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支所・出張所・市民窓口センターでの取り扱い業務は、
市 HPまたは各施設にお問い合わせください。

支所・出張所・
市民窓口センターを
ご利用ください

　身近な所で住民票の写しや戸籍謄本などの証明書交付手続きができます。支所・
出張所では証明書交付手続きの他にも、住所異動や国民健康保険・子育てに関する
手続きなどができます。� 【市民課戸籍住民担当・小出支所総務担当】

ハマミーナ出張所☎（58）6602
月〜金�8時30分〜17時（祝日�・�年末年始を除く）

萩園市民窓口センター ☎（88）7514
月〜金�8時30分〜17時（祝日�・�年末年始を除く）

辻堂駅前出張所 ☎（82）8182
月�・�水�・�金�8時30分〜17時�
火�・�木�8時30分〜19時30分
（祝日�・�年末年始を除く）
※�17時以降の取り扱い業務は、各種証明書
の交付（税証明など一部予約）と収納のみ

茅ヶ崎駅前市民窓口センター 
☎（87）6666
月〜金�8時30分〜19時30分
土�・�日、�祝日�8時30分〜17時
（年末年始を除く）�※�一部予約

香川駅前出張所 ☎（85）6700
月〜金�8時30分〜17時
（祝日�・�年末年始を除く）

小出支所 ☎（51）0005
月〜金�8時30分〜17時
（祝日�・�年末年始を除く）

近くて
便利！

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

�献血のご案内(400ml献血)
追加実施の日程は市 HP参照

日時 �9月4日㈪10時～12時・13時～16時
場所 �さがみ農協茅ヶ崎ビル南側
対象 �男性は17歳～69歳、女性は18歳～69歳(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
る方のみ)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

�
市民大楽まなびーな～夏バテ解消料理
加藤流マーボー茄子、ピーマンのお浸しなど

日時 �9月5日㈫10時～12時30分
場所 �ハマミーナまなびプラザ調理室
講師 �加藤イセ子さん(まなびの市民講師)
対象 �20歳以上の方15人〈申込制(先着)〉
申込 �8月20日㈰～☎090(2202)6416加藤へ
ほか �費用1000円�。調理実習あり
問合 �文化生涯学習課生涯学習担当

�
統合失調症家族教室～当事者の立場から

日時 �9月5日㈫14時～16時
場所 �保健所講堂
講師 �ピアサポーター（当事者）
対象 �統合失調症の方の家族〈申込制〉
申込 �開催日前日までに☎で
問合 �保健所保健予防課保健対策担当☎(38)3315

�
食生活改善講演会
「あぶら」の最新情報で健康食生活

日時 �9月15日㈮13時30分～15時30分
場所 �市役所分庁舎コミュニティホール
講師 �新海寛司さん(日清オイリオグループ㈱コーポ

レートコミュニケーション部広報IRグループ)
定員 �100人〈申込制(先着)〉
申込 �9月14日㈭までに☎で
問合 �保健所健康増進課健康づくり担当☎(38)3331

�
夏バテ知らずのチャチャっとご飯～抗酸化力
で夏の疲れを吹き飛ばす料理作り講座

日時 �9月10日㈰10時～13時
場所 �ハマミーナまなびプラザ調理室
講師 �嵐雅子さん(相模女子大学栄養科学部専任講師)
定員 �30人〈申込制(先着)〉
申込 �8月16日㈬～☎で
ほか �費用500円。調理実習あり
問合 �文化生涯学習課生涯学習担当

�
難病リハビリ教室
自宅でできるリハビリ体操

日時 �9月13日㈬14時～16時
場所 �保健所講堂
講師 �小倉一

かず

剛
たけ

(市立病院リハビリテーション科理学療法士)
対象 �難病患者の方と家族など20人〈申込制(先着)〉
申込 �9月4日㈪までに☎で
問合 �保健所保健予防課保健対策担当☎(38)3315

�
栄養教室～カラダが喜ぶ野菜生活
おいしい旬野菜をたっぷり食べよう

日時 �9月14日㈭10時～13時30分
場所 �男女共同参画推進センターいこりあ

定員 �20人〈申込制(先着)〉
申込 �9月12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

�
筋膜リリースで運動習慣づくり講演会
筋膜の役割とセルフケア（講話と運動体験）

日時 �9月14日㈭10時～12時
場所 �総合体育館
講師 �天川淑宏さん(東京医科大学八王子医療センター

理学療法士)
定員 �80人〈申込制(先着)〉
申込 �8月15日㈫～☎で
問合 �保健所健康増進課健康づくり担当☎(38)3331

�
健康増進講演会～毎日の健康づくりのた
めの3つの予防ポイント

日時 �9月19日㈫13時30分～15時
場所 �保健所講堂
内容 �①感染症・生活習慣病・虚弱（フレイル）予防の講

演②脳と身体のコグニサイズ運動の体験
講師 �①南出純二(市保健所長・医師）②ロボット「パルロ」

インストラクター
定員 �60人〈申込制(先着)〉
申込 �8月15日㈫～☎で
問合 �保健所健康増進課健康づくり担当☎(38)3331

�
楽しみながら自分で健康チェック
フレイルチェックしてみませんか

日時 �9月27日㈬14時～16時
場所 �小和田地区コミュニティセンター
対象 �市内在住のおおむね65歳以上の方30人〈申込制(先着)〉
申込 �8月16日㈬～9月25日㈪に☎で
問合 �企画経営課長寿社会推進担当

�がん集団検診～胃・大腸・乳（マンモグラ
フィ）・子宮がん

日時 �①10月4日㈬②10月14日㈯
場所 �保健所講堂
申込 �①8月29日㈫～②9月8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 各100人 1000円

大腸がん（便潜血検査） 40歳以上

午前・午後

各100人 600円

乳がん（マンモグラフィ） 40歳以上の偶数歳 各120人 ※1

子宮がん（頸部） 20歳以上
の偶数歳 各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

採用・人事
�
教育委員会の非常勤嘱託職員～学校給食調
理員

対象 �18歳～54歳の方（定年は60歳。高校生不可）
待遇 �給食が実施される日の原則8時30分～15時（年間約

185日。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。日額5280円）

採用 �登録期間は申し込み後1年間とし、欠員時に選考
して雇用

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

�就学時健康診断補助(看護師)の臨時職員
人数 �16人
対象 �看護師または准看護師の免許を持つ方
待遇 �時給1200円。10月19日㈭～11月30日㈭の平日12時

30分～15時30分(週2～3日程度)
申込 �8月15日㈫～9月5日㈫に写真（3cm×4cm）と看護

師免許証または准看護師免許証を本人が持参
問合 �学務課保健給食担当

�市立病院の職員～臨床工学技士
人数 �若干名
対象 �臨床工学技士免許を持つ方または2018年3月末ま

でに臨床工学技士技師免許取得見込みの方
採用 �2018年4月1日
申込 �8月15日㈫～9月8日㈮に簡易書留で申込書(市立病

院病院総務課、市役所職員課などで配布中。市HP
で取得も可)を〒253-0042本村5-15-1市立病院病院
総務課へ(持参も可）

ほか �試験日9月23日㈯
問合 �市立病院病院総務課経営総務担当☎(52)1111

�
選挙管理委員会の臨時職員登録者①選挙準
備②不在者投票③期日前投票④投票

対象 �18歳(高校生も可)～65歳程度までの方
待遇 �①②市役所勤務③市内各期日前投票所勤務④市内

各投票所勤務いずれも時給940円（1勤務につき7時
間45分を超える分は時給125％）

採用 �2020年3月31日までの登録とし、選挙事務が発生
した時に選考して採用

申込 �申込書(市役所選挙管理委員会事務局で配布中。
市HPで取得も可)を、〒253-8686市役所選挙管理委
員会事務局へ（本人が持参も可）

ほか �高校生は保護者と学校の許可が必要
問合 �選挙管理委員会事務局選挙担当

�監査委員・公平委員会委員を選任
監査委員
　議会選出の監査委員には、議会の同意を得て、広瀬
忠夫氏が選任されました。
　広瀬忠夫（ひろせ・ただお）1965年3月山梨県立日川
高等学校卒業。2003年4月茅ヶ崎市議会議員に当選。
第31代議長、環境厚生常任委員会委員長などを歴任。
（70歳）
公平委員会委員
　任期満了による公平委員会委員には、議会の同意を
得て、米﨑貴博氏が再任されました。
　米﨑貴博（よねざき・たかひろ）1994年3月神奈川県
立平塚工業高等学校卒業。1994年4月TOTO株式会社に
入社。TOTO　UNION茅ヶ崎支部長、湘南地域連合会計監
査、茅ヶ崎市公平委員会委員などを歴任。（42歳）
問合 �職員課人財育成担当

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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