
糖尿病予防イベント2018
見て聞いて からだ丸ごと測ってチェック!

健康フェスタ 日時　11月3日(土・祝)10時～ 15時
会場　市役所本庁舎市民ふれあいプラザ

　11月14日の世界糖尿病デーにあわせ、糖尿病の予防と健康を楽しく体験しながら学ぶイベ
ントを開催します。

【保健所健康増進課健康づくり担当☎(38)3331】

参加無料申込不要

 講演会  各講座の時間は市 参照
(いずれも当日先着50人)
いろいろなテーマで糖尿病と健康を学ぼう
◦歯科医師に聞く生活習慣病と歯周病
◦専門医に聞く糖尿病の最前線
◦糖尿病ワンポイント講座
 未病＆企業コーナー 
いろいろな測定とクイズで健康をチェックしよう
◦�声からこころの元気度を測定「こころ分析」
◦�自律神経を測定「疲労・ストレスチェック」
◦�日本調剤による筋肉バランスなど健康チェック
◦�江の島アイランドスパによるえのすぱ紹介＆
オリジナル入浴剤プレゼント
◦�ヤクルト本社による糖尿病展示クイズに答えて
プレゼントゲット

 測定コーナー �当日会場で随時整理券配布
自身の健康状態を数値で確認しよう
◦�血管年齢測定
◦�血糖値測定
◦�歯周病検査

参加者
に

プレゼ
ントあ

り
自転車の魅力を体感

日時　10月27日㈯9時～16時(荒天中止)
会場　中央公園

　自転車の魅力を体感できる「ちがさき
ヴェロ・フェスティバル(自転車祭)」。
本市出身のプロサイクリスト別府史之選
手との交流やキッズレースに加え、安全
利用やルールを楽しく学ぶプログラムな
どが満載です。
� 【都市政策課交通計画担当】

　事前申込が必要なものも
あります。
　詳細はちが
さきヴェロ・
フェスティバ
ル公式 をご
覧ください。

毎年人気のキッズレース

別府史之(べっぷふみゆき)
1983年生まれ(赤羽根出身)
トレック・セガフレード所属
プロサイクリスト

ヴェロ・フェスティバル

 ほかにも  各種相談や、
展示で健康チェックをしよう
◦�医師・歯科医師・栄養士などによ
る個別相談
◦�栄養コーナー
◦�展示＆クイズコーナー
◦�ストレッチや筋力トレー
ニング体験
◦�フットケアコーナー

\ためになるコーナーが/盛りだくさん！

詳細は市 参照

治功労彰2人、一般表彰23人・7団体を表彰しました。
(敬称略)
〈自治功労彰〉▷選挙管理委員＝岡本重雄▷公平委員会
委員＝石田光代〈一般表彰〉▷明るい選挙推進協議会会
員＝豊田禎

てい

子
こ

▷地域コミュニティ振興＝茅ヶ崎地区コ
ミュニティセンター管理運営委員会、南湖会館管理運
営委員会▷商工会議所議員＝小清水澄

すみ

明
あき

、堤昭一、冨
田雄一郎▷老人クラブ会長＝大曾根修一、佐藤竜

しげみ

、佐
藤實

みのる

、島村重
じゅう

貴
き

、高橋民哉、永井光義、矢野博昭▷環
境指導員＝春川静子、猪瀬由紀子、大川君江▷地域の
交流活動＝茅ヶ崎民話の会、手話サークルほほえみ、
南湖サロンふれあい、サロンはますか、ほのぼの小出
▷認可保育園園長＝坂巻清▷消防団員＝中山大助、西
海尊

たか

健
とし

、鈴木靖
やす

臣
おみ

、中川和
かず

慶
よし

、田中英明、今井弘一郎、
髙橋十大、成尾嘉幸
問合 �秘書広報課秘書担当

�
11月18日㈰は茅ヶ崎駅前市民窓口センターの
臨時休館・コンビニ交付が停止

　市役所の電気設備点検のため、11月18日は茅ヶ崎駅
前市民窓口センターを臨時休館します。証明書の発行、
市税等の収納などは行いません。また、コンビニエン
スストアでの証明書交付サービスを停止します。
問合 �市民課戸籍住民担当

�
不用品バンク(9月26日現在)
(2019年3月で終了)

　不用品バンクは、無料のみ対象です。市HP参照
〈ゆずります〉▷介護用リクライニングベッド▷介護用
ベッド▷学習机▷掃除機▷カーテン(4枚)〈ゆずってく
ださい〉▷B型ベビーカー
問合 �市民相談課消費生活センター

産業・雇用
�日商簿記3級講座(試験直前対策)

日時 �10月27日㈯10時～12時30分・13時30分～16時
場所 �茅ヶ崎商工会議所
講師 �河原幸司(税理士)
定員 �各20人〈申込制(先着)。5人以下の場合は中止あり〉
申込 �申込書(茅ヶ崎商工会議所で配布中、同会議所HP

で取得も可)を茅ヶ崎商工会議所へ持参
ほか �費用は会員2000円、一般4000円
問合 �茅ヶ崎商工会議所☎(58)1111

�
茅産茅消青果まつり
地元農家の野菜販売、野菜の重量当てクイズ

日時 �10月28日㈰10時～14時ごろ(売り切れ次第終了、�
雨天決行)

場所 �茅ヶ崎青果地方卸売市場
ほか �車での来場不可
問合 �農業水産課農業担当、茅ヶ崎青果地方卸売市場☎�

(52)2261

�
チガサキハロウィン2018
未来も笑顔のまち茅ヶ崎へ

日時 �10月28日㈰10時～15時

場所 �柳島スポーツ公園
内容 �仮装ファッションショーやランタンづくりなど
ほか �詳細は茅ヶ崎青年会議所HP参照
問合 �茅ヶ崎青年会議所☎(85)0212(月・水・金曜日10時～

16時)

�
ファイナンシャル・プランニング技能士
3級試験対策講座

日時 �11月4日・11日・18日、12月2日・9日いずれも日
曜日13時～17時30分(全5回)

場所 �勤労市民会館
定員 �20人〈申込制(先着)〉
申込 �10月15日㈪～11月3日(土･祝)に☎で(勤労市民会館

HPも可)
ほか �費用1500円(テキスト代)
問合 �勤労市民会館☎(88)1331

�カトレアを中心とした洋ラン入門講習会
日時 �11月12日㈪14時～16時30分
場所 �市役所分庁舎D会議室
講師 �新倉喜一さん(茅ヶ崎洋蘭園)
対象 �市内在住・在勤・在学で18歳以上の方15人〈申込

制(抽選)〉
申込 �10月26日㈮までに☎で(市HPも可)
ほか �費用3500円。植えた洋ランは持ち帰り
問合 �農業水産課農業担当

�
労務管理セミナー
企業向け�働き方改革対応セミナー

日時 �11月21日㈬13時30分～16時30分
場所 �藤沢合同庁舎(藤沢市鵠沼石上)
内容 ��「働き方改革」や「同一労働同一賃金」について
講師 �藤沢労働基準監督署長、北岡大介さん(北岡社会

保険労務士事務所代表、元労働基準監督官)
対象 �企業経営者や人事労務担当者など60人〈申込制(先着)〉
申込 �11月20日㈫までに☎で(申込書(かながわ労働セン

ターHPで取得可)を 0463(21)2848へ可)
問合 �かながわ労働センター湘南支所☎0463(22)2711

�
ガーデンシクラメンを中心とした
鉢物寄せ植え講習会

日時 �11月26日㈪14時～16時
場所 �市役所分庁舎E会議室�
講師 �横山貞裕さん(横山花園)
対象 �市内在住・在勤・在学で18歳以上の方20人〈申込

制(抽選)〉
申込 �11月5日㈪までに☎で(市HPも可)
ほか �費用1500円。寄せ植え鉢は持ち帰り
問合 �農業水産課農業担当

�
ジャガイモの収穫体験農園を開園
土と親しみながら家族で収穫の喜びを

日時 �12月1日㈯・2日㈰(生育状況により変更あり)
場所 �萩園南土地改良区内
定員 �40組(1組1区画)〈申込制(抽選)〉
申込 �10月25日㈭(消印有効)までにはがきに住所・氏名・

電話番号、希望日を記入し、〒253-0044新栄町13-

44JAさがみ茅ヶ崎地区運営委員会事務局へ
ほか �費用1区画1000円。抽選結果は当選者のみ11月中

旬に郵送
問合 �JAさがみ茅ヶ崎地区運営委員会事務局☎(87)0114

�市技能者表彰
　10月1日、同じ職種に従事し、その発展に寄与され
た技能功労者7人、優秀技能者15人、青年優秀技能者4
人を表彰しました。(敬称略・順不同)。
〈技能功労者〉▷塗装工＝青木隆幸▷調理人＝青

あお

桺
やぎ

洋
子、中村光司▷製菓技術士(和菓子)＝佐野茂▷建築大
工＝藤間一彦、吉野実▷石工＝富田庄司〈優秀技能者〉
▷塗装工＝浅岡宏文▷とび職＝新目文太、和田洋平▷
住宅設備工＝今

いま

出
で

川
がわ

昌輝▷建設用機械運転工＝岩澤義
彦▷配管工＝小野寺一朗▷調理人＝栗田大介、関口フ
ミ子▷金属加工技術師＝杉田弘毅▷石工＝富田桂司▷
建築大工＝西塚史明、野月裕

ひろ

臣
おみ

▷スレート工＝廣田信
行▷造園師＝増田正成▷土木工＝宮治旭〈青年優秀技
能者〉▷配管工＝江村大輔▷とび職＝鈴木基幸▷溶接
工＝中村智哉▷電気工事士＝矢田勇治
問合 �雇用労働課雇用労働担当

�
県の最低賃金を改正
27円引き上げの時間額983円に

　10月1日から、県の最低賃金が時間額983円(27円引
き上げ)に改定されました(改定前956円)。県内の事業
場で働く常用・臨時・パート・アルバイトなどの雇用
形態や呼称を問わず、すべての労働者とその使用者に
適用されます。中小企業・小規模事業者向けに各種支
援策、無料相談を設けています。詳細は神奈川働き方
改革推進支援センター☎045(307)3775へ
問合 �神奈川労働局労働基準部賃金室☎045(211)7354

採用
�市役所の職員①保育士②保健師③学校給食調理員

人数 �若干名
対象 �①②1978年4月2日以降に生まれた方(資格必要)③

1972年4月2日～1997年4月1日に生まれた方
採用 �①②2019年4月1日(予定)③2019年2月1日(予定)
申込 �10月19日㈮～11月12日㈪にe-kanagawa電子申請で
ほか �1次試験11月23日(金･祝)。詳細は試験案内(市役所職

員課・市政情報コーナー等で配布中。市HPで取得
も可)参照

問合 �職員課人財育成担当

寄付(敬称略)
〈市へ〉▷門馬基子＝絵画▷原田幹夫＝土地▷茅ヶ崎つ
なぐ海と森＝94万9996円▷株式会社伊藤園＝3万6265
円▷株式会社ジャパンビバレッジホールディングス＝
3万3058円
〈社会福祉協議会〉▷カトリック茅ヶ崎教会バザー委員
会＝5万円
〈市立病院〉▷原光浩＝机、椅子など(50万円相当)

◆ 　　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

広報紙へのご意見・ご感想を　広報ちがさきをより良いものにしていくため、みなさんからのご意見・ご感想をお聞かせください。市HP内「広報ちがさき」の「広報ちがさきア
ンケートフォーム」からお寄せください。
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