
構成された16チーム〈申込制(抽選)〉
申込 �9月2日㈰までにチーム名、代表者名、予備日参加

の可否を記入し、 hiromimm@future.ocn.ne.jp
へ送信後、返送された申込フォームで

ほか �費用1人1000円(市外の方は1200円)。9月9日㈰9時～
茅ヶ崎公園野球場ロビーで公開抽選会を行い組み
合わせを決定(立ち会い可)。詳細は市HP参照

問合 �湘南シニアライフ協会☎090(8814)8405増田
市総合体育大会～射撃競技
①クレーの部②大口径の部

日時 �①9月16日㈰8時30分～②9月29日㈯9時～
場所 �①伊勢原射撃場(伊勢原市上

かみ

粕
かす

屋
や

)②富士国際岩本
山総合射撃場(静岡県富士市)

内容 �①トラップ・スキート②ランニングターゲット・
スラッグ・ライフル

対象 �市内在住・在勤・在学の銃砲所持資格保持者〈申込制〉
申込 �銃砲所持許可証と火薬類譲受許可証を持参し、当

日8時30分までに各会場へ
ほか �費用①3000円(撃ち返し1Rごとに1200円)②1種目

1000円(撃ち返し1種目追加ごとに1000円)
問合 �スポーツ推進課推進担当☎(82)7136

第13回湘南国際マラソンボランティア募集
日時 �12月2日㈰(大会当日)
対象 �大会当日に15歳以上で大会当日以外にも11月10日

㈯・11日㈰の「ボランティア準備会」に参加できる
①個人またはグループ(2～10人)②団体(11人以上)
〈いずれも申込制〉

申込 �8月31日㈮までに①申込書(市内各施設で配布中。
湘南国際マラソンHPで取得も可)を〒259-0111中
郡大磯町国府本郷438湘南国際マラソンボラン
ティアセンター宛へ②☎で

ほか �ID、スタッフウェア、帽子、昼食代替を支給。そ
の他準備・片づけなど活動日あり

問合 �湘南国際マラソンボランティアセンター☎0463
　　(70)6668(平日10時～17時30分)

市民参加・市民活動
食育調理実習セミナー
夏バテ防止の豚肉料理

日時 �8月9日㈭10時～13時
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1日㈬～☎090(2202)6416加藤へ
ほか �費用1000円�
問合 �文化生涯学習課生涯学習担当

市民の集い(市民集会)①茅ヶ崎南地区
②小和田地区③鶴嶺西地区④松浪地区

日時 �①8月25日㈯②9月1日㈯③9月2日㈰④9月8日㈯い
ずれも13時30分～

場所 �①高砂コミュニティセンター②小和田地区コミュ
ニティセンター③鶴嶺西コミュニティセンター④
松浪コミュニティセンター

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
こどもエコカフェ～エコな取り組みを
考えるワークショップ

日時 �8月26日㈰10時～12時
場所 �ちがさき市民活動サポートセンター
講師 �西川豊子さん(NPO法人ちがさき自然エネルギー

ネットワーク事務局)
対象 �小学生以上の方20人〈申込制(先着)〉
申込 �8月1日㈬～住所・氏名・電話番号を記入し、

(88)7546または s-center@pluto.plala.or.jpで
問合 �ちがさき市民活動サポートセンター☎(88)7546

市高齢者福祉計画・介護保険事業計画
推進委員会委員

人数 �2人
対象 �市の介護保険の第1・2号被保険者(40歳以上)で、

市の議員または職員でない方(ほかの審議会など
の公募委員を除く)

内容 �高齢者福祉計画・介護保険事業計画の策定・変更
や計画に基づく施策推進の調査・審議・答申等

任期 �委嘱日から3年間(11月に委嘱予定)
会議 �年5～6回程度(原則として平日午後)
報酬 �日額1万円(源泉徴収あり)
申込 �8月15日㈬～9月14日㈮に申込書(8月15日～市役所

高齢福祉介護課、小出支所などで配布。市HPで取
得も可)を持参

問合 �高齢福祉介護課生きがい創出担当

文化・歴史
市民文化祭～書道展作品
個性あふれる作品を募集

内容 �未発表のもの1人1点(字句・書体などは自由)。11

月15日㈭に展示
対象 �市内在住・在勤・在学で高校生以上の方〈申込制〉
申込 �9月15日㈯(必着)までにはがきに住所・氏名・年齢・

電話番号、題名、仕上がり寸法(幅0.95ｍ、高さ25ｍ
以内)を記入し、〒253-0054東海岸南2-7-10三輪巌

いわお

へ
ほか �費用2000円。11月15日に市民文化会館展示室へ自

己搬入
問合 �書道部会事務局☎(86)1012三輪

10月6日㈯～9日㈫市民文化会館で開催の
市民文化祭・工芸造形展の作品を募集

対象 �市内在住・在勤・在学の方または市内の教室など
に所属している団体や個人10組〈申込制(先着)〉

申込 �8月1日㈬～申込書(茅ヶ崎市文化団体協議会で配
布中)と活動が分かる資料を持参

ほか �費用参加料3000円。別途スペース使用料あり(約1
坪あたり1500円。壁面、テーブル2本以内使用可)

問合 �茅ヶ崎市文化団体協議会・事務局☎(86)0001
日本文学朗読会
宮沢賢治 作「土神ときつね」

日時 �8月14日㈫11時～
場所 �ハスキーズギャラリー
講師 �すみこさん(朗読サロン「風鈴草」)
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

中高生のための演劇体験ワークショップ
日時 �8月16日㈭～18日㈯13時30分～16時30分(18日は17

時30分まで)
場所 �総合体育館
講師 �ヒトビト劇場
対象 �全日参加可能な中学生・高校生25人〈申込制(先着)〉
申込 �8月15日㈬までに☎で
ほか �費用1000円(3日間。傷害保険料込み)
問合 �文化会館仮事務所☎(85)1123

初心者のためのふれあい詩吟講座
漢詩の意味・歴史、和歌の詩吟法を学ぶ

日時 �8月18日㈯、9月15日㈯、10月18日㈭、11月15日㈭、
12月13日㈭、2019年1月10日㈭いずれも14時～16
時(全6回)

場所 �ハマミーナまなびプラザ音楽室
講師 �藤間豊さん(まなびの市民講師)
定員 �5人〈申込制(先着)〉
申込 �8月1日㈬～☎090(4537)1347藤間へ(氏名・連絡先

を記入し、 (89)3786または y-touma@emhou
se.co.jpも可)

ほか �費用1000円(全6回分)
問合 �文化生涯学習課生涯学習担当

市民大楽まなびーな
湘南茅ヶ崎の歌をみんなで歌おう

日時 �8月29日㈬14時30分～16時
場所 �松林公民館
内容 �山田耕筰の茅ヶ崎作品と名曲赤とんぼを茅ヶ崎よ

い街「赤とんぼ音頭甚句」で習い楽しむ
講師 �内山喜代子さん(まなびの市民講師)
定員 �50人〈申込制(先着)〉
申込 �8月3日㈮～☎で
ほか �費用300円(子どもは無料)�
問合 �湘南童謡大

だい

楽
がく

☎090(8316)2648内山
茅ヶ崎ロコ・スタイル・フェスティバル
参加フラ教室募集

日時 �11月23日(金･祝)～25日㈰
申込 �8月10日㈮までにフラ教室名、電話番号、メールア

ドレス、担当者を記入し、 locostylefestival@
gmail.comへ

ほか �費用などは要問い合わせ
問合 �茅ヶ崎ロコ・スタイル・フェスティバル locost

ylefestival@gmail.com、男女共同参画課多文化共
生担当☎(57)1414

健康
フットケア教室～よくわかる糖尿病患者
さんの足のお手入れ方法

日時 �8月7日㈫14時～15時
場所 �市立病院
定員 �50人〈当日先着〉
問合 �市立病院病院総務課経営総務担当☎(52)1111

茅ヶ崎万歩クラブ
緑陰を求めて鎌倉から逗子へ(約9km)

日時 �8月19日㈰8時～
ほか �費用500円(入園料などは別途)。JR横須賀線鎌倉

駅集合(逗子駅解散)。詳細は市HP参照
問合 �茅ヶ崎万歩クラブ☎090(2497)8972石田

アルコール教室～グループディスカッション
日時 �8月22日㈬14時30分～16時
場所 �保健所第2会議室
対象 �アルコール問題を抱えている方と家族〈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

こころも身体もリフレッシュ！気持ちよく
体調を整える運動教室4日間コース

日時 �9月5日・12日・19日いずれも水曜日10時～11時45
分、9月26日㈬9時30分～11時45分(全4回)

場所 �市体育館
対象 �20歳～64歳で医師から運動制限の指示がない方20

人〈申込制(先着)〉
申込 �8月1日㈬～☎で(市HPも可)
問合 �保健所健康増進課健康づくり担当☎(38)3331

採用
あすなろ教室～適応指導教室相談指導
補助員(臨時職員)

人数 �2人
対象 �教員経験のある方、大学等で臨床心理学等を学ん

でいる大学院生・大学生が望ましい
待遇 �時給1345円。交通費支給(1日上限400円)。月～金

曜日の週2～3日、1日7時間勤務。勤務場所はあす
なろ教室(茅ヶ崎1-5-47)

採用 �10月1日～2019年3月31日
申込 �8月14日㈫までに申込書(青少年教育相談室で配布

中。市HPで取得も可)を本人が持参(市外の方のみ
締切日必着で〒253-0045十間坂3-5-37茅ヶ崎市教
育センターも可)

ほか �8月中旬に面接を実施
問合 �教育センター青少年教育相談担当☎(86)9964

市立病院の看護補助員①日勤のみ②日勤のみ(4
時間)③日勤のみ(早番遅番あり)④日勤と夜勤

人数 �各若干名
対象 �18歳以上の方(学生不可)。資格不要
待遇 �時給970円①8時30分～17時の実働7.5時間②8時30

分～17時のうち実働4時間③7時30分～19時のうち
実働7.5時間④日勤7時30分～19時のうち実働7.5時
間、夜勤16時30分～9時のうち実働15時間(夜勤は
週に1・2回)。夜勤1回約2万7000円

申込 �随時。履歴書(写真貼付)に記入し、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)

ほか �書類選考後に面接
問合 �市立病院病院総務課経営総務担当☎(52)1111

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20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 �8月31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15日㈯
問合 �市立病院病院総務課経営総務担当☎(52)1111

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
採用 �12月1日㈯以降
申込 �8月6日㈪～9月6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 �9月15日㈯に1次試験
問合 �市立病院病院総務課経営総務担当☎(52)1111

市立病院の組織の名称変更～8月1日㈬から
地域医療連携室が「患者支援センター」に

　市立病院では、「地域医療連携室」に既存の機能を集
約し、切れ目のない支援を充実させるため地域医療連
携室を8月1日から名称を「患者支援センター」に変更し
ます。
問合 �市立病院病院総務課経営総務担当

監査委員に池田氏を再任
　任期満了による監査委員には、議会の同意を得て池
田雄二郎氏が再任されました。
　池田雄二郎(いけだ・ゆうじろう)70歳。1970年3月慶
應義塾大学商学部卒業。池田公認会計士事務所所長、
農林水産省独立行政法人評価有識者会議委員、公認会
計士監査団全国協議会代表理事などを歴任。公認会計
士登録、税理士登録
問合 �職員課人財育成担当

▷交通事故52〈2７１〉�▷交通事故死者０〈1〉�▷交通事故負傷者64〈324〉�▷犯罪発生１１０〈556〉犯罪発生件数は暫定値
▷火災1〈18〉�▷救急車の出動8２６〈5505〉��火災の問い合わせは、�☎（82）2119へ

交通事故・犯罪発生・火災件数
6月の件数〈2018年（平成30年）の累計〉
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