
小雨決行
荒天中止

【サザンビーチフェスタ実行委員会事務局(亀井工業ホールディングス㈱内)☎(66)0500】

　今年で15回目となるサザンビーチフェスタ。「L
ラブ

OVE A
アンド
ND P

プライド
RIDE 

～明日を灯す～」をテーマに、美しく彩られたサザンビーチちがさき
で夏の夜をお楽しみください。

■未来“手”想図

タイルに手形を押して
もらい、サザンビーチ
ちか道に飾ります

手形除幕式
8月27日㈰9時～

■キャンドルトワイライト ■フラダンス

他 ■烏帽子イルミネーション　■波打ち際ライトアップ　■音楽ライブ など

(仮称)茅ヶ崎公園体験学習施設の建設工事着工

　 「海岸青少年会館・福祉会館複合施設
再整備基本計画」に基づく(仮称)茅ヶ崎
公園体験学習施設の基本・実施設計が完
了し、2019年1月の開館に向けて、建設
工事に着手します。
　近隣にお住まいのみなさんにはご迷惑
をお掛けしますが、ご理解いただきます
ようお願いいたします。
　なお、公園利用者の安全確保のため、
工事期間中は交通誘導員を配置します。

【建築課建築担当(工事に関すること)、青少年課育成担当(その他全般)】

公園内の他の施設(野球場、庭球場他)は、工事期間中も
通常通りご利用いただけます。

茅ヶ崎公園庭球場

体験学習施設
建設工事

工事車両通行経路
（一部横断箇所あり）

海岸青少年会館

場所 �総合体育館
対象 �市内在住・在勤・在学で22歳以上の女性、茅ヶ崎

レクリエーション卓球連盟に加盟している女性
〈申込制〉

申込 �8月1日㈫～15日㈫17時までに申込書（総合体育館
内スポーツ推進課で配布中。市HPで取得も可）を
持参

問合 �スポーツ推進課推進担当☎（82）7136

�
市総合体育大会
テニス競技一般の部（ダブルス）

日時 �9月17日㈰・18日㈪、10月8日㈰、9日㈪・15日㈰
いずれも9時～（予備日10月22日㈰・29日㈰）

場所 �茅ヶ崎公園庭球場
内容 �種目一般男子・女子・混合ダブルス・シニア混合

ダブルス（男子55歳以上・女子50歳以上）
対象 �市内在住・在勤・在学の方、茅ヶ崎市テニス協会

加盟団体に所属している方（ペア2人とも）〈申込
制〉

申込 �7月18日㈫～8月10日㈭17時までに申込書（総合体
育館内スポーツ推進課で配布中。市HPで取得も可）
を持参

ほか �費用1組1000円
問合 �スポーツ推進課推進担当☎（82）7136

�市スポーツ全国大会等出場祝金
　市民のスポーツ活動での活躍に期待し、激励と敬意
を表するため、全国大会以上の競技に出場する個人、
団体の選手、監督およびコーチに祝金を交付します。
当該大会出場日の30日後までの申請が必要です。詳細
は市HPまたはお問い合わせください。
問合 �スポーツ推進課推進担当☎（82）7136

健康
�
成人糖尿病教室
「糖尿病と付き合う方法」応用編

日時 �7月18日㈫14時～16時
場所 �市立病院
講師 �佐藤忍（市立病院代謝内分泌内科医師）他
定員 �50人〈当日先着〉
問合 �市立病院病院総務課経営総務担当☎（52）1111

�
精神科医師によるこころの健康相談
（精神保健福祉相談）

日時 �7月19日㈬・26日㈬、8月3日㈭いずれも14時～17時
場所 �保健所医療相談室
申込 �随時☎で
問合 �保健所保健予防課保健対策担当☎（38）3315

�エイズHIV抗体の検査（即日血液検査）
日時 �7月25日㈫9時～10時30分
場所 �保健所相談室9
申込 �随時☎で（匿名・年齢・性別で申し込みも可）
ほか �結果は約1時間後。判定保留の場合は、1週間後に

再度来所が必要
問合 �保健所保健予防課感染症対策担当☎（38）3315

�肝炎ウィルスB型・C型検査（血液検査）
日時 �7月25日㈫11時～11時30分
場所 �保健所相談室9
対象 �40歳未満で過去に検査を受けたことがない方〈申

込制〉
申込 �検査日前日までに☎で
問合 �保健所保健予防課感染症対策担当☎（38）3315

�
歯科講演会「健康は食の入り口から～お
いしく食べて健康でいるために」

日時 �8月3日㈭10時～12時
場所 �地域医療センター
内容 �唾液量の測定や唾液分泌のためのお口の体操など
講師 �茅ヶ崎歯科医師会�歯科医師・歯科衛生士
対象 �市内在住・在勤で65歳以上の方30人〈申込制（先

着）〉
申込 �7月18日㈫～開催日前日までに☎で
問合 �高齢福祉介護課支援給付担当

�
献血にご協力を（400ml献血）
追加実施の日程は市 HPに掲載

日時 �8月7日㈪10時～12時・13時～16時
場所 �さがみ農協茅ヶ崎ビル南側
内容 �17歳～69歳の男性、18歳～69歳の女性（65歳以上

の方は男女とも60歳～64歳に献血をした経験があ
る方）で、いずれも体重50kg以上の方

問合 �保健所地域保健課地域保健担当☎（38）3314

�もの忘れ相談�医師による相談
日時 �8月8日㈫14時～17時
場所 �保健所医療相談室
申込 �随時☎で
問合 �保健所保健予防課保健対策担当☎（38）3315

�
��抗酸化食品を食べて健康に
食事調査や抗酸化食品の取り方など

日時 �8月19日㈯10時～13時
場所 �ハマミーナまなびプラザ会議室
講師 �遠藤美智子さん（東京バイオテクノロジー専門学校

講師）
定員 �30人〈申込制（先着）〉
申込 �7月18日㈫～☎で
問合 �文化生涯学習課生涯学習担当

�
就業中の心のケア・メンタルヘルス講座
自分の健康は自分が守る

日時 �8月27日㈰9時30分～12時30分
場所 �勤労市民会館
対象 �就業中、就職活動中の方20人〈申込制（先着）〉
申込 �7月20日㈭～8月26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

�
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 �9月11日㈪・16日㈯
場所 �保健所講堂
申込 �8月10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（頸部） 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

�
蚊の発生しにくい環境づくりを
デング熱などの感染症に注意

　ジカ熱やデング熱などの感染症ウイルスを媒介する
ヒトスジシマカは、植木鉢の受け皿や放置された古タ
イヤに溜まった水などから幼虫が発生します。水が溜
まらないような工夫や、除草により風通しを良くする
など、蚊の発生しにくい環境づくりをしましょう。ま
た、外出する時はなるべく肌を露出せず、虫除けスプ
レーを使用するよう心掛けましょう。
問合 �保健所環境衛生課環境衛生担当☎（38）3317・保健

予防課感染症対策担当☎（38）3315

採用・人事
�
茅ヶ崎で保育士として働こう
ちがさき保育士就職相談会

日時 �8月5日㈯①13時～14時30分②14時30分～16時
場所 �市役所分庁舎コミュニティホール
内容 �①説明会（現場で働く保育士の声）②相談会（民間

保育園園長などとの個別相談）
定員 �60人程度〈申込制（先着）〉
申込 �7月28日㈮までに☎で（市HPも可）
問合 �保育課管理整備担当

�
教育委員会の非常勤嘱託職員
学校給食調理員

人数 �若干名
対象 �18歳～54歳の方（定年は60歳。高校生不可）
待遇 �日額5280円。給食を実施する日の原則8時30分～

15時（年間約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

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〉山田由梨＝絵画▷井上準＝30万円▷ザ・サーフ
スケーターズ＝3万円▷平本善昭＝1000円▷全日本プ
ロレス�チャリティー茅ヶ崎大会実行委員会＝5万円▷
株式会社たまや＝デジタルサイネージ

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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