
（5面へ続く）

で配布中。市HPで取得も可）を （86）6601または
souden@chigasaki-cci.or.jpも可）

ほか �費用5000円
問合 �茅ヶ崎商工会議所☎(58)1111

�
第4回創業・新事業進出フォーラム～情報セ
キュリティの講座とブース展示会

日時 �10月6日㈮13時30分～17時
場所 �藤沢商工会館(ミナパーク)6階多目的ホール（藤沢

市藤沢607-1）
内容 �基調講演「ハッカー文化とセキュリティビジネス」、

企業や大学研究者の取り組み紹介など
講師 �佐

さ

内
ない

大
だい

司
し

さん（アズビルセキュリティフライデー
㈱代表取締役社長）

ほか �詳細は湘南産業振興財団HP参照
問合 �湘南産業振興財団☎0466(21)3811

�
第62回畜産まつり～市内の乳牛を間近
で見よう

日時 �10月7日㈯10時～14時(荒天中止)
場所 �県立茅ケ崎里山公園
内容 �乳牛のコンテスト、子牛とのふれあい体験、豚汁・

地場野菜などの販売他
問合 �農業水産課農業担当

わかもの就職支援セミナー
①社会人力養成編②面接練習編

日時 �10月10日㈫①10時～13時②14時～17時
場所 �勤労市民会館
対象 �県内在住で39歳以下の方各30人〈申込制（抽選）〉
申込 �10月5日㈭までに☎で（氏名・年齢・電話番号、希望

日程を記入し、 045(548)9795または kanagawa-
　　wakamono@sigma-staff.co.jpも可）
問合 �かながわ若者就職支援センター事務局☎045（548）

9791、雇用労働課雇用労働担当

�
街頭労働相談会
働く上での問題解決のための相談

日時 �10月12日㈭12時～18時
場所 �茅ケ崎駅北口ペデストリアンデッキ
講師 �かながわ労働センター職員、社会保険労務士
問合 �雇用労働課雇用労働担当

�ワーク・ライフ・バランス講座
日時 �10月14日㈯9時30分～12時
場所 �勤労市民会館
定員 �20人〈申込制（先着）〉
申込 �9月20日㈬～10月13日㈮に☎または勤労市民会館HPで
問合 �勤労市民会館☎(88)1331

�女性のためのエクセル初級講座
日時 �10月16日～11月6日の毎週月曜日9時30分～12時

(全4回)
場所 �男女共同参画推進センターいこりあ
講師 �パソコンボランティア湘南
対象 �市内在住でローマ字入力ができる女性30人〈申込

制（先着）〉
申込 �9月15日㈮～☎で（市HPも可）
ほか �費用2000円（テキスト代）。Excel2007以上搭載の

パソコン持参（パソコン貸し出し1回300円、先着
12台）。託児6か月～未就学児10人〈申込制（先着）。
10月5日㈭まで〉

問合 �男女共同参画課男女共同推進担当☎(57)1414
企業連携講座「㈱アルバック工場見学～身近
な製品の開発に使用されている真空技術」

日時 �10月16日㈪14時30分～16時30分
場所 �㈱アルバック
対象 �20歳以上の方20人〈申込制（先着）〉
申込 �9月20日㈬～☎で
ほか �マイクロバスで送迎
問合 �文化生涯学習課生涯学習担当

�起業女子のための初めての確定申告講座
日時 �10月19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 �9月20日㈬～10月18日㈬に☎または勤労市民会館HPで
問合 �勤労市民会館☎(88)1331

50歳前後の就職支援講座～中高年のライ
フプランを設計

日時 �10月21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 �9月20日㈬～10月20日㈮に☎または勤労市民会館HPで
問合 �勤労市民会館☎(88)1331

約30事業所による戸塚・藤沢障害者合同
面接会

日時 �10月26日㈭13時～16時（開場12時30分）
場所 �秩父宮記念体育館（藤沢市鵠沼東）
申込 �10月6日㈮までに☎で
問合 �ハローワーク藤沢専門援助部門☎0466(23)8609

60歳以上の方の就職支援講座～リタイア
後の働きがいを探す

日時 �10月31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 �9月20日㈬～10月30日㈪に☎または勤労市民会館HPで
問合 �勤労市民会館☎(88)1331

短期労働講座①②知っておきたい労働法の最
新情報③人材確保のできる企業のポイント

日時 �①10月31日㈫②11月2日㈭③11月8日㈬いずれも18
時30分～20時30分

場所 �勤労市民会館
講師 �①②島田陽一さん（早稲田大学教授）③細川良

りょう

さん
（独立行政法人労働政策研究・研修機構研究員）

定員 �各回50人〈申込制（先着）。1回のみの受講可〉
申込 �いずれも開催日前日までに☎で（かながわ労働セ

ンターHPも可）
問合 �かながわ労働センター湘南支所☎0463(22)2711

市民参加・市民活動
�自転車のまち茅ヶ崎の「あす」を語ろう

日時 �10月6日㈮14時～16時30分
場所 �市役所分庁舎A・B会議室
講師 �内海潤さん(NPO法人自転車活用推進研究会事務局長)
定員 �70人〈当日先着〉
ほか �市民活動げんき基金補助事業
問合 �ちがさきサイクルライフ研究会☎080(3392)7914�山田

�市民の集い（市民集会)～海岸地区
日時 �10月7日㈯13時30分～
場所 �福祉会館
内容 �まちぢから協議会が主催し、市民と行政（市長・

職員）との対話を図る
問合 �市民自治推進課地域自治担当

健康
�エイズHIV抗体の検査（即日血液検査）

日時 �9月26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 �9月26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ていない方〈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

�
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 �9月27日㈬、10月11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

�高齢者インフルエンザ予防接種
期間 �10月1日㈰～12月31日㈰
場所 �実施医療機関（市HP参照）
対象 �①接種日現在65歳以上の方（健康保険証など住所・

生年月日のわかるものを持参）②接種日現在60歳
～64歳で心臓、腎臓、呼吸器、または免疫の機能
障害で1級の身体障害者手帳を所持している方（身
体障害者手帳持参）

ほか �費用2000円（生活保護世帯は免除。生活保護受給
票・休日夜間受診票持参）

問合 �保健所健康増進課こども健康・予防接種担当☎
　　（38）3331

�
高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種の助成
対象の変更

　2019年4月より、高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種
の助成の対象が、年度末年齢で65歳の方のみとなりま
す。初めて接種する方で、現在年度末年齢65歳以上の
方は、2019年4月以降助成を受けることができません
のでご注意ください。
問合 �保健所健康増進課こども健康・予防接種担当☎
（38）3331

�保健所の講座
申込 �いずれも実施日の前日まで（土・日曜日はそれ以

前の平日）
問合 �保健所健康増進課こども健康・予防接種担当☎
（38)3331

区分（いずれも申込制） 対象 日程(10月)

プレママ教室 初めて母親になる方 2日㈪

ママサポ教室 初めて父親になる方と妻 14日㈯・16日㈪

離乳食講習会 4～6か月児をもつ保護者※ 5日㈭・26日㈭
1歳児の食事と歯の教
室

2016年10月・11月生まれの
子と保護者※ 23日㈪

※�第1子優先。対象の詳細はお問い合わせください

�
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 �10月2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

�
これからも健康で活動的に過ごすために
知っておきたい食事の基礎知識

日時 �10月11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
対象 �60歳以上の方20人〈申込制（先着）〉
申込 �10月6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

�食品衛生責任者養成講習会
日時 �10月18日㈬10時～17時
場所 �市役所本庁舎会議室2・3
対象 �栄養士、調理師、製菓衛生師などの資格を持って

いない方170人〈申込制（先着）〉
申込 �10月4日㈬10時～12時に保健所会議室で(県食品衛

生協会HPも可)
ほか �申し込み時に費用1万円(受講料)が必要
問合 �茅ヶ崎地区食品衛生協会☎(85)1098

�
アルコール教室～医師による講話・グループ
ディスカッション

日時 �10月18日㈬14時30分～16時
場所 �保健所第1会議室
対象 �アルコール問題を抱えている本人と家族〈申込制〉
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

文化・歴史
�
�日本文学朗読会�東

ひがし

直子作
「とりつくしま」より「ロージン」、「名前」

日時 �9月26日㈫11時～
場所 �ハスキーズギャラリー
講師 �椿

つばき

野
の

枝
え

さん、里村由実さん（朗読サロン「六花」）
ほか �費用500円（うち200円を市民活動げんき基金に寄付）
問合 �ハスキーズギャラリー☎（88）1811

��
市史講座「南湖院の医師たち」～結核療養所南湖
院で治療に尽力した医師たちの人物像と経歴

日時 �9月30日㈯10時～12時
場所 �太陽の郷（旧南湖院）博修館
講師 �大島英夫さん（茅ヶ崎市史編集員）
定員 �80人〈申込制（先着）〉
申込 �9月15日㈮～☎で
問合 文化生涯学習課市史編さん担当

��
市民大楽まなびーな
「石井抱

ほう

旦
たん

と創る宮沢賢治の世界」
日時 �10月12日㈭10時～12時
場所 �ハマミーナまなびプラザ会議室
講師 �青木照明さん（まなびの市民講師）
対象 �20歳以上の方25人〈申込制（先着）〉

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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