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急病のときは
事前に連絡してから受診してください

救急病院
茅 ヶ 崎 市 立 病 院　本村5-15-1	 ☎（52）1111
湘南東部総合病院　西久保500	 ☎（83）9111
茅ヶ崎徳洲会病院　幸町14-1	 ☎（58）1311

休日・夜間急患センター
地域医療センター1階　本村5-9-5	 ☎（52）1611
日曜日・祝日・年末年始（いずれも12時～13時は除く）
　［内科］�9時〜23時（午前受付11時30分まで、夜

間受付22時30分まで）
　［小児科・外科・歯科］9時〜17時
　　　　（午前受付11時30分まで。歯科除く）
平日・土曜日夜間（受付22時30分まで）
［内科・小児科］20時〜23時

耳鼻咽
いん

喉
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科/眼科救急
日曜日・祝日・年末年始

当日の診療場所・時間は消防本部救急医療情報案内
テレフォンガイドでご確認ください☎（85）0119

かながわ小児救急ダイヤル
毎日18時〜24時

子どもの体調のことで判断に迷ったときのための、
看護師などによる電話相談	 ☎045（722）8000

美しい姿勢を保つ～骨のアンチエイジング
骨密度測定で骨の健康度チェック

日時 	5月30日㈬9時30分〜・10時〜・10時30分〜・11時
〜いずれも1時間程度

場所 	保健所
内容 	骨粗しょう症予防のための骨と健康に関する講

話・試食、骨密度測定
対象 	20歳〜64歳の方各回15人〈申込制(先着)。4月以降

測定していない方、女性優先〉
申込 	5月1日㈫〜☎または市HPで
問合 	保健所健康増進課健康づくり担当☎(38)3331

スポーツクラブで60歳からのフィット
ネス教室(水着着用あり)

内容 	体力に合わせた体操、水中ウオーキング、筋力ト
レーニングを全10回実施

対象 	60歳以上の方各20人〈申込制(抽選)。要支援、要
介護認定を受けているまたは申請中の方は不可〉

申込 	各実施施設の申込期限までに申込書(市役所高齢
福祉介護課、小出支所、各公民館などで配布中。
市HPで取得も可)を持参( koureikaigo@city.chi
gasaki.kanagawa.jpまたは (82)1435も可)

ほか 	費用3086円(初回時に支払い。途中返金不可)。初
回時の健康診断は参加必須

問合 	高齢福祉介護課生きがい創出担当
実施施設 日程 申込期限

スポーツクラブ
NAS茅ヶ崎
☎(57)7741

5月30日㈬〜7月4日㈬の毎週水・
金曜日11時〜13時(6月1日㈮は
除く)
※5月30日㈬は12時〜14時で健
康診断のみ実施(参加必須)

5月16日㈬

ロコスポーツ湘南
☎(87)6515

6月1日㈮〜7月3日㈫の毎週火・
金曜日9時〜11時
※6月1日㈮は13時〜15時で健
康診断のみ実施(参加必須)

5月18日㈮

パルバル湘南
スポーツクラブ
☎(54)4411

6月18日㈪〜7月19日㈭の毎週
月・木曜日10時30分〜12時30分
※6月18日㈪は11時30分〜13時
30分で健康診断のみ実施(参加
必須)

6月4日㈪

ダンロップスポー
ツクラブ茅ヶ崎
☎(59)1795

6月21日㈭〜7月26日㈭の毎週
月・木曜日14時〜16時(7月16日
(月･祝)は除く)

6月7日㈭

栄養教室～気になる血糖値や中性脂肪も
まだ間に合う！健診前に食事を見直そう

日時 	6月1日㈮10時〜12時
場所 	保健所第1会議室
内容 	食事や生活習慣をチェックし、改善ポイントを学ぶ
対象 	40歳〜74歳の方30人〈申込制(先着)〉
申込 	5月31日㈭までに☎で
問合 	保健所健康増進課健康づくり担当☎(38)3331

6月4日～10日は歯と口の健康週間
「歯っぴぃデー」

〈むし歯菌の観察、ブラッシング指導、歯科相談他〉
日時 	6月3日㈰10時〜14時(最終受付13時30分)
場所 	市役所本庁舎市民ふれあいプラザ
〈ミニ親子歯科教室〉
日時 	6月3日㈰①10時15分〜②11時〜③11時45分〜(各回

30分)
場所 	市役所本庁舎市民ふれあいプラザ
対象 	①1歳未満の子どもと保護者②③1歳〜就学前の子

どもと保護者各10組〈いずれも申込制(先着)〉
申込 		5月1日㈫〜☎で
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

日時 	6月23日㈯
場所 	保健所講堂
申込 	5月16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2019(平成31)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(1944（昭和19）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

産業・雇用
市主催�合同企業説明会～参加企業募集

日時 	7月4日㈬10時〜12時
場所 	勤労市民会館
対象 	企業20社程度〈申込制。応募多数の場合は調整〉
申込 	5月14日㈪までに☎で(申込書（市HPで取得可）を

(57)8377も可)
問合 	雇用労働課雇用労働担当

採用・人事
市役所の職員

職種 	①事務A②事務B③事務(障害者)④土木⑤建築⑥機
械⑦栄養士⑧保育士⑨保健師⑩精神保健福祉士A
⑪精神保健福祉士B⑫病院事務(診療情報管理士)

人数 	①30人程度②〜⑫若干名
対象 	①平成3年4月2日〜平成9年4月1日に生まれた方②昭

和53年4月2日〜平成3年4月1日に生まれた方③昭和
43年4月2日〜平成9年4月1日に生まれた方④〜⑥昭
和53年4月2日〜平成9年4月1日に生まれた方⑦〜⑨
⑫昭和53年4月2日以降に生まれた方⑩⑪昭和58年4
月2日以降に生まれた方（いずれも他に条件あり）

採用 	10月または2019年4月予定
申込 	5月7日㈪までにe-kanagawa電子申請で
ほか 	1次試験5月27日㈰。詳細は試験案内(市役所職員

課・市政情報コーナーなどで配布中。市HPで取得
も可)参照

問合 	職員課人財育成担当

市役所の休業代替任期付職員
職種 	①事務②保育士③保健師④現業用務職(学校給食

調理員)
人数 	①10人程度②〜④若干名
対象 	②③資格が必要
採用 	職員の休業の取得状況による

申込 	5月7日㈪までにe-kanagawa電子申請で
ほか 	1次試験5月27日㈰。詳細は試験案内(市役所職員

課・市政情報コーナーなどで配布中。市HPで取得
も可)参照

問合 	職員課人財育成担当

市役所の特定任期付職員(弁護士)
人数 	1人
対象 	2018年4月1日時点で弁護士として継続して2年以

上の実務経験がある方
採用 	7月1日
申込 	5月7日㈪(必着)までに申込書(市役所職員課・市政

情報コーナーなどで配布中。市HPで取得も可)を
市役所職員課へ本人が持参(〒253-8686茅ヶ崎市
役所職員課へも可)

ほか 	1次試験は書類選考。詳細は試験案内(市役所職員
課・市政情報コーナーなどで配布中。市HPで取得
も可)参照

問合 	職員課人財育成担当

市立病院の看護職員・任期付職員
職種 	①助産師②看護師A③看護師B④助産師(任期付)⑤

看護師(任期付)	
人数 	①〜③計30人程度④⑤計30人程度
対象 	①助産師免許を持つ方または2019年3月末までに

取得見込みの方②⑤看護師免許を持つ方③看護師
免許を2019年3月末までに取得見込みの方④助産
師免許を持つ方

申込 	5月28日㈪(必着)までに簡易書留で申込書(市立病
院病院総務課、市役所職員課で配布中。市立病院
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6月9日㈯
問合 	市立病院病院総務課経営総務担当☎(52)1111

市役所の非常勤嘱託職員
職種 	①一般事務②介護認定調査業務③保健指導業務④

収集作業業務
人数 	①若干名②若干名③④各1人
対象 	いずれも満18歳以上②③は資格が必要
待遇 	日額①5000円他②1万1000円③8250円④8400円
採用 	7月1日（予定）
申込 	5月18日㈮に申込書(5月1日㈫〜市役所職員課・市

政情報コーナーなどで配布。市HPで取得も可)を
本人が持参

ほか 	申込時に1次試験(小論文)を実施。詳細は試験案
内（市役所職員課・市政情報コーナーなどで配布
中。市HPで取得も可）参照

問合 	職員課人財育成担当

市役所の一般任期付職員（保育士）
人数 	若干名
対象 	保育士の資格を持つ方
採用 	10月1日(予定)
申込 	5月7日㈪までにe-kanagawa電子申請で
ほか 	1次試験5月27日㈰。詳細は試験案内（市役所職員

課・市政情報コーナーなどで配布中。市HPで取得
も可）

問合 	職員課人財育成担当

▷交通事故４３〈137〉	▷交通事故死者0〈0〉	▷交通事故負傷者５２〈164〉	▷犯罪発生９０〈237〉
▷火災２〈10〉	▷救急車の出動９２１〈2921〉		火災の問い合わせは、	☎（82）2119へ

交通事故・犯罪発生・火災件数
3月の件数〈2018年（平成30年）の累計〉
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いつもニコニコ笑顔のひなたくんです！
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★2017年8月生まれ（広報ちがさき2018年7月1日号と市 HPに掲載）の市内
在住の赤ちゃんの写真（頭まで写っているもの）を募集します。2018年5月1
日㈫～31日㈭（必着）に市 HP内「広報ちがさき」の「すこやか赤ちゃん」コー
ナー応募フォーム、または郵送（写真の裏に赤ちゃんの住所・氏名（ふりがな）・
生年月日・電話番号、20字以内の赤ちゃん紹介を記入し、〒253-8686茅ヶ
崎市役所秘書広報課すこやか赤ちゃん係へ）でご応募ください（1人1点の
み）。なお、応募写真は返却致しませんのでご了承ください。今回の応募は20点でした

2017年6月生まれ
HP


