
展示会
講師 �松田公太さん(エッグスンシングスインターナ

ショナルホールディングスCEO(最高経営責任者))
ほか �詳細は湘南産業振興財団HP参照
問合 �湘南産業振興財団☎0466(21)3811

くらしの相談会①弁護士による法律相談②税理
士による税金相談③ローンや保険などの相談

日時 �10月21日㈰9時30分～14時30分
場所 �勤労市民会館
対象 �市内・藤沢市・寒川町に在住・在勤の方各8人〈申

込制(先着)〉
申込 �10月17日㈬までに☎で
問合 �湘南地域労働者福祉協議会事務局☎0466(27)1671

子育て女性のための企業11社による
合同企業説明会

日時 �11月15日㈭10時～12時(入退場自由)
場所 �男女共同参画推進センターいこりあ
対象 �子育てをしながら働きたい女性(子育て中でなく

ても参加可。子連れでの参加も可)
ほか �参加企業の詳細は市HP参照。託児6か月～未就学

児〈申込制。10月23日㈫まで〉
問合 �雇用労働課雇用労働担当

かなテクカレッジ東部(横浜市鶴見区)・西部(秦
野市)2019年入校生募集①4月生前期②1月生

内容 �①精密加工エンジニア、電気など②セレクトプロ
ダクト室内施工など(各校で異なる)

対象 �知識、技術・技能を習得し、就職しようという意
思がある方〈申込制(選考)〉

申込 �住所を管轄するハローワークで事前手続きをし①
10月9日㈫～11月5日㈪②10月15日㈪～11月5日㈪
にいずれも各校へ持参

ほか �選考日11月18日㈰。詳細は募集案内(10月上旬か
ら各校、ハローワークなどで配布)参照

問合 �県産業人材課☎045(210)5715

生活
まなびの市民講師自主企画講座～壊れた
おもちゃを直す「おもちゃ病院・にこにこ」

日時 �10月10日、11月14日、2019年1月9日、2月13日、3
月13日いずれも水曜日15時～16時30分

場所 �ハマミーナまなびプラザ会議室
講師 �瀬川貢

みつぐ

さん(まなびの市民講師)
ほか �部品や材料交換は依頼者が事前了承の上負担
問合 �文化生涯学習課生涯学習担当

行政書士無料相談会～遺言・相続・任意後見・離
婚・交通事故・行政機関へ提出する書類作成など

日時 �10月13日㈯14時～16時
場所 �市民ギャラリー会議室AB
問合 �県行政書士会湘南支部相談部☎0466(77)6693

免疫力アップ！ホットスムージーと
フルーツプディング作り

日時 �10月25日㈭13時～14時
場所 �ハマミーナまなびプラザ調理室
講師 �斎藤みゆきさん（シニアアンチエイジング料理プ

ランナー）
対象 �20歳以上の方15人〈申込制（先着）〉
申込 �10月4日㈭～☎で
ほか �費用1500円
問合 �文化生涯学習課生涯学習担当

女性のための、夫婦関係がうまくいく
コミュニケーション講座

日時 �11月8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 �中野満

ま

知
ち

子
こ

さん(NPO法人アサーティブジャパン認
定講師)

対象 �女性30人〈申込制(先着)〉
申込 �10月1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5人〈申込制(先着)。10月29
日㈪まで〉

問合 �男女共同参画課男女共同推進担当☎(57)1414

スポーツ・健康
成人糖尿病教室

「糖尿病と付き合う方法」基礎編
日時 �10月16日㈫14時～16時
場所 �市立病院
講師 �佐藤忍(代謝内分泌内科医師)他
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

インディアカ教室～羽根付きの球を手
で打ち合う生涯スポーツ

日時 �10月20日㈯、11月3日(土･祝)いずれも19時～21時
場所 �総合体育館
定員 �20人〈申込制〉
申込 �各開催日前日までに☎で(氏名・電話番号を記入

し、 (88)6007も可)�
ほか �室内用運動靴持参。当日参加も可
問合 �茅ヶ崎インディアカ協会☎(88)6007森元

茅ヶ崎万歩クラブ
高松山から小町緑地（約11km）

日時 �10月21日㈰9時～
ほか �費用500円(入園料などは別途)�。小田急線本厚木

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

茅ヶ崎寒川薬剤師会 市民公開講演会
「医者に聞きにくい薬の話」

日時 �10月21日㈰14時30分～16時30分
場所 �さがみ農協茅ヶ崎ビル
内容 �薬の正しい飲み方と、薬局の上手な利用法
講師 �上村直樹さん(東京理科大学薬学部教授)
定員 �100人〈当日先着〉
ほか �手話通訳、要約筆記あり
問合 �茅ヶ崎寒川薬剤師会☎(51)4711

栄養の計算なしで、血糖値を安定させよう
健診結果がちょっと気になる方の栄養教室

日時 �10月22日㈪10時～12時
場所 �保健所講堂
対象 �40歳～74歳の方30人〈申込制(先着)〉
申込 �10月19日㈮までに☎で(市HPも可)
問合 �保健所健康増進課健康づくり担当☎(38)3331

おとうさん・おかあさんのための
小児アレルギー疾患勉強会

日時 �10月27日㈯15時～17時
場所 �勤労市民会館
講師 �高

た か

増
ま す

哲也さん(県立こども医療センターアレル
ギー科医長兼栄養サポートチーム座長)

対象 �アレルギー児を持つ家族の方など80人〈当日先着〉
問合 �茅ヶ崎医師会☎(87)2731

脂肪の燃えやすいカラダづくり
すっきりお腹をめざす人のための運動教室

日時 �11月7日㈬・14日㈬・21日㈬いずれも10時～11時
45分、11月28日㈬9時30分～11時45分(全4回)

場所 �男女共同参画推進センターいこりあ
内容 �有酸素運動や筋トレ、ストレッチ、ヨガ、健康ミ

ニ講話など
対象 �20歳～74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 �10月1日㈪～☎で(市HPも可)
ほか �託児6か月～6歳6人〈申込制(先着)〉
問合 �保健所健康増進課健康づくり担当☎(38)3331

口腔がん検診(検診費無料)
日時 �11月11日㈰10時～13時
場所 �地域医療センター
対象 �市内在住の方50人〈申込制(抽選)〉
申込 �10月25日㈭(必着)までに、往復はがき(1人1枚)に

住所・氏名(ふりがな)・生年月日・電話番号、口
腔がん検診希望と記入、返信表面に返信先住所・
氏名を記入し、〒253-0042本村5-9-5茅ヶ崎歯科医
師会事務局口腔がん検診係へ

ほか �抽選結果や検診時間は10月下旬に発送予定
問合 �茅ヶ崎歯科医師会☎(54)0991

がん集団検診～胃・大腸・乳(マンモグラフィ)・
子宮がん

日時 �11月15日㈭・24日㈯
場所 �保健所講堂
申込 �10月17日㈬～☎で〈申込制(先着)〉

区分 対象 検診時間 定員 費用
胃がん(Ｘ線撮影) 40歳以上 午前のみ 100人 1000円
大腸がん
(便潜血検査) 40歳以上

午前・午後

100人 600円

乳がん
(マンモグラフィ)

40歳以上の
偶数歳　　 120人 ※1

子宮がん(頸
けい

部) 20歳以上の
偶数歳　　 160人 900円

※1��40歳代の方はマンモグラフィ2方向で1500円、50歳以上の方はマン
モグラフィ1方向で1000円

※�年齢は2019(平成31)年3月31日現在
※��次のいずれかに該当する方はがん集団検診の費用が免除になります。

(A)75歳以上(1944(昭和19)年3月31日以前生まれ)の方、後期高齢者医
療の被保険者(B)生活保護世帯の方(C)市民税非課税世帯の方(同一世
帯の全員が課税されていない方)、(B)・(C)に該当する方は受診日の
5日前(閉庁日を除く)までにお申し出ください

問合 �保健所健康増進課健康づくり担当☎(38)3331

採用
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合計10人程度③④合計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②④看護師免許を持つ方③助産師
免許を持つ方

申込 �10月25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11月9日㈮
問合 �市立病院病院総務課経営総務担当☎(52)1111

茅ヶ崎公園体験学習センター臨時職員
夜間管理業務員

人数 �3人
対象 �18歳以上の方(高校生は不可)
待遇 �時給960円(県最低賃金の改定等により変更あり)
採用 �2019年1月1日
申込 �10月31日㈬までに申込書(10月2日㈫～海岸青少年

会館で配布。市HPで取得も可)を本人が持参
ほか �詳細は市HP参照
問合 �海岸青少年会館☎(85)0942

▷交通事故５４〈368〉�▷交通事故死者1〈2〉�▷交通事故負傷者114〈439〉�▷犯罪発生101〈761〉�いずれも暫定値
▷火災５〈27〉�▷救急車の出動1013〈7566〉��火災の問い合わせは、�☎（82）2119へ

交通事故・犯罪発生・火災件数
8月の件数〈2018年（平成30年）の累計〉
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２人の兄が大好きな我が家のアイドル！
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★2018年1月生まれ（広報ちがさき2018年12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10月
1日㈪～31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23点でした

2017年11月生まれ
HP
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お兄ちゃんにキスされまくりの可愛い弟くん
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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

かながわ小児救急ダイヤル
毎日18時～24時

看護師などによる電話相談� ☎045（722）8000
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