
理券を配布(1人1枚、代理人可)
ほか �費用3500円
問合 �総合体育館☎(82)7175

�シニアテニス教室(全4回)
日時 �10月6日～27日の毎週土曜日9時～11時(予備日11

月3日・10日・17日いずれも土曜日)
場所 �茅ヶ崎公園庭球場
対象 �市内在住・在勤または茅ヶ崎市テニス協会加盟団

体所属の方で、満50歳以上の初心者24人〈申込制
(抽選)〉

申込 �9月12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
「シニアテニス教室」係へ

ほか �費用3500円
問合 �茅ヶ崎市テニス協会☎(83)8888川又

�市総合体育大会～弓道競技
日時 �10月8日(月･祝)9時～
場所 �総合体育館
対象 �市内在住・在勤・在学で15歳以上の方または茅ヶ

崎弓道協会登録者〈申込制。中学生不可〉
申込 �9月28日㈮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

福祉
�
おはなしきいてね～おばん囃

ば や

子
し

のみなさんによ
る絵本の読み聞かせ、手遊び、絵描き唄など

日時 �8月23日㈭15時50分～16時20分
場所 �萩園いこいの里�
問合 �萩園いこいの里☎(88)7513

�地域包括支援センター等の設置運営法人の募集
期間 �9月3日㈪～10月1日㈪
内容 �茅ヶ崎南地区に新設する地域包括支援センターと

福祉相談室を設置運営する法人
申込 �事前に市役所高齢福祉介護課へ電話予約のうえ、

10月1日㈪までに応募書類を持参
ほか �募集要項は8月20日㈪から市役所高齢福祉介護課・

福祉政策課で配布(市HPで取得も可)
問合 �高齢福祉介護課支援給付担当

�
転倒予防教室～ストレッチ、簡単な筋力
運動、介護予防の話、ちがさき体操など

対象 �市内在住で65歳以上の方
ほか �費用1回200円。病気の方は主治医へ相談。申し込

み不要
9月 時間 場所
4日㈫ 10時～12時 パルバル湘南スポーツクラブ※

5日㈬ 10時～12時 福祉会館
14時～16時 青少年会館

6日㈭ 10時～12時 茅ヶ崎地区コミュニティセンター
7日㈮ 10時～12時 小和田公民館

9日㈰ 9時30分～
11時30分 汐見台パシフィックステージ※

11日㈫ 10時～12時 萩園いこいの里
コミュニティセンター湘南

14時～16時 ハマミーナまなびプラザ体育室※
12日㈬ 10時～12時 鶴嶺西コミュニティセンター

13日㈭
10時～12時 さがみ農協茅ヶ崎ビル

14時～16時 松浪コミュニティセンター
ダンロップスポーツクラブ茅ヶ崎店※

16日㈰ 10時～12時 松林ケアセンター※
茅ヶ崎たすけあいひろばぽかぽか※

19日㈬ 10時～12時 浜須賀会館
小和田地区コミュニティセンター※

20日㈭ 10時～12時 小出地区コミュニティセンター※
14時～16時 鶴が台団地集会所※

21日㈮ 14時～16時 高砂コミュニティセンター
25日㈫ 10時～12時 パルバル湘南スポーツクラブ※
26日㈬ 14時～16時 鶴嶺公民館
27日㈭ 10時～12時 しおさい南湖

28日㈮
10時～12時 鶴嶺東コミュニティセンター

香川公民館

14時～16時 香川公民館
海岸地区コミュニティセンター※

※�印の会場は上履きを持参
問合 �高齢福祉介護課支援給付担当

�
家族介護教室～排泄トラブル
早めのケアで健康寿命をサポート

日時 �9月12日㈬14時～16時

場所 �南湖会館　
内容 �高齢者に多い排泄トラブルの原因と対処法と骨盤

底筋体操、尿もれ専用品の活用を学ぶ
講師 �梅林真紀さん(ユニ・チャーム株式会社排泄ケア

研究所)
対象 �市内在住の方20人〈申込制(先着)。介護をしてい

る方優先〉
申込 �9月7日㈮までに☎で
問合 �南湖地区地域包括支援センターれんげ☎(88)1380

�
オストメイト健康相談会
講演や個別相談、装具の展示など

日時 �9月16日㈰13時30分～16時30分
場所 �勤労市民会館
内容 �講演「尿路変更術とそれを要する術式、疾患」
講師 �松本和将さん(北里大学東病院泌尿器科学准教

授)、北里大学皮膚・排泄ケア認定看護師(予定)
定員 �70人〈当日先着〉
問合 �日本オストミー協会神奈川支部☎080(5027)5780

�
薬剤師さんのお薬講座～薬の基本知識、
薬局の役割、薬剤師の在宅訪問他

日時 �9月19日㈬13時30分～15時
場所 �小和田地区コミュニティーセンター
講師 �眞壁聡さん(フレイズ薬局)
定員 �20人〈申込制(先着)。介護をしている方優先〉
申込 �9月18日㈫までに☎で
問合 �小和田地区地域包括支援センター青空☎(55)2360

�
知的障害児・者ふれあい交流会～水上バス
(隅田川ライン)と東京スカイツリーをめぐる

日時 �9月29日㈯8時～
対象 �療育手帳保持者と家族・同伴者50組〈申込制(抽

選)。同伴者必須〉
申込 �9月7日㈮までに☎で(療育手帳保持者の住所・氏

名・年齢・電話番号、所属(学校名など)、家族・
同伴者の氏名、関係を記入し、 (86)8083も可)

ほか �費用1組1万2400円
問合 �茅ヶ崎手をつなぐ育成会☎(86)8083

�敬老祝金の贈呈
　市では、多年にわたり社会の発展に寄与してこられ
た高齢者の方に敬老祝金を贈呈します。対象の方は、8
月31日時点で茅ヶ崎市に住民登録があり、9月15日時点
で満99歳以上の方です。なお、金額は一律1万円です(原
則、担当区域の民生委員・児童委員がお届けします)。
問合 �高齢福祉介護課生きがい創出担当

�
市重度障害者医療費助成事業
2019年1月から対象者が変更

　市では、対象者が医療機関で受診した場合、保険診
療の自己負担部分を助成しています。2019年1月から、
対象者が変更となり、新たに対象障害に該当する障害
者手帳の交付を受けた年齢が、65歳以上の方は助成対
象外となります。

対
象
障
害

身体障害者手帳1・2級の方
知能指数が35以下の方
精神障害者保健福祉手帳1級の方
身体障害者手帳3級かつ知能指数が50以下の方

※��2018年12月までに対象障害に該当する障害者手帳
の交付を受けた65歳以上の方は、引き続き対象障
害に該当する間、本助成事業の対象者となります。

問合 �障害福祉課障害福祉推進担当

�
市重度障害者福祉手当
2019年1月から対象者が変更

　市では、対象者に福祉手当を支給しています。2019
年1月から、新たに対象障害に該当する障害者手帳の
交付を受けた年齢が、65歳以上の方は支給対象外とな
ります。

対
象
障
害

身体障害者手帳1・2・3級の方
知能指数が40以下の方
精神障害者保健福祉手帳1・2級の方
身体障害者手帳4級かつ知能指数が50以下の方

※��2018年12月までに対象障害に該当する障害者手帳
の交付を受けた65歳以上の方は、引き続き対象障
害に該当する間、本手当の対象者となります。

問合 �障害福祉課障害福祉推進担当

市民参加・市民活動
�
11月3日(土･祝)開催～第35回市民ふれあい
まつりの参加団体・ボランティア募集

内容 �①模擬店50団体程度②ステージ18団体程度③ボラ

ンティア10人程度
対象 �市内に所在地がある市民活動団体など
申込 �申込書(8月13日㈪～市役所市民自治推進課で配

布。市HPで取得も可)を①②8月27日㈪～31日㈮8
時30分～17時15分に持参③8月13日～持参(いずれ
も募集数を越えた場合は後日公開抽選)

問合 �市民ふれあいまつり実行委員会(市民自治推進課
地域自治担当)

�
自治総合センターによる宝くじの普及広報
31年度一般コミュニティ助成事業

対象 �過去20年以内にこの助成を受けていない自治会な
どのコミュニティ組織〈申込制〉

申込 �8月15日㈬～9月14日㈮
ほか �募集要領は8月10日㈮～市役所市民自治推進課で配布
問合 �市民自治推進課地域自治担当

�
市民の集い(市民集会)
茅ヶ崎地区

日時 �9月9日㈰14時～
場所 �茅ヶ崎地区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

�
上町自治会
宝くじ助成で太鼓を購入

　上町自治会は、一般財団
法人自治総合センターが行
う、一般コミュニティ助成
事業の宝くじの助成金で太
鼓を購入しました。祭ばや
しの伝統技能を継承し、地
域のまつりなどで披露します。
問合 �市民自治推進課地域自治担当

採用・人事
�就学時健康診断補助の臨時職員(看護師)

人数 �16人
対象 �看護師または准看護師の免許を持つ方
待遇 �時給1200円(10月18日㈭～11月30日㈮の平日12時

30分～15時30分、週2～3日程度)
申込 �8月13日㈪～9月3日㈪に看護師免許証または准看

護師免許証を本人が持参
問合 �学務課保健給食担当

�
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歳の人(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に週5日(年間約

185日)、原則8時30分～15時市立小学校、学校給
食共同調理場で勤務

採用 �登録は申し込み後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

�
市立病院の臨時職員
医師事務作業補助者

人数 �若干名
対象 �パソコンでExcel入力、Word入力作業ができる方

(学生不可)
待遇 �時給970円。主に電子カルテ操作、診断書作成な

ど医師の事務的な作業の補助業務。①8時30分～
17時の実働7.5時間②8時30分～13時の実働4.5時間
いずれも週5日勤務もしくは週2日～3日勤務(いず
れも土・日曜日、祝日を除く)

申込 �随時。履歴書(写真貼付)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)

ほか �書類選考の上、面接を実施
問合 �市立病院病院総務課経営総務担当☎(52)1111

寄付
〈市へ〉▷株式会社伊藤園＝3万1837円▷株式会社ジャ
パンビバレッジホールディングス＝4万1828円▷FV
ジャパン株式会社＝33万4039円▷柳島凧の会＝凧
〈社会福祉協議会〉▷つるみね東ボランティアセンター
＝9391円▷茅ヶ崎左官業組合＝2万円▷匿名＝1万円、
5108円、3000円、2000円(4件)

◆ 　　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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