
（4面へ続く）

ラートのテストです」が3回流れ、「こちらは、防災ちが
さきです」と続きます。最後に下りチャイムが流れ、
試験放送は終わります。ご理解とご協力をお願いしま
す。
問合 �防災対策課防災担当

�
2018年度地区防災訓練を実施
防災力の強化のため、参加を

　地域のつながり、防災力の強化と防災意識の高揚を
図ることを目的として、下表のとおり各地区で独自の
防災訓練を実施します。

地区名 日付 時間 会場
1 南湖 9月8日㈯ 午後 西浜小学校

2 松浪 9月16日㈰ 午前 松浪小学校、松浪中学校
緑が浜小学校、汐見台小学校

3 湘南 10月7日㈰ 午前 柳島小学校
4 茅ヶ崎南 10月13日㈯ 午前 茅ヶ崎小学校
5 茅ヶ崎 10月13日㈯ 午後 梅田小学校
6 小和田 10月14日㈰ 午前 小和田小学校
7 海岸 10月27日㈯ 午後 東海岸小学校
8 松林 10月28日㈰ 午前 室田小学校

9 鶴嶺西 11月4日㈰ 午前 萩園中学校
今宿小学校

10 浜須賀 11月10日㈯ 午後 浜須賀小学校、浜須賀中学校、
緑が浜小学校

11 湘北 11月25日㈰ 午後 鶴が台中学校、
鶴が台団地内公園

12 鶴嶺東 10月27日㈯～11月25日㈰の間で、自主防災組織ご
とに各自治会館などで実施

13 小出 12月2日㈰ 午前 小出小学校
※��会場は変更になる場合あり
問合 �防災対策課防災担当

�
広げよう�救命の輪～普通救命講習会(救急法)
心肺蘇生法、AEDの使用方法他

日時 �①9月25日㈫9時～12時②9月25日㈫18時～21時③9
月30日㈰9時～12時④10月13日㈯9時～12時

場所 �①②④消防署北棟③鶴嶺公民館
対象 �市内在住・在勤・在学で中学生以上の方25人〈申

込制(先着)〉
申込 �①②8月27日㈪～9月19日㈬④9月13日㈭～10月5日

㈮にいずれも消防指導課へ③8月30日㈭～9月23日
(日･祝)に鶴嶺公民館☎(87)1103へ

ほか �受講者には修了証を発行
問合 �消防指導課消防指導担当☎(85)4594

�
電化製品を正しく使って
電気火災を防ぎましょう

　以下の点に注意して、火災の発生を防ぎましょう。
○冷蔵庫の後ろなど、隠れているコンセントを清掃す
る○普段使用しない電化製品のプラグは抜く○電気
コードが家具などの下敷きにならないようにする○
テーブルタップは決められた容量で使用する○電気
コードは束ねて使用しない○たこ足配線はしない
問合 �予防課予防担当

子育て・教育
�
全国一斉�子どもの人権110番
電話相談強化週間実施

日時 �8月29日㈬～9月4日㈫8時30分～19時、9月1日㈯・
2日㈰10時～17時

内容 �学校や家庭、施設などでの「いじめ」や体罰、暴行・

虐待などの相談
ほか �人権擁護委員や法務局職員が対応。秘密厳守
問合 �全国共通フリーダイヤル☎0120(007)110、市民相

談課市民相談担当

�
マタニティクッキング～妊娠・授乳期の
食事の注意点と調理実習

日時 �9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
定員 �12人〈申込制(先着)。初妊婦優先〉
申込 �9月10日㈪12時までに☎で
ほか �費用300円
問合 �保健所健康増進課こども健康・予防接種担当☎(38)3331

�
子育ち・子育て出前講座
思春期を支えるコミュニケーションとは？

日時 �9月29日㈯10時～12時
場所 �海岸地区コミュニティセンター
講師 �北島歩美さん(日本女子大学カウンセリングセン

ター専任研究員)
対象 �市内在住・在勤の方60人〈申込制(先着)〉�
申込 �8月27日㈪～9月26日㈬に☎で(氏名・電話番号、

託児の有無を記入し、 (88)1394も可)
ほか �託児2歳以上8人〈申込制(先着)。9月20日㈭までに☎で〉
問合 �教育センター研究研修担当☎(86)9965�

�
ほめ方・叱り方の練習「ほしつ☆メソッド」
(3歳以上のグループ)

日時 �10月10日・24日、11月7日、12月5日・19日いずれ
も水曜日10時～12時(全5回)

場所 �南湖公民館
対象 �3歳以上の子どもの保護者8人〈申込制(先着)〉
申込 �9月28日㈮までに☎で
ほか �託児6か月～未就学児〈申込制〉。個別事前説明あり
問合 �こども育成相談課家庭児童相談室☎(82)1151

産業・雇用
�
地元企業多数～茅ヶ崎市、平塚市、秦
野市、伊勢原市�合同就職面接会

日時 �9月4日㈫・5日㈬いずれも13時～16時(12時30分～
15時30分受付。入退場自由)

場所 �ラスカ平塚6階ラスカホール(平塚市宝町)
対象 �就職活動中の方(高校生を除く)
ほか �詳細は市HP参照
問合 �雇用労働課雇用労働担当

�
講座「組織・仕事を知るビジネスコミュ
ニケーション術とは？」�

日時 �9月8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7日㈮までに☎で（勤労市民会館HPも可)
問合 �勤労市民会館☎(88)1331

�
ビジネスアサーション～自分の考えを
適切に伝える方法とは

日時 �9月28日㈮9時30分～11時30分
場所 �勤労市民会館
対象 �勤労者、就職活動中の方20人〈申込制(先着)〉
申込 �8月20日㈪～9月27日㈭に☎で(勤労市民会館HPも可)�
問合 �勤労市民会館☎(88)1331

�できる人の仕事の進め方講座
日時 �9月29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 �8月20日㈪～9月28日㈮に☎で(勤労市民会館HPも

可)
問合 �勤労市民会館☎(88)1331

�
採用から退職まで～まるわかり！労働法
中期労働講座(全8回)

日時 �10月①9日㈫②15日㈪③17日㈬④23日㈫⑤29日㈪、
11月⑥2日㈮⑦5日㈪⑧7日㈬いずれも18時30分～
20時30分

場所 �勤労市民会館
講師 �①③④勝

かつ

亦
また

啓
ひろ

文
ふみ

さん(桐蔭横浜大学教授)②⑦細川
良
りょう

さん(独立行政法人労働政策研究・研修機構副
主任研究員)⑤秋山惠美子さん(特定社会保険労務
士)⑥⑧山本圭子さん(法政大学講師)

定員 �60人〈申込制(先着)〉
申込 �10月5日㈮までに☎で(かながわ労働センターHPも可)
ほか �費用5100円
問合 �かながわ労働センター湘南支所☎0463(22)2711

�
ロボット導入支援補助金
導入経費の1/3を補助

内容 �さがみロボット産業特区の取組で商品化したロ
ボットの導入経費の1/3を補助(1台上限200万円)

対象 �①県内に事務所・事業所を有する法人等②県内在
住の個人、または①②にロボットを貸与するため
にロボットを購入するリース業者・レンタル業者
〈申込制。予算の上限に達し次第終了〉

申込 �2019年1月31日㈭までに申請書(県 HPで取得可)を
〒231-8588横浜市中区日本大通1県産業振興課へ

問合 �県産業振興課さがみロボット産業特区グループ☎
045(210)5652

文化・歴史
�
市民ふれあいプラザコンサート
響きあう心のハーモニー

日時 �8月22日㈬12時15分～12時50分
場所 �市役所本庁舎市民ふれあいプラザ
内容 �出演�竹内直子(ハーモニカ)、アンドレアス･ネー

ベル(アコーディオン)
問合 �市民文化会館仮事務所☎(85)1123

�
ハマミーナ交流会Vol．3
もっとシルミル�頼れる施設

日時 �9月8日㈯10時～12時(施設開放10時～15時)。入退
場自由

場所 �ハマミーナまなびプラザ会議室
内容 �施設見学(防災備蓄倉庫など)、まなびプラザ自由

開放ほか
問合 �NPO法人まちづくりスポット茅ヶ崎☎(89)2501

�
子育て世代のための生涯学習交流サロン
ベビー＆キッズ�英語で遊ぼう

日時 �9月14日㈮10時～12時
場所 �男女共同参画推進センターいこりあ
講師 �茂呂裕子さん(ラクーンこども英語)
対象 �未就学児と家族の方25人〈申込制(先着)〉
申込 �8月20日㈪～件名に「ツムグちがさき9/14」、本文

に保護者氏名・子の名前・子の生年月日・電話番号・
住所を記入し、 mom4chigasaki@gmail.comへ

ほか �費用1家族500円　
問合 �文化生涯学習課生涯学習担当

60歳からのフィットネス教室

実施施設 日程 申込期限

スポーツクラブNAS茅ヶ崎
 ☎(57)7741

9月26日㈬～10月31日㈬の毎週水・金曜
日11時～13時(9月28日㈮は除く。9月26
日は12時～14時に健康診断のみ実施)

9月12日㈬

ロコスポーツ湘南
 ☎(87)6515

10月5日㈮～11月6日㈫の毎週火・金曜日
9時～11時(10月5日は13時～15時に健康
診断のみ実施)

9月21日㈮

パルバル湘南スポーツクラブ
 ☎(54)4411

10月15日㈪～11月15日㈭の毎週月・木曜
日10時30分～12時30分
(10月15日は11時30分～13時30分に健康
診断のみ実施)

10月1日㈪

ダンロップ
スポーツクラブ茅ヶ崎
 ☎(59)1795

10月25日㈭～11月29日㈭の毎週月・木
曜日14時～16時(11月8日㈭は除く) 10月11日㈭

　スポーツクラブで、参加者の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
します。運動して健康な体を作りましょう。

【高齢福祉介護課生きがい創出担当】
対象　�60歳以上の方各日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 で取得も可)を高齢福祉介護課へ持参( koureikaigo@
city.chigasaki.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)。一部水着着用。初回時の健康診
断は参加必須

広告掲載のお申し込み・お問い合わせは秘書広報課へ

茅ヶ崎市のHP（パソコン用）URL http://www.city.chigasaki.kanagawa.jp/
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