
対象 �市内在住・在勤・在学の方〈申込制〉
申込 �8月31日㈮(必着)までに往復はがきに住所・氏名・

年齢(学年)・電話番号、演奏形態・曲目・作曲者名・
演奏時間(10分以内、声楽・高校生以下は7分以内)・
伴奏者氏名を記入し、〒251-0026藤沢市鵠沼東
4-13-203水野玲

れい

子
こ

へ
ほか �費用3000円。高校生以下は10月30日㈫18時～リ

ハーサルあり(参加必須)
問合 �音楽部会☎0466(50)1903水野

�
「ちがさき第九を歌う会」合唱団員募集
①ソプラノ・アルト②テノール・バス

内容 �12月16日㈰に開催の第34回第九演奏会に出演の合
唱団員

対象 �小学5年生以上で練習日程(全15回)の3分の2以上
参加できる方①各70人②各30人〈申込制(先着)〉

申込 �7月21日㈯～28日㈯に申込書(市民文化会館仮事務
所(十間坂)で配布中)を市民文化会館仮事務所へ
持参(申込書は1人1枚)

ほか �費用6000円、高校生以下4000円(申込時支払)。練
習初日とリハーサルの参加は必須

問合 �市民文化会館仮事務所☎(85)1123

スポーツ
�
市営水泳プールのレッスン①ジュニア短期教室
②ワンポイントレッスン③アクアウォーキング

場所 �浜須賀水泳プール、殿山水泳プール
日時 �①7月23日㈪～25日㈬、7月26日㈭～30日㈪(7月28

日㈯・29日㈰除く)、8月15日㈬～17日㈮、8月20
日㈪～22日㈬いずれも9時～10時②7月17日㈫・18
日㈬いずれも10時～11時③7月19日㈭・20日㈮い
ずれも10時～11時

対象 �①3歳～小学生25人②③18歳以上の方15人〈いずれ
も申込制(①抽選②③先着)〉

申込 �①7月20日㈮までに往復はがきに希望するプール
名、希望期間・住所・参加者と保護者氏名・生年
月日・性別・電話番号を記入し、〒253-0051若松
町12-1茅ヶ崎スポーツパートナージュニア短期教
室募集係へ②③当日までに☎で

ほか �費用(別途入場料あり)①各期間3000円②③1回500円
問合 �浜須賀水泳プール☎(88)0050、殿山水泳プール☎

(52)4321

�
トレーニング室利用者講習会
①総合体育館②屋内温水プール

日時 �①8月6日 ㈪18時 ～18時45分・18時45分 ～19時30
分、8月25日 ㈯9時 ～9時45分・9時45分 ～10時30
分②8月5日㈰9時30分～10時30分、8月16日㈭18
時～19時

対象 �15歳以上の方各30人〈申込制(先着)。中学生不可〉
申込 �①7月27日㈮8時30分～②7月21日㈯9時～各施設窓

口または☎で
問合 �①総合体育館☎(82)7175②屋内温水プール☎

(84)1144

�
屋内温水プール�休館日イベント
無料体験スキューバダイビング

日時 �8月13日㈪10時～12時・13時～16時で1コマ30分間
場所 �屋内温水プール
対象 �16歳以上の方50人〈申込制(先着)。1コマ5人程度〉
申込 �7月13日㈮～窓口で
ほか �水着持参。ウェットスーツ不要
問合 �屋内温水プール☎(84)1144中村・原田

�
湘南地区小学生ソフトテニス
選手権大会(ダブルス)

日時 �8月19日㈰9時～(予備日8月26日㈰)
場所 �茅ヶ崎公園庭球場
対象 �市内・藤沢市・寒川町・鎌倉市に在住・在学でソ

フトテニスの試合ができる小学生のペア〈申込制〉
申込 �8月1日㈬(必着)までにはがきにペアの住所・氏名・

性別・電話番号・学年を記入し、〒253-0084円蔵
2524-1水村博へ( (85)6617も可)�

ほか �費用1人750円
問合 �茅ヶ崎ソフトテニス協会☎(85)6617水村

�夏休みカンフー体験教室
日時 �8月26日㈰9時30分～11時30分
場所 �総合体育館　
対象 �市内在住・在学で小学生以上の方20人〈申込制(先

着)。小学生は保護者同伴〉
申込 �7月16日(月･祝)～☎で(住所・氏名・電話番号を記入

し、� �(86)9648も可)

ほか �費用1人1500円(子どもは1家族複数でも同額)。上
履き持参

問合 �茅ヶ崎太極拳協会☎(86)9648深井

�
市総合体育大会
フットサル競技小学生の部

日時 �9月1日㈯9時～
場所 �総合体育館
対象 �市内在住で小学1～3年生5人以上と監督1人で構成

されたチーム16チーム�〈申込制(先着)〉
申込 �7月31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 �8月4日㈯18時～総合体育館で代表者会議あり
問合 �スポーツ推進課推進担当☎(82)7136

�卓球教室(全6回)
日時 �9月1日～10月6日の毎週土曜日18時～20時30分
場所 �総合体育館
対象 �市内在住・在勤・在学で中学生以上の方60人〈申

込制(抽選)。中学生のみの参加は保護者の承諾書
が必要〉

申込 �7月28日㈯18時～18時15分に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2000円
問合 �総合体育館☎(82)7175

�秋季市民レディーステニス教室
日時 �9月3日㈪～6日㈭9時～11時(予備日7日㈮・11日㈫)
場所 �茅ヶ崎公園庭球場
対象 �市内在住・在勤・在学または茅ヶ崎市テニス協会

加盟団体所属で20歳以上の初・中級者の女性48人
〈申込制(抽選)〉

申込 �8月15日㈬(消印有効)までに往復はがきに住所・氏
名・年齢・電話番号、テニス歴を記入し、〒253-0043
元町14-1湘南インドアテニスクラブ内茅ヶ崎市テ
ニス協会「市民レディーステニス教室」係へ

ほか 費用4000円
問合 �茅ヶ崎市テニス協会☎(83)8888川又

�
トータルリラクゼーション教室
ヨガ・ピラティス

日時 �9月4日～10月30日(10月9日を除く)の毎週火曜日
19時～20時(全8回)

場所 �総合体育館
対象 �市内在住・在勤・在学で15歳以上の初心者80人〈申

込制(抽選)。中学生不可〉
申込 �8月7日㈫18時45分～19時に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2100円
問合 �総合体育館☎(82)7175

�キッズ体操教室①とびばこ②てつぼう
日時 �9月6日～27日の毎週木曜日(全4回)①15時15分～

16時15分②16時30分～17時30分
場所 �総合体育館
対象 �市内在住の①4歳(教室初日時点)～未就学児②小

学1～3年生各20人〈いずれも申込制(抽選)〉
申込 �8月9日㈭①15時15分～15時30分②16時15分～16時

30分に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2500円
問合 �総合体育館☎(82)7175

�
市総合体育大会�卓球競技一般の部
3人団体戦男子・女子

日時 �9月9日㈰9時～
場所 �総合体育館
対象 �市内在住・在勤・在学の方または茅ヶ崎卓球協会

加盟団体に所属の方〈申込制〉
申込 �8月15日㈬～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

�女性卓球ダブルス大会
日時 �9月14日㈮9時～
場所 �総合体育館
対象 �市内在住・在勤・在学または茅ヶ崎レクリエーショ

ン卓球連盟に加盟している22歳以上のペア〈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16日㈰・17日(月･祝)・24日㈪、10月8日(月･祝)・14
日㈰いずれも9時～(予備日10月21日㈰・28日㈰)

場所 �茅ヶ崎公園庭球場
内容 �一般男子A・B、女子A・B、混合ダブルスA・B(Aは

試合経験豊かな中・上級者。Bは初・中級者)
対象 �市内在住・在勤・在学の方または茅ヶ崎市テニス協

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17日㈫～8月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（土・日曜日、祝日を除く）

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

採用・人事
�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 �10月1日
申込 �7月13日㈮～8月17日㈮（必着）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）を参照

問合 �職員課人財育成担当

�市立病院の臨時職員
職種 �①給食調理員②管理栄養士③管理栄養士または栄

養士
人数 �①3人②1人③1人
対象 �②③当該免許を取得の方
待遇 �勤務時間の相談可能。①③土曜・日曜日、祝日

出勤あり①時給970円。主に食器洗浄業務。9時
～21時の実働4時間、6時30分～21時の実働7.5時
間のいずれか週5日勤務②時給1220円。主に栄養
指導業務に従事。8時30分～12時30分の実働4時
間、週5日勤務③時給1220円(管理栄養士)、1160
円(栄養士)。7時15分～18時30分の実働7.5時間、
週5日勤務。

申込 �随時。職種を記載した履歴書(写真貼付。②③は
各種免許の写しを添付)を簡易書留で〒253-0042
本村5-15-1市立病院病院総務課へ(持参も可)

問合 �市立病院病院総務課経営総務担当☎(52)1111

�
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 �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)

採用 �登録期間は申し込み後1年間とし、欠員が生じた
場合に選考して雇用

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)を本人が持参

問合 �教育総務課総務担当

寄付
〈市へ〉綾川久男＝絵画▷中

な か

嶋
じ ま

蓉
よ う

子
こ

＝絵画▷富塚兆
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彌
じ

＝
絵画▷株式会社伊藤園湘南支店＝2万8617円▷株式会
社ジャパンビバレッジホールディングス京浜中部支社
1万1010円▷茅ヶ崎ダンススポーツ連盟＝3万円▷内田
一夫＝書籍
〈市民活動げんき基金へ(2018年4月1日～5月31日)〉有限
会社ハスキー企画＝計14回総額4万1300円▷湘南ヤク
ルト販売株式会社(茅ヶ崎市体育館設置自動販売機)＝2
万4117円▷ダイドードリンコ株式会社(小和田公民館、
鶴嶺東コミュニティセンター設置自動販売機)＝9644
円▷茅ヶ崎マルシェ＝9225円▷歌声サロン「チーパッ
パ」＝計2回9096円▷匿名＝計3人総額2万2000円▷第34
回春の市民まつり設置募金箱＝1858円(敬称略)
〈社会福祉協議会へ〉▷神奈川県自転車商協同組合＝8
万1000円▷茅ヶ崎市手工芸協会＝2万2915円▷茅ヶ崎
市ゴルフ協会＝5万5000円▷茅ヶ崎市役所桜友会＝3万
円▷戸大建設工業株式会社＝2万5000円▷茅ヶ崎市大
型店連絡協議会＝5万円▷匿名＝4万円、3万円

◆ 　　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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