
申込 �2019年1月19日㈯9時～12時に申込書(総合体育館
内スポーツ推進課で配布中。市HPで取得も可)と
参加費を総合体育館会議室へ持参

ほか �費用1種目500円(小・中学生は2種目まで500円)、
リレー1エントリー1000円。大会補助役員も募集中

問合 �茅ヶ崎水泳協会☎080(1290)5481山村

�
ちがさきスポーツ・レクリエーションフェ
スティバル～ショータイム出演団体募集

日時 �2019年3月10日㈰11時40分～12時20分(1団体約10分)
場所 �総合体育館
対象 �主に市内で活動する10人以上の3団体〈申込制(選

考)。種目は問わない〉
申込 �2019年1月18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

採用・人事
�
教育委員会の非常勤嘱託職員

　　　①学校給食調理員②教育施設業務員
対象 �①18歳～54歳の方(定年は60歳)②18歳以上の方(い

ずれも高校生不可)
待遇 �①日額5610円。給食が実施される日に週3日(年間約

120日)または週5日(年間約185日)、原則8時30分～
15時に市立小学校で勤務②日額7500円。原則月～
金曜日の8時30分～17時(年間113日以内)で市立
小・中学校で勤務

採用 �登録期間は申し込み後1年間とし、欠員時に連絡・
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
が教育総務課へ持参

問合 �教育総務課総務担当

�
臨時職員

　　　適応指導教室相談指導補助員
人数 �2人
対象 �教員経験のある方、大学等で臨床心理学等を学ん

でいる大学院生・大学生が望ましい(資格不要)

待遇 �時給1345円。月～金曜日の週2～3日で1日7時間、あ
すなろ教室で勤務。交通費実費支給(上限400円)あり

採用 �2019年4月1日㈪～9月30日㈪
申込 �2019年1月15日㈫までに申込書(教育センター青少

年教育相談室で配布中。市HPで取得も可)に必要
事項を記入し、本人が持参(市外の方のみ締切日
必着で〒253-0045十間坂3-5-37青少年会館2階へ郵
送も可)

ほか �2019年1月中旬以降に面接を実施
問合 �教育センター青少年教育相談担当☎(86)9964

�市立病院の任期付職員(栄養士)
人数 �1人
対象 �栄養士免許を持つ方
採用 �2019年4月1日㈪以降
申込 �12月14日㈮～2019年1月31日㈭に書留で申込書(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
院病院総務課へ郵送(持参も可)

ほか �試験日は2019年2月14日㈭
問合 �市立病院病院総務課経営総務担当☎(52)1111

�市立病院の任期付職員(臨床検査技師)
人数 �1人
対象 �臨床検査技師免許を持つ方
申込 �2019年1月11日㈮(必着)までに書留で申込書(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
病院総務課へ郵送(持参も可)

ほか �試験日は2019年2月4日㈪
問合 �市立病院病院総務課経営総務担当☎(52)1111

寄付(敬称略)
〈市へ〉▷野田保孝＝1万2000円▷茅ヶ崎グリーンライオ
ンズクラブ＝20万円▷株式会社伊藤園＝3万52円▷株式
会社ジャパンビバレッジホールディングス＝3万7875円
▷湘南ヤクルト販売株式会社＝9万1092円▷森誠一＝茶

道具一式▷下地孝子、下地恵
め

留
る

々
る

、勝又愛＝書籍▷柳
島小学校PTA＝体育館舞台一文字幕・五十周年記念バン
ダナ▷湘南地区まちぢから協議会＝柳・楓
〈社会福祉協議会〉▷ホル山下モー子＝1万円、匿名＝5
万円、3000円

パブリックコメント
みなさんのご意見をお寄せください
〈資料配布〉担当課、市内公共施設、市HP
〈意見の取り扱い〉個別の回答や意見内容以外の個
人情報の公表はいたしません
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の
確保等に関する法律第75条第1項の規定による許
可の取消し及び業務停止処分取扱基準(素案)
　薬局開設者等の許可の取消しまたは業務の停止に必
要な処分について、「医薬品、医療機器等の品質、有効
性及び安全性の確保等に関する法律第75条第1項の規定
による許可の取消し及び業務停止処分取扱基準(素案)」
をとりまとめました。
期間 �12月17日㈪～2019年1月22日㈫
公表 �2019年3月下旬(予定)
応募 �郵送(〒253-8660茅ヶ崎市保健所衛生課)、 (82)
　　0501、市HPで
問合 �保健所衛生課環境衛生担当☎(38)3317
平成31年度茅ヶ崎市食品衛生監視指導計画(素案)
　食品衛生法に基づく監視指導等を効率的かつ効果的
に実施し、飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止
し、食の安全・安心の確保を図るため、「平成31年度
茅ヶ崎市食品衛生監視指導計画(素案)」をとりまとめ
ました。
期間 �12月17日㈪～2019年1月22日㈫
公表 �2019年3月下旬(予定)
応募 �郵送(〒253-8660茅ヶ崎市保健所衛生課)、 (82)
　　0501、市HPで
問合 �保健所衛生課食品衛生担当☎(38)3316

◆ 　　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。

主な施設の の休館日1月
公民館、青少年会館、地域集会施設、文化資料館 7日・15日・21日・28日
うみかぜテラス（体験学習センター）※ 5日㈯開館 8日
図書館本館、図書館香川分館 7日・15日・17日・21日・28日
市民文化会館 28日
美術館 7日・15日・21日・28日
ちがさき市民活動サポートセンター 16日
男女共同参画推進センターいこりあ 6日・13日・20日・27日
勤労市民会館 28日
開高健記念館、茅ヶ崎ゆかりの人物館 7日～10日・15～17日・21～24日・28～31日
スポーツ施設 15日

相談名 種類 日時・場所
労働相談（予約制） 第2・4土、第3水（第4土と同一週の場合は第2水）13時～・

14時～　勤労市民会館☎（88）1331
ワーキングマザー
両立応援カウンセリング

原則第4水の午後（要問い合わせ）　男女共同参画推進センター
いこりあ（かながわ労働センター☎045（633）6110）

障害者職業相談（予約制） 金14時30分～16時30分　サザンポ☎（26）0594
職業相談（茅ヶ崎市ふるさとハローワーク） 月～金9時～16時30分　勤労市民会館（第4月・祝日を除く）

女性のための相談室
（面談・法律は予約制）

①面談
②法律
③電話

①月・水・金、第4火10時～16時
②第2・4火13時～16時
③月～金10時～16時

男女共同参画推進
センターいこりあ
☎（84）4772

がいこくじんそうだん
①いっぱん
②ほうりつ
③きょういく

①かようび～きんようび   9じ～16じ
②かようび～きんようび 13じ～16じ
③かようび～どようび    10じ～16じ30ふん

あーすぷらざ
①②☎045（896）2895
③☎045（896）2972

子育ての何でも相談
月～金9時～17時　各子育て支援センター
北口☎（87）6620、南口☎（87）6531
浜竹☎（85）7900、香川駅前☎（82）2210

家庭児童相談 月～金9時～17時　家庭児童相談室☎（82）1151
療育相談 月～金9時～17時　こどもセンター☎（84）0505
弁護士による成年後見相談
（予約制）

偶数月第1水13時15分～16時55分（40分以内。祝日の場
合は第2水）　茅ヶ崎市社会福祉協議会☎（85）9650

身体障害者の巡回更生相談 受付：障害福祉課障害者支援担当
毎月の第4月13時～15時　総合療育相談センター（藤沢市亀井野）

青少年相談　一般教育相談
月～金9時～18時 青少年教育相談室

（月～金17時～18時は☎（86）9963のみ）

☎（86）9963～4
こころの電話相談 ☎（57）1230
いじめ電話相談 ☎（82）7868
特別支援電話相談 ☎（86）1062

「ことばの教室」
「そだちの教室」
の通級指導・教育相談

ことばの教室 JR東海道線北側：梅田小学校 ☎(85)1124
JR東海道線南側：茅ヶ崎小学校 ☎(83)4597

そだちの教室 JR東海道線北側：鶴が台小学校 ☎(52)3006
JR東海道線南側と小和田小：緑が浜小学校 ☎(88)5005

相 談 窓 口 一 覧

※ 年末年始の休業期間は本紙8面に掲載しています

生活援助員研修
　市では、「未経験だけど訪問介護の仕事がしたい」とい
う方を対象に、訪問型サービスＡ(身体介護を含まない
生活援助サービス)を実施する介護事業所で働くための
研修を実施しています。研修修了者は事業所にて、利用者の居宅で調理、掃
除、洗濯など生活援助の仕事ができる資格が得られます。

【高齢福祉介護課支援給付担当】
日時	 2019年2月10日㈰・11日(月・祝)9時～16時30分　※	11日は、実際に現

場で働く職員による訪問型サービスＡ事業所説明会を開催
場所	 勤労市民会館Ｂ研修室
対象	 高校生以上の方30人〈申込制〉
申込	 12月14日㈮～2019年1月15日㈫に申込書(市 で取得可)を茅ヶ崎介護

サービス事業者連絡協議会事務局 050(5837)1484へ
ほか	 参加費無料
問合	 茅ヶ崎介護サービス事業者連絡協議会事務局☎070(1261)7738青木

調理、掃除などを支援

　ヘルシーでおいしい豆腐の味噌漬けを作って毎日の食卓に取り入れません
か。チーズのような濃厚な味わいはお酒のおつまみにぴったり。野菜ディッ
プや調味料代わりとしてもお楽しみいただけます。	
	 【文化生涯学習課生涯学習担当】	
日時　2019年1月23日㈬11時～12時
場所　ハマミーナまなびプラザ調理室
講師　山口恵里さん（伝統食＆自然食研究家・
　　　フルーツカッティング講師）
定員　20人〈申込制(先着)〉
申込　12月17日㈪～☎で
ほか　費用1500円。調理実習あり

身近な食材で作る醗酵食品シリーズ

豆腐の味
み

噌
そ

漬け

まるでチーズのような濃厚さ
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