさき市民活動サポートセン

ター☎（88）7546

茅ヶ崎市・藤沢市・寒川町
花の展覧会

日時 ①2/25（土）10時～19時

②2/26（日）11時～完売まで

場所 湘南モールフィル（藤沢市辻堂

新町）

内容 ①花の展示と体験イベント

②花の販売

問合 農業水産課農業担当

市名産品など
展示品出展者募集

期間 3/1（水）～8/31（木）

対象 市内事業者22社〈申込制（抽選）〉

申込 2/1（水）～15（水）

ほか 展示物の制限あり。 初出展の事

業者優先

問合 産業振興課観光担当

障がいを知り、つながりを
持てるまちづくり

日時 3/3（金）10時～12時

場所 地域医療センター等複合施設

定員 100人〈申込制（先着）〉

申込 2/3（金）～3/2（木）

問合 障がい福祉課障がい者支援担当

福祉

特別障害者手当・障害児福
祉手当を支給

身体や精神に著しい障がいがあり、

在宅で常に特別な介護を必要とする方

に支給します。 手続きには専用の診断

書による医師の証明が必要です。

問合 障がい福祉課障がい福祉推進担当

寄付 （敬称略）

企業、 個人の方から寄付をいただき

ました。 心より感謝申し上げます。

〈子ども未来応援基金へ〉

△

株式会社清

光社＝1万円

△

宗教法人円蔵寺＝2万円

△

株式会社アルバックＦＰＤ事業部コー

ヒー基金有志一同＝9310円

△

やきとり

よしこ＝7万4340円

△

市内募金箱＝7

万346円

△

匿名＝139万8000円

〈市へ〉

△

湘南ダンススポーツ連盟と茅ヶ

崎ダンススポーツ連盟＝2万円

△

中田 

快＝5000円

△

小畑諒真＝300円

△

サ

ントリービバレッジソリューション株式会

社＝9380円

△

株式会社伊藤園＝3万

7625円

△

株式会社梅田モータース＝

53万円

△

有限会社茅ヶ崎バンテック＝

10万円

△

尾坂富幸＝鳥のはく製

△

純水

館講演会実行委員会＝純水館茅ヶ崎製

糸所を示す歴史掲示板

居場所づくり交流会
人と人をつなぐ本の可能性

日時 3/4（土）14時～17時

講師 礒
いそ

井
い

純
よし

充
みつ

さん（まちライブラリー

提唱者）

定員 30人〈申込制（先着）〉

申込 2/1（水）～22（水）

ほか 費用300円（資料代）

問合 ちがさき市民活動サポートセン

ター☎（88）7546

和の文化倶楽部
茶
ちゃ

禅
ぜん

一
いち

味
み

�坐禅体験とお話
日時 3/11（土）9時30分～11時

場所 茶室 ・ 書院松
しょう

籟
らい

庵
あん

講師 雪
すすぎ

 文
ぶん

嶺
れい

さん（建長寺塔
たっ

頭
ちゅう

 正
しょう

統
とう

院
いん

副住職）

対象 小学生以上の方25人〈申込制（先

着）〉

申込 2/14（火）10時～3/3（金）

ほか 費用500円。 未就学児の同伴

は不可

問合 茶室 ・ 書院松籟庵☎（87）5258

勤労市民会館
3月の就職・就労支援講座

「職場で活かすコミュニケーション術

を学ぶ」「心の整え方を見つけよう」「就

職や就労継続が困難な方が適職を見つ

け長く働く方法」ほかオンライン講座を

開催します。 詳細は会館 HP を参照。

問合 勤労市民会館☎（88）1331

教育委員会委員を任命
任期満了に伴い、 議会の同意を得て

赤坂雅
まさ

裕
ひろ

氏を再任しました。 立命館大

学卒。 文教大学国際学部教授、 市青少

年問題協議会委員などを歴任。63歳。

問合 職員課人財育成担当、 教育総務

課総務担当

子育て

認可外保育施設利用料の助成
認可外保育施設の利用料後期分（10

月～3月）を助成しています。 期日まで

に申請が必要です。

申込 3/31（金）まで

問合 保育課認定担当

文化 ・スポーツ 問合 　①文化生涯学習課生涯学習担当　　　　　　　　　

②公益財団法人茅ヶ崎市文化・スポーツ振興財団

英語力への近道は３つのポイント ①

日時 2/12（日）13時30分～15時30分 場所 ハマミーナまなびプラザ 講師

下
しもごおり

郡祐次郎さん（まなびの市民講師） 定員 29人 申込 2/11（土・祝）まで ほか 費

用300円

キッズラグビー無料体験教室 ②☎（82）7175

日時 3/11（土）9時30分～11時30分 場所 柳島しおさい公園 対象 4歳～小学2

年生40人〈申込制（先着）〉 申込 2/11（土・祝）～3/10（金）

七宝焼の額絵に挑戦 ①

日時 3/12（日）・19（日）いずれも9時30分～16時30分（全2回） 場所 市民ギャ

ラリー 講師 早野総
ふさかず

和さん（まなびの市民講師） 対象 18歳以上の方16人〈申込制

（先着）〉 申込 3/11（土）まで ほか 費用1000円（材料費）

子ども ・ 子育て 問合 　保健所健康増進課こども健康・予防接種担当

離乳食講習会 ☎（38）3331

日時 3/23（木）13時30分～14時30分、 15時～16時 場所 地域医療センター

等複合施設 対象 4～6か月児と保護者各回9組〈申込制（先着）〉 申込 2/1（水）～

3/22（水） ほか 第1子優先

健康教室 ・ 検診 問合 　①保健所保健予防課保健対策担当

②保健所健康増進課健康づくり担当

精神科医師によるこころの健康相談 ①☎（38）3315

日時 2/17（金）・22（水）、 3/8（水）・22（水）いずれも14時～17時 場所 保健所

対象 市内・寒川町在住の方各日3人〈申込制（先着）〉 申込 随時

栄養教室　体型と体力維持の食生活 ②☎（38）3331

日時 2/27（月）10時～11時 場所 保健所 対象 60歳以上の方15人（申込制（先

着）〉 申込 2/1（水）～24（金）

がん集団検診❶胃❷大腸❸乳❹子宮がん ②☎（38）3331

日時 3/11（土）8時30分～15時 場所 保健所 対象 ❶❷40歳以上の方❸40歳

以上偶数歳の方❹20歳以上偶数歳の方で、 項目問わず午前・午後各100人〈申込

制（先着）〉 申込 2/16（木）～3/1（水）

①Ｚｏｏｍで講座 ・ 会議活用法

②プロモーションムービー活用法

③成果が出る企画3つのポイント

④ リクエストが舞い込むネットワークの

築き方

日時 ①2/17（金）②2/24（金）③3/2（木）

④3/24（金）

①②9時30分〜11時30分③14時

〜15時30分④10時〜11時30分

対象 中学生以上の方①②20人③④

25人いずれも〈申込制（抽選）〉

申込 ①2/9（木）まで②2/16（木）まで③

2/1（水）〜20（月）④2/24（金）〜

3/14（火）

ほか ①②Zoom開催

③④ハマミーナまなび

プラザ

問合 文化生涯学習課生涯学習担当

生涯学習支援セミナー

申し込み

最新の中止情報などは市 HPまたは各問い合わせ先へ　本紙掲載のイベントなどは、 1月12日時点の情報とし、 新型コロナウイルス感染症の影響により急きょ中止・
延期 ・ 内容変更となる場合があります。 詳細は市 HP 参照または各問い合わせ先へご確認ください。 【秘書広報課広報担当】
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