
　大地震などにより大規模な火災が発生した時に緊急的に避難する場所であ
る広域避難場所の見直しを行い、これまでの8か所から21か所に指定を拡大し
ました。今回の見直し内容についての説明会を開催しますので、ぜひご参加
ください。

【防災対策課政策担当】

柳島スポーツ公園などを追加
　市では、人口増加や都市構造の変化などを踏まえ、2017年1月から現状
の広域避難場所の課題や新規指定の考え方、候補地などについて検討を
行ってきました。この検討結果をもとに見直しを行い、新たに柳島スポー
ツ公園や民間施設などを指定しました。
　説明会では、見直しの内容、新たな広域避難場所、火災からの避難の
特徴などについて説明します。

大規模地震火災に備え
広域避難場所の見直し結果の説明会を開催

日時 内容 講師 場所

6月9日㈯
14時～16時

2020の経済効果
東京五輪と経済

岡田晃
あきら

さん
(大阪経済大学客員教授・経済評論家)

市役所
本庁舎

会議室4・5

6月16日㈯
15時～17時

お金の未来
通貨と仮想通貨

岩村充
みつる

さん
（早稲田大学大学院経営管理研究科教授）

6月23日㈯
14時～16時

これからの日本経済と
わたしたちの暮らし

田中政広さん
（野村証券株式会社投資情報部証券学習
開発課課長）

　２0２0年東京五輪の経済効果や仮想通貨などに
ついて全３回の講義で学び、これからの日本経済
がどのように変化していくのかを考えます。
　　　　定員　90人〈申込制（先着）〉
　　　　申込　5月２１日㈪～☎で

※ 最終日は講義終了後に修了式を行います
【文化生涯学習課生涯学習担当】

日時 場所 定員

6月5日㈫ 14時～15時・19時～20時 市役所本庁舎会議室4 各70人

6月１0日㈰ 10時30分～11時30分 市役所分庁舎コミュニティホール 100人
※ 説明会は同一内容。事前申し込み不要

いま知っておきたい経済学
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対象 �市内在住・在勤・在学の方で編成されたチーム〈申込制〉
申込 �6月1日㈮までに☎で(住所・氏名・電話番号を記

入し �(83)1953も可)
問合 �茅ヶ崎ソフトバレーボール連盟☎(83)1953山上

�
市総合体育大会～柔道競技
個人・団体

日時 �7月1日㈰10時～
場所 �総合体育館
内容 �幼年・小学生・中学生(男女)・一般無段者・一般

有段者の部(参加人数により変更あり)
対象 �市内在住・在勤・在学の方、または茅ヶ崎市柔道

協会登録の方〈申込制〉
申込 �6月8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

�フロアボール20１8�in�ちがさき①教室②大会
日時 �7月1日㈰9時～
場所 �総合体育館
対象 �市内または寒川町に在住・在勤・在学で①小学生

以上の方（当日参加も可）②小学生以上の方で構成
された6人以上のグループ〈いずれも申込制〉

申込 �①当日までに②6月22日㈮17時までにいずれも申
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)をスポーツ推進課へ持参

問合 �茅ヶ崎フロアボール協会☎090(8516)6971樋口

�
サーフィン&ボディボード体験教室
①大人②ジュニア

日時 �①7月7日㈯(予備日21日㈯)②7月27日㈮(予備日8月3
日㈮)いずれも9時～10時30分・11時～12時30分

場所 �茅ヶ崎海岸ヘッドランド付近
対象 �①市内在住・在勤の初心者各25人(サーフィン15

人、ボディボード10人)②市内在住・在学で小・
中学生の初心者各20人(サーフィン10人、ボディー
ボード10人)〈いずれも申込制(抽選)〉

申込 �6月2日㈯①9時45分～10時②11時～11時15分にい
ずれも総合体育館会議室で整理券を配布(1人1枚、
代理人可)

ほか �費用各2500円(保険料、レンタル料込み)
問合 �総合体育館☎(82)7175

�市総合体育大会～水泳競技
日時 �7月8日㈰9時～
場所 �屋内温水プール
内容 �自由形・平泳ぎ・背泳ぎ・バタフライいずれも小

学生・中学生・一般・一般団体(男・女)の部
対象 �市内在住・在勤・在学で小学生以上の方、または

茅ヶ崎水泳協会登録者〈申込制。小学3年生以下は
5人につき保護者1人同伴〉

申込 �6月8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 �競技順などは大会要項(市HPで取得可)参照。大会
補助役員募集中

問合 �スポーツ推進課推進担当☎(82)7136

�
茅ヶ崎インディアカ総合大会
(男子・女子・交流)

日時 �7月15日㈰9時～
場所 �市体育館
対象 �茅ヶ崎インディアカ協会員・愛好者・市内中学生

以上のチームまたは個人〈申込制〉
申込 �6月29日㈮17時までに申込書(市 HP で取得可)を �

(88)6007で
ほか �参加費1チーム2000円。交流の部は1人200円
問合 �茅ヶ崎インディアカ協会☎(88)6007森元

�
市総合体育大会～ソフトテニス競技
一般の部・ダブルス

日時 �7月15日㈰9時～(予備日7月22日㈰)
場所 �茅ヶ崎公園庭球場
内容 �ダブルス戦一般男子・女子、45歳以上男子・女子、

60歳以上男子・女子
対象 �市内在住・在勤・在学で高校生以上の方または茅ヶ

崎市ソフトテニス協会登録者〈申込制〉
申込 �6月29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

採用
�市役所の職員

職種 �現業用務職(教育施設業務員)
人数 �若干名
対象 �昭和47年4月2日～平成9年4月1日に生まれた方
採用 �10月（予定）
申込 �5月21日㈪～6月5日㈫にe-kanagawa電子申請で
ほか �1次試験6月17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

�教育委員会の非常勤嘱託職員
職種 �①学校給食調理員②教育施設業務員
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5445円(給食が実施される日で、週5日(年

間約185日)、原則8時30分～15時に市立小学校、
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113日以内)に市立
小・中学校で勤務)

採用 �登録期間は申し込み後1年間とし、欠員時に連絡・
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
が持参

問合 �教育総務課総務担当

�市スクールソーシャルワーカー
人数 �1人
内容 �市立小・中学校に通う、問題を抱える児童・生徒

が置かれた環境への働きかけや、保護者や教職員
などに対する支援・相談・情報提供など

対象 �社会福祉士や精神保健福祉士の資格を有する方、
または教育と福祉両面に専門的な知識技術を有し、
過去に教育や福祉の分野で活動した経験がある方

待遇 �日額2万3000円(原則月～金曜日9時～17時、年間
135日程度。勤務日数は要相談)

採用 �7月1日～2019年3月31日
申込 �5月15日㈫～31日㈭に申込書(市役所学校教育指導

課で配布中。市HPで取得も可)を本人が持参
ほか �申込時に面接日(6月中)を指定。小論文試験あり
問合 �学校教育指導課指導担当

�市立病院の任期付臨床検査技師
人数 �1人
対象 �臨床検査技師免許を持つ方
申込 �6月11日㈪(必着)までに書留で申込書(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23日㈯
問合 �市立病院病院総務課経営総務担当☎(52)1111

�
ふれあい補助員(通常級担当・特別支援
学級担当・個別支援担当)の登録

内容 �市立小・中学校での学習・生活指導の補助、身辺
介助など(月～金曜日8時30分～15時。年間約150日)

対象 �2018年4月1日現在で18歳以上の方(通常級担当は
教員免許を持っていることが望ましい)

申込 �随時。申込書(学校教育指導課で配布中。市HPで
取得も可)を本人が持参

ほか �欠員時に書類選考、面接と小論文試験を実施(登
録は他への就職活動を制限するものではありませ
ん)。詳細は市HP参照

問合 �学校教育指導課指導担当

寄付(敬称略)
〈市へ〉関電不動産開発株式会社＝土地、建物▷石井明
子＝土地▷株式会社エイヴイ＝1000万円▷ちがらじ＝
7000円▷NPO法人もったいないジャパン＝車椅子▷今
宿小学校手をつなぐ会＝赤外線暖房機▷国際ソロプチ
ミスト茅ヶ崎＝折鶴想いやりと希望(DVD)▷松風台自治
会＝屋外用電波掛時計▷浅岡建設株式会社＝河津桜▷
株式会社ニュー・クイック＝ボッチャボール、ミニ耕
運機など▷有限会社レイライン＝中学生向け書籍
〈市民活動げんき基金へ(2017年12月31日～3月31日)〉有
限会社ハスキー企画＝計20回総額6万7100円▷歌声サ
ロン「チーパッパ」＝計5回1万2421円▷茅ヶ崎ダンスス
ポーツ連盟小林勝＝3万円▷布・工房くまじきもの研
究会＝2万8000円▷益永律子＝1万円▷GARA中海岸＝
3000円▷大衆割烹みや川＝3000円▷Loco kitchen＝
3000円▷NAND CAFÉ＝2000円▷ミコノスキッチン＝
2000円▷匿名＝計5人総額11万1000円▷2018年度実施
市民活動げんき基金補助事業公開ヒアリング・公開プ
レゼンテーション設置募金箱＝8834円

◆ 　　欄に詳細がないものは　　へ☎（市役所は☎（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

問合
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