
講師 諸岡裕樹さん（元町の家施設長）
対象 �統合失調症の方の家族
申込 �開催直前までに☎で
問合 �保健所保健予防課保健対策担当☎（38）3315

�
仕事帰りの栄養教室～食事の基本を学ぼう
作り置きおかずとお手軽レシピで夕食づくり

日時 �7月21日㈮18時30分～20時45分
場所 �男女共同参画推進センターいこりあ
対象 �64歳以下で働いている方20人〈申込制（先着）〉
申込 �7月19日㈬までに☎で
ほか �費用400円。調理実習あり
問合 �保健所健康増進課健康づくり担当☎（38）3331

�
がん集団検診～胃・大腸・乳（マンモグ
ラフィ）・子宮がん検診

日時 �8月5日㈯
場所 �保健所
申込 �6月30日㈮～〈申込制（先着）〉
問合 �保健所健康増進課健康づくり担当☎（38）3331

区分 対象 検診時間 定員 費用
胃がん（X線撮影） 40歳以上 午前のみ 100人 1000円
大腸がん（便潜血検査） 40歳以上

午前・午後

100人 600円

乳がん（マンモグラフィ） 40歳以上
の偶数歳 120人 ※1

子宮がん（頸
けい

部
ぶ

） 20歳以上
の偶数歳 160人 900円

※1　�40歳代の方はマンモグラフィ2方向で1500円、50歳以上の方はマンモ
グラフィ1方向で1000円

※　�年齢は2018（平成30）年3月31日現在
※　�次のいずれかに該当する方はがん集団検診の費用が免除になりま
す。（A）75歳以上（昭和18年3月31日以前生まれ）の方、後期高齢者医
療の被保険者（B）生活保護世帯の方（C）市民税非課税世帯の方（同一
世帯の全員が課税されていない方）、（B）・（C）に該当する方は受診
日の5日前（閉庁日を除く）までにお申し出ください

�職場における熱中症の早期警戒のお願い
　作業中は水分と塩分を十分補給し、作業時間の短縮
や十分な休憩を取りましょう。身体に変調を感じたら、
または変調を訴える人が出たら、すぐに医師の診断を
受けましょう。
問合 �神奈川労働局労働基準部健康課☎045(211)7353

産業・雇用
�藤沢・茅ヶ崎合同就職説明会

日時 �6月28日㈬13時30分～16時30分（入退場自由）
場所 �藤沢商工会館ミナパーク（藤沢市藤沢607-1）
対象 �求職中の方（高校生を除く）
ほか �40社参加予定。参加企業など詳細は市HP参照
問合 �茅ヶ崎商工会議所☎（58）1111、雇用労働課雇用労

働担当

�
まなびの市民講師自主企画講座
株式投資の基礎知識

日時 �①7月3日②7月17日③7月31日いずれも月曜日14時～
15時30分（全3回）

場所 �ハマミーナまなびプラザ会議室
内容 �①株式投資とは②調べてみよう会社情報③投資

指標とチャート
講師 �三好裕

ゆたか

さん（まなびの市民講師）
対象 �20歳以上の方27人〈申込制（先着）〉
申込 �7月2日㈰（必着）までにはがきに住所・氏名・年齢・

電話番号を記入し、〒251-0872藤沢市立石1-15-6
三好裕へ

問合 �文化生涯学習課生涯学習担当

�
7月の就職支援ミニ講座①自己理解②仕事の
探し方③応募書類の書き方④面接の受け方

日時 �7月4日㈫・12日㈬・20日㈭・28日㈮いずれも①10
時～11時②11時15分～12時15分③13時15分～14�
時15分④14時30分～15時30分（1日4講座）

場所 �勤労市民会館
定員 �各講座5人〈申込制（先着）〉
申込 �各講座開催直前まで
ほか �4日間とも同内容。1講座から受講可
問合 �勤労市民会館☎（88）1331

�しごと理解講座～医療事務とは
日時 �7月5日㈬9時30分～12時30分
場所 �勤労市民会館
定員 �20人〈申込制（先着）〉
申込 �6月20日㈫～7月4日㈫いずれも10時～☎で（勤労市

民会館HPも可）
問合 �勤労市民会館☎（88）1331

女性のための起業セミナー
日時 �7月6日㈭10時30分～12時30分
場所 �勤労市民会館
内容 �SNSを活用してスマートフォンでFacebookペー

ジをつくる
対象 �Facebookの個人アカウントを取得し、個人ペー

ジ作成済みの方15人〈申込制（先着）〉
申込 �6月20日㈫～7月5日㈬いずれも10時～☎で（勤労市

民会館HPも可）
ほか �費用500円
問合 �勤労市民会館☎（88）1331

�茅ヶ崎市主催合同企業説明会
日時 �7月12日㈬10時～12時（入退場自由）
場所 �勤労市民会館
対象 �求職中の方（高校生を除く）
ほか �20社参加予定。参加企業など詳細は市HP参照
問合 �雇用労働課雇用労働担当

�目指す仕事の明確化と業界探求講座
日時 �7月13日㈭9時30分～12時30分
場所 �勤労市民会館
定員 �20人〈申込制（先着）〉
申込 �6月20日㈫～7月12日㈬いずれも10時～☎で（勤労

市民会館HPも可）
問合 �勤労市民会館☎（88）1331

�
面接対策！自分に似合うカラー診断と非言
語コミュニケーションで印象力アップ講座

日時 �7月15日㈯9時30分～12時30分
場所 �勤労市民会館
定員 �20人〈申込制（先着）〉
申込 �6月20日㈫～7月14日㈮いずれも10時～☎で（勤労

市民会館HPも可）
問合 �勤労市民会館☎（88）1331

�
パワーポイントによるプレゼンテーショ
ン力向上講座

日時 �7月22日㈯10時～16時
場所 �勤労市民会館
対象 �就業者または求職中の方で、パソコンの起動な

どの基本操作ができる方20人〈申込制（抽選）。
バージョンはOffice2010以上が対象〉

申込 �7月15日㈯（必着）までに往復はがきに講座名、住
所・氏名・年齢・電話番号、パソコン貸し出し希
望の有無を記入し、〒253-0044新栄町13-32茅ヶ崎
市勤労市民会館へ

ほか �費用1500円。パソコン貸し出し300円
問合 �勤労市民会館☎（88）1331

生活
�不用品バンク（5月29日現在）

●不用品バンクは無料のみ対象です。詳細は市HP参照
〈ゆずります〉ベビーベッド▷学習机▷マッサージチェ
ア▷犬舎▷製図台〈ゆずってください〉食卓テーブル▷
ソファ一式▷整理タンス▷食器棚▷本棚▷パソコン・
プリンター台▷カラーボックス▷ダイニングセット▷
石油ストーブ▷ガスこんろ（都市ガス用）▷ポータブル
CDラジカセ▷冷蔵庫▷パソコン▷自転車▷卓球ラケッ
ト▷大人用三輪車▷電動アシスト自転車▷テニスラ
ケット▷リハビリパンツ・パッド▷寝具一式▷鉛筆削
り器▷介護用電動ベッド▷介護用バスボード▷シャ
ワーチェア
問合 �市民相談課消費生活センター

防災・消防
�
広げよう�救命の輪普通救命講習会（救急法）
心肺蘇生法、AEDの使用方法ほか

日時 �①7月29日㈯②8月6日㈰いずれも9時～12時
場所 �消防署
対象 �市内在住・在勤・在学で中学生以上の方25人〈申

込制（先着）〉
申込 �①7月3日㈪～21日㈮②7月13日㈭～31日㈪にいず

れも消防指導課へ
ほか �受講者には修了証を発行
問合 �消防指導課消防指導担当☎（85）4594

�
電話による119番通報が困難な方へ
NET119登録説明会

日時 �7月29日㈯10時～12時・14時～16時

場所 �市役所本庁舎消防作戦室
内容 �携帯電話、スマートフォンから消防へ通報するシ

ステムの登録と説明会
対象 �市内在住・在勤・在学で、聴覚、音声機能、言語

機能、そしゃく機能の障害などの理由で119番通
報が困難な方各10人〈申込制（先着）〉

申込 �6月15日㈭～希望する時間、住所・氏名・FAX番号
を記入し、 （85）1112へ（代理の方による☎も可）

ほか �身体障害者手帳など障害を証明できるもの、携帯
電話、スマートフォンを持参

問合 �指令情報課指令情報担当☎（85）4591

�
29年度前期危険物取扱者保安講習会
①1次募集②2次募集

期間 �8月22日㈫～10月4日㈬
対象 �危険物取扱者免状の取得者で、危険物の取り扱い

作業に従事している方〈申込制〉
申込 �①6月12日㈪～7月21日㈮（消印有効）②1次募集で

定員に達しなかった会場の講習日1週間前（必着）
までに、いずれも申込書（市役所予防課、消防署
各出張所で配布中。神奈川県危険物安全協会連合
会HPで取得も可）を〒238-0011横須賀市米が浜通
1-7-2サクマ横須賀ビル204号一般社団法人神奈川
県危険物安全協会連合会へ

ほか �費用4700円。日程の詳細は神奈川県危険物安全協
会連合会HP参照

問合 �予防課危険物担当、神奈川県危険物安全協会連合
会☎046（826）2177

�こんろからの出火を防止しましょう
　電気やガスを熱源とした調理器具などは、使用方法
を誤ると危険を伴います。2016年中のこんろによる火
災は、全国で3497件で、全火災の9％を占めています。
こんろの種類別では、ガスこんろによる火災が88％と
最も多く、大半を占めています。火災事例としては、
調理中に鍋を火にかけたままその場を離れてしまっ
た、衣服や周囲に置かれていた物に着火した、グリル
に付着した油などに着火などがあげられます。使用す
る際は取扱説明書をよく読み、安全に使用しましょう。
問合 �予防課予防担当

�放水訓練施設のご案内
　消防署小和田出張所（常盤町1－7）が開所しました。
この敷地内にある放水訓練施設（消火栓有）は、移動式
ホース格納箱の訓練場所として利用できます。詳細は
お問い合わせください。
問合 �警防救命課警防担当

採用・人事
�
教育委員会の非常勤嘱託職員
①学校給食調理員②教育施設業務員

人数 �若干名
対象 �①18歳～54歳の方（定年は60歳）②18歳以上の方
（いずれも高校生不可）

待遇 �①日額5280円。給食が実施される日の原則8時30
分～15時（年間185日以内。週3日または週5日勤務）
に市立小学校、学校給食共同調理場で勤務②日額
7500円。原則月～金曜日の8時30分～17時（年間
115日以内）に今宿小学校、北陽中学校で勤務

採用 �登録期間は申し込み後1年間とし、欠員時に選考
して任用

申込 �随時。申込書（市役所教育総務課・職員課・市政
情報コーナーで配布中。市HPで取得も可）を本人
が教育総務課へ持参

問合 �教育総務課総務担当

寄付
〈市へ〉大塚ウエルネスベンディング株式会社＝3万円
▷ちがらじ＝1万7100円▷東邦チタニウム株式会社＝
絵本▷J－classic＝書籍とCD▷株式会社ジェイコム湘
南�湘南局＝中高生向け図書、茅ヶ崎市制施行70周年
うちわ▷城ヶ崎渚＝書籍▷吉野節子＝書籍
〈社会福祉協議会〉▷テンダンス＝10万6652円▷茅ヶ崎
シルバーダンスの会＝1万円▷つるみね東ボランティ
アセンター＝6122円▷神奈川県自転車商協同組合茅ヶ
崎寒川支部＝12万3000円▷茅ヶ崎市ゴルフ協会＝3万
3000円▷茅ヶ崎市大型店連絡協議会＝5万円▷特定非
営利活動法人日本入れ歯リサイクル協会＝2万6810円
▷戸大建設工業株式会社＝2万5000円▷匿名＝4万円、
5000円

市のHP（パソコン用）URLhttp://www.city.chigasaki.kanagawa.jp/

市制施行70周年
記念事業

◆ 　　欄に詳細がないものは☎0467（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
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