
申込 �9月11日㈫～20日㈭に申込書(総合体育館で配布
中)を持参

ほか �費用3か月6000円
問合 �総合体育館☎(82)7175

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 �①10月7日㈰9時～9時45分・9時45分～10時30分、10
月24日㈬18時～18時45分・18時45分～19時30分②10
月20日㈯9時30分～10時30分、10月29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 �①9月19日㈬8時30分～②9月23日(日･祝)9時～いず

れも各施設窓口または☎で
問合 �①総合体育館☎(82)7175②屋内温水プール☎

(84)1144
市総合体育大会～ボウリング競技
3ゲーム個人戦(年齢別ハンデ採用)

日時 �10月7日㈰9時30分～受付
場所 �寒川セントラルボウル(寒川町岡田)
対象 �市内在住・在勤・在学で中学生以上の方または
　　茅ヶ崎ボウリング協会員55人〈申込制(先着)〉
申込 �9月6日㈭～10月3日㈬17時までに寒川セントラル

ボウルフロント☎(75)5311へ
ほか �費用1人1500円(当日に支払い)
問合 �スポーツ推進課推進担当☎(82)7136

下水道ふれあいまつり
子どもクリケット教室

日時 �10月27日㈯10時30分～11時30分・13時～14時
場所 �柳島しおさい公園
講師 �南関東クリケット協会
対象 �市内・藤沢市・平塚市・寒川町在住の小学生各25

人程度〈申込制(先着)〉
申込 �9月10日㈪～10月1日㈪に市HPで(窓口も可)
問合 �下水道河川総務課排水指導担当

生活
ひきこもりの理解と対応

日時 �9月6日㈭14時30分～16時30分
場所 �市役所分庁舎コミュニティホール
講師 �青山久美さん(児童精神科医)
対象 �ひきこもり当事者(39歳まで)の家族50人〈申込制

(先着)〉
申込 �9月5日㈬までに☎で
問合 �県立青少年センター☎045(263)4467

不登校・ひきこもり体験者と支援者の体験談
日時 �9月19日㈬14時～16時30分
場所 �市役所分庁舎コミュニティホール
講師 �県立青少年センターNPO相談・支援アドバイザー、

ひきこもり相談補助員
対象 �ひきこもり当事者(39歳まで)の家族50人〈申込制

(先着)〉
申込 �9月18日㈫までに☎で
問合 �県立青少年センター☎045(263)4467

女性のための、知っておきたい
離婚にまつわるお金の話

日時 �10月5日㈮10時～11時45分
場所 �男女共同参画推進センターいこりあ
講師 �佐野瑞恵さん(金融広報アドバイザー)
対象 �女性30人〈申込制(先着)〉

申込 �9月3日㈪～☎で(市HPまたは氏名・電話番号、託
児の有無(有の場合、住所・子どもの氏名(ふりが
な)・年齢・性別)を記入し (57)1666も可)

ほか �託児6か月～未就学児10人〈申込制(先着)。9月25
日㈫まで〉

問合 �男女共同参画課男女共同推進担当☎(57)1414
9月16日㈰終日・22日㈯17時～23時は
コンビニ交付サービスが停止に

　ネットワーク作業のため、上記時間帯はコンビニ交
付サービスを利用することができません。ご理解とご
協力をお願いします。
問合 �市民課戸籍住民担当

10月上旬～2019年3月下旬
漏水調査にご協力を

　県営水道では、道路内や宅地内(水道メータまで)の
水道管の水漏れを発見するため、調査員が、昼夜を問
わず、水が漏れる音を聞き取る調査を行っています。
調査員は県営水道が発行した顔写真入りの業務委託従
事者証明書を携行し、腕章を着用しています。宅地内
には、声をおかけしてから調査を行います。なお、本
調査は費用を請求することはありません。
問合 �茅ケ崎水道営業所工務・配水課☎(52)6154

文化・歴史
市内別荘地巡り～中海岸の鉄砲道から
南へまち歩き

日時 �9月16日㈰9時15分～(雨天延期9月23日㈰)
講師 �茅ヶ崎郷土会会員
定員 �30人〈申込制(先着)〉
申込 �9月1日㈯～☎で
ほか �図書館前集合。費用300円(資料代)
問合 �茅ヶ崎郷土会☎080(6784)3088源

市民大楽まなびーな
湘南と茅ヶ崎の童謡をみんなと歌おう

日時 �9月19日㈬14時30分～16時
場所 �ハマミーナまなびプラザ音楽室
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 �9月3日㈪～湘南童謡大楽☎090(8316)2648内山へ
ほか �費用300円
問合 �湘南童謡大楽☎090(8316)2648内山、文化生涯学

習課生涯学習担当
国際理解講座～異文化理解から国際協力
ラテンアメリカの文化・風習などを学ぶ

日時 �9月22日㈯14時～16時
場所 �男女共同参画推進センターいこりあ
講師 �松村繫

しげ

満
みつ

さん(元JICAシニア海外ボランティア)
定員 �50人〈申込制(先着)〉
申込 �9月3日㈪～21日㈮男女共同参画課☎(57)1414へ
問合 �茅ヶ崎市国際交流協会☎090(1557)7789松村、男

女共同参画課多文化共生担当☎(57)1414
第22回ちがさきレインボーフェスティバル①模
擬店②フリーマーケット(食品不可)③ステージ

日時 �11月11日㈰10時～15時　
場所 �県立茅ケ崎里山公園
対象 �①市内に所在地があるサークル・市民活動団体(飲

食23区画・飲食以外8区画)②市内在住・在勤・在
学の方50組〈いずれも申込制(抽選)〉③市内のサー
クル20組〈申込制(先着)〉

申込 �①②9月12日㈬14時～14時30分に市役所分庁舎コ

ミュニティホールへ(15時～抽選・参加者説明会)
③9月3日㈪～14日㈮に市役所文化生涯学習課へ

ほか �費用①3500円(テント代含む)②1000円をいずれも
参加者説明会時に支払い③1000円(申込時に支払
い。別途設備費あり)

品　目 単価（税込み）
テント1区画（奥行き3.6m×間口2.7m） 700円
机（1台） 1700円
消火器 1700円
椅子（1脚） 200円

問合 �ちがさきレインボーフェスティバル実行委員会
(文化生涯学習課)
広島市原爆死没者慰霊式へ献納の
折り鶴作成のお礼

　4月1日から募集した折り鶴を、広島市原爆死没者慰
霊式、平和祈念式にあわせて広島原爆の子の像に献納
しました。みなさんから約1万5000羽の折り鶴が集ま
りました。ご協力ありがとうございました。
問合 �男女共同参画課多文化共生担当☎(57)1414

市民参加・市民活動
市民と市長の対話集会

日時 �9月15日㈯13時30分～16時30分
場所 �男女共同参画推進センターいこりあ
問合 �市民と市長の対話集会をすすめる会☎（82）5587村中

市民の集い(市民集会)
①湘南地区②小出地区③松林地区

日時 �①9月22日㈯②9月23日㈰いずれも13時30分～③9
月30日㈰17時～

場所 �①コミュニティセンター湘南②小出地区コミュニ
ティセンター③松林公民館

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
NPO講座「市民活動のSNS活用術」
効果的な情報発信方法を解説

日時 �9月29日㈯18時～20時
場所 �ちがさき市民活動サポートセンター
講師 �山田泰久さん(NPO法人C

か ん ぱ ん

ANPANセンター代表理事)
定員 �30人〈申込制(先着)〉
申込 �9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(ち
がさき市民活動サポートセンターHPも可)

ほか �費用500円(資料代)
問合 �ちがさき市民活動サポートセンター☎(88)7546

採用・人事
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助産師(任期付)④看護師(任期付)
人数 �①②計10人程度③④計10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②看護師免許を持つ方③助産師免
許を持つ方④看護師免許を持つ方

申込 �10月1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10月19日㈮
問合 �市立病院病院総務課経営総務担当☎(52)1111

▷交通事故４３〈314〉�▷交通事故死者０〈1〉�▷交通事故負傷者５１〈375〉�▷犯罪発生１０２〈658〉いずれも暫定値
▷火災４〈22〉�▷救急車の出動1048〈6553〉��火災の問い合わせは、�☎（82）2119へ

交通事故・犯罪発生・火災件数
7月の件数〈2018年（平成30年）の累計〉
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好奇心旺盛で元気いっぱいの彩大です
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ソファの下がお気に入りの隠し場所！
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★2017年12月生まれ（広報ちがさき2018年11月1日号と市 HPに掲載）の市
内在住の赤ちゃんの写真（頭まで写っているもの）を募集します。2018年9
月3日㈪～28日㈮（必着）に市 HP内「広報ちがさき」の「すこやか赤ちゃん」コー
ナー応募フォーム、または郵送（写真の裏に赤ちゃんの住所・氏名（ふりがな）・
生年月日・電話番号、20字以内の赤ちゃん紹介を記入し、〒253-8686茅ヶ
崎市役所秘書広報課すこやか赤ちゃん係へ）でご応募ください（1人1点の
み）。なお、応募写真は返却致しませんのでご了承ください。今回の応募は29点でした

2017年10月生まれ
HP

食事と絵本が大好きな男の子です！
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食べるの大好き！
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おめめクリクリ！元気いっぱい男の子です！
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急病のときは
事前に連絡してから受診してください

救急病院
茅 ヶ 崎 市 立 病 院　本村5-15-1� ☎（52）1111
湘南東部総合病院　西久保500� ☎（83）9111
茅ヶ崎徳洲会病院　幸町14-1� ☎（58）1311

休日・夜間急患センター
地域医療センター1階　本村5-9-5� ☎（52）1611
日曜日・祝日・年末年始（いずれも12時～13時は除く）
　［内科］�9時～23時（午前受付11時30分まで、夜

間受付22時30分まで）
　［小児科・外科・歯科］9時～17時
　　　　（午前受付11時30分まで。歯科除く）
平日・土曜日夜間（受付22時30分まで）
［内科・小児科］20時～23時

耳鼻咽
いん

喉
こう

科/眼科救急
日曜日・祝日・年末年始

当日の診療場所・時間は消防本部救急医療情報案内
テレフォンガイドでご確認ください☎（85）0119

かながわ小児救急ダイヤル
毎日18時～24時

子どもの体調のことで判断に迷ったときのための、
看護師などによる電話相談� ☎045（722）8000

62018年（平成30年）9月１日号
No.1101


