
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

地域医療センター
茅ヶ崎3-4-23　	医科・歯科☎（38）7532(自動音声

案内後、用件先におつなぎします)
調剤薬局☎（38）5086(直通)

3月31日㈰までは、これまでの地域医療センター
(本村5丁目、☎(52)1611)で診療を行います)
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
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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

ほか 	費用１日１万800円。5月初旬に茅ヶ崎商工会議所で
出店者説明会あり

問合 	湘南祭実行委員会事務局(茅ヶ崎商工会議所内)
☎(58)１１１１
湘南祭2019�ボランティアスタッフ～本部
での問い合わせ対応やゴミの分別指導など

日時 	5月25日㈯１0時〜１2時、5月26日㈰１3時〜１6時
対象 	１8歳以上の方〈申込制。両日参加歓迎〉
申込 	5月１0日㈮までに申込書(茅ヶ崎商工会議所で配布

中。湘南祭HPで取得も可)を持参(住所・氏名・電
話番号、参加希望日時を記入し、 (86)660１も可)

問合 	湘南祭実行委員会事務局(茅ヶ崎商工会議所内)
☎(58)１１１１

生活
コンビニ交付サービスを一時停止

　システムメンテナンスのため、4月１8日㈭の全日と
30日㈫の１2時〜23時はコンビニ交付サービスを停止し
ます。日程に変更がある場合は市HPでお知らせします。
ご理解のほどお願いします。
問合 	市民課戸籍住民担当

里山の青空を泳ぐこいのぼりを募集
　春の里山公園まつりでは、毎年約200匹以上の大き
なこいのぼりを掲揚しています。今年も5月5日(日･祝)に
開催しますので、各家庭で不要になった大きなこいの
ぼりをお持ちの方は、4月2１日㈰までに県立茅ケ崎里
山公園パークセンターへお持ちください。
問合 	県立茅ケ崎里山公園☎(50)6058

ちがさき自転車ルール講習会
専用コースで実車走行など

日時 	5月１１日㈯１0時〜１2時(雨天時は室内講習)
場所 	中央公園(雨天時は市役所本庁舎会議室3〜5)
対象 	市内在住で小学生以上の方１20人〈申込制(先着)。

小学生は保護者同伴〉
申込 	4月22日㈪までに☎で(住所・氏名・年齢(学年)・

電話番号を記入し、 (57)8377または anzen@
city.chigasaki.kanagawa.jpも可)

問合 	安全対策課安全対策担当

ハーブの寄せ植え講習会
日時 	5月26日㈰１3時30分〜１5時30分
場所 	市役所分庁舎D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 	4月23日㈫までに☎または市HPで(窓口も可)
ほか 	費用１500円。講習会終了後、寄せ植え鉢は持ち帰り
問合 	農業水産課農業担当

市民参加・市民活動
鶴嶺西地区まちぢから協議会の公募委員

対象 	鶴嶺西地区の市民で、地域課題を一緒に協議・検

討していただける方
内容 	鶴嶺西地区まちぢから協議会で開催される総会、

運営委員会などへの参加
申込 	4月１日㈪〜30日㈫に応募用紙(鶴嶺西コミュニ

ティセンター、市役所市民自治推進課で配布中。
市HPで取得も可)を応募用紙配布場所へ持参

問合 	市民自治推進課地域自治担当

市地域福祉推進委員会の市民委員
人数 	2人以内
対象 	市内在住・在勤・在学の方(他の審議会などの公

募委員を除く)
内容 	第3期茅ヶ崎市地域福祉計画(愛称：みんながつな

がる	ちがさきの地域福祉プラン)の進行管理、第
4期茅ヶ崎市地域福祉計画の策定、施策推進に関
する調査審議など

任期 	7月から3年間
会議 	年4〜5回程度(原則平日夜間)
報酬 	日額8000円
申込 	4月１5日㈪〜5月１3日㈪(消印有効)に応募用紙(4月

１5日〜市役所福祉政策課・市政情報コーナー、小
出支所などで配布。市 HP で取得も可)を持参
(〒253-8686茅ヶ崎市役所福祉政策課へ郵送また
は fukushiseisaku@city.chigasaki.kanagawa.
jp、 (82)8１57も可)

問合 	福祉政策課福祉政策担当

市食育健康づくり推進委員会
人数 	3人
対象 	市内在住・在勤・在学の方(ほかの審議会などの

公募委員を除く)
内容 	食育、健康増進、歯及び口腔の健康づくりに関す

る市の計画の策定と施策の推進に関する調査、審
議・答申

任期 	8月から2年間
会議 	年3回から6回程度(原則平日昼間)
報酬 	日額１万円
申込 	5月１0日㈮(必着)までに応募用紙(保健所健康増進

課、市役所市政情報コーナーなどで配布中。市HP
で取得も可)と作文「茅ヶ崎市の食育と健康づくり
について」(800字程度)を〒253-8660茅ヶ崎１-8-7
茅ヶ崎市保健所健康増進課へ郵送(持参も可)

問合 	保健所健康増進課健康づくり担当☎(38)333１

文化・歴史
茅ヶ崎市寒川町広域連携事業
さむかわ考古学講座「茅ヶ崎寒川の古墳時代」

日時 	①4月20日②5月１１日③6月１日いずれも土曜日
　　１0時〜１2時頃(全3回)
場所 	①②寒川町文化財学習センター(寒川町一之宮)　

③下寺尾地区
内容 	①「古墳時代の寒川〜大神塚を中心に」②「古墳時

代の茅ヶ崎〜下寺尾周辺の古墳時代の遺跡」③市
内下寺尾地区のフィールドワーク

対象 	中学生以上の方30人〈申込制(先着)〉

申込 	4月2日㈫〜☎または窓口で(寒川町HPも可)
問合 	寒川町役場教育総務課☎(74)１１１１

まなびの市民講師自主企画講座
原色ドライフラワー(母の日の贈り物づくり)

日時 	4月24日㈬１0時〜１１時30分
場所 	市民ギャラリー
講師 	関根マサヱさん(まなびの市民講師)
対象 	20歳以上の方１8人〈申込制(先着)〉
申込 	4月１日㈪〜関根☎090(3044)2396へ(氏名・電話番

号を記入し、 (52)１670も可)
ほか 	費用１500円	
問合 	文化生涯学習課生涯学習担当

健康
成人糖尿病教室
「糖尿病と付き合う方法」基礎編

日時 	4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

50歳からの体型と体力を維持する食事法
簡単チェックシートで食生活を見直そう

日時 	4月24日㈬１0時〜１3時30分
場所 	男女共同参画推進センターいこりあ
対象 	50歳以上の方20人〈申込制(先着)〉
申込 	4月22日㈪までに☎または市HPで
ほか 	費用400円
問合 	保健所健康増進課健康づくり担当☎(38)333１

からだの基礎を立て直す
めざせ体力アップ！運動教室5日間コース

日時 	5月9日・１6日・23日いずれも木曜日１0時〜１１時45
分、5月26日㈰9時30分〜１１時30分、5月30日㈭9時
30分〜１１時45分(全5回)

場所 	総合体育館
対象 	20歳〜64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 	4月１日㈪〜☎で
問合 	保健所健康増進課健康づくり担当☎(38)333１

採用・人事
副市長を選任

　議会の同意を得て、2月25日付で塩崎威と岸宏司を
副市長に選任しました。
　塩崎威（しおざき・たけし）１98１年3月国士舘大学工
学部土木工学科卒業。同年4月茅ヶ崎市役所に就職。
都市部開発審査課長、下水道河川部長を歴任(60歳)
　岸宏司（きし・こうじ）１982年3月法政大学経済学部
経済学科卒業。同年4月茅ヶ崎市役所に就職。企画部
施設再編整備課長、総務部市民自治推進課長、総務部
参事兼市民自治推進課長、教育総務部長を歴任（60歳）
問合 	職員課人財育成担当

▷交通事故30〈69〉	▷交通事故死者0〈1〉	▷交通事故負傷者32〈80〉	▷犯罪発生66〈129〉	いずれも暫定値
▷火災4〈13〉	▷救急車の出動830〈1990〉		火災の問い合わせは、	☎（82）2119へ

交通事故・犯罪発生・火災件数
2月の件数〈2019年（平成31年）の累計〉
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★2018年7月生まれ（広報ちがさき2019年6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。4月1日㈪～
26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19点でした
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HP
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