No.1095

2018年（平成30年）６月１日号

〒254-8686平塚市浅間町9-1平塚市役所産業振興課
へ(持参または 0463(35)8125も可)
問合 平塚市役所産業振興課☎0463(21)9758、雇用労働
課雇用労働担当

場所
問合

日時
場所
ほか
問合

日時
場所

２019年度使用中学校教科用図書(道徳科)
採択検討委員会を開催
①6月4日㈪②7月11日㈬③7月23日㈪いずれも10時～
市役所①本庁舎会議室2・3②分庁舎特別会議室③
本庁舎会議室1
学校教育指導課指導担当
２019年度使用中学校教科用図書(道徳科)
見本本の閲覧
6月8日㈮・12日㈫～15日㈮いずれも10時～16時(12
時～13時を除く)
教育センター
（青少年会館3階）
図書館でも閲覧可
学校教育指導課指導担当
赤ちゃんとママのためのコンサート
「みんなおんなじ」
6月20日㈬10時～12時
白十字林間学校(富士見町)

耳鼻咽喉科/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

あ

対象 企
 業各20社程度
〈申込制(先着)〉
申込 6月22日㈮(必着)までに申込書(市 HP で取得可)を

ー

ベ

問合 湘南Liebe☎090(5515)4448三輪

マミー・レインボーきっず
サマースクール説明会
日時 6月23日㈯10時30分～12時
場所 マミー・レインボーきっず＠茅ヶ崎サザンSt.
内容 サマースクールのスポット利用の方法やプログラ
ムの説明など
対象 市内在住の小学生の保護者10人程度
〈申込制〉
申込 6月1日㈮～22日㈮の10時30分～19時に☎で
（土曜
は17時まで）
問合 マミー・レインボーきっず＠茅ヶ崎サザンSt.☎
（40）
5551石黒
子育て世代のための生涯学習交流サロン
家族で手打ちうどんを作ろう
日時 7月9日㈪10時～12時30分
場所 ハマミーナまなびプラザ調理室
講師 加藤イセ子さん(まなびの市民講師)
対象 未就学児と家族25組
〈申込制(先着)〉
申込 6月1日㈮～件名に
「ツムグちがさき7/9参加希望」
、本
文に氏名・子の氏名・子の生年月日・電話番号・住所
を記入し、
マム04 mom4chigasaki@gmail.comへ
ほか 費用1家族800円
問合 マム04 mom4chigasaki@gmail.com
将来はエンジニア！(仮称)茅ヶ崎公園体
験学習施設を知ろう、考えよう
日時 7月14日㈯10時～12時
内容 施設の現場見学など
対象 市内在住・在学の小学生40人
〈申込制(抽選)〉
申込 6月1日㈮～13日㈬に市 HP で
（持参またははがきに住
所・氏名・学校名・年齢(学年)・電話番号、どの
媒体で本イベントを知ったかを記入し、〒253-0055
中海岸3-4-1海岸青少年会館へも可）
ほか 保護者同伴不可。海岸青少年会館集合・解散
問合 海岸青少年会館☎(85)0942
子ども会リーダーキャンプ「遊び体験教室」
野外炊事やキャンプファイアを楽しもう
日時 ①7月21日 ㈯9時30分 ～11時30分 ②7月25日 ㈬ ～26
日㈭
場所 ①市役所分庁舎コミュニティホール②表丹沢野外
活動センター(秦野市菩提)、サザンビーチちがさき
対象 子ども会に加入している5・6年生30人
〈申込制(抽選)〉
内容 ①事前研修(参加必須。
保護者同伴)②宿泊研修(レ
ク、野外炊事、キャンプファイア、海遊びほか)
申込 6月4日㈪～29日㈮に申込書
（市内公共施設で配布
を〒253-8686茅ヶ崎市役所青
中。市 HP で取得も可）
少年課へ(持参も可)
ほか 費用3500円。食物アレルギーをお持ちの方は要相
談。抽選結果は7月9日㈪までに郵送で通知
問合 青少年課育成担当

児童手当～現況届は6月中に提出を
現況届は、児童手当を受給している方が6月1日現在
で受給要件を満たしているかを確認するものです。児

☎（52）1611

いんこう

の

日時 9
 月4日㈫・5日㈬13時～16時
場所 ラスカ平塚(平塚市宝町)

申込 6
 月15日㈮までに☎で
ほか 費用中学生以上の方500円

本村5-9-5

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

なが の

企業合同就職面接会～参加企業を募集

地域医療センター1階

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

イチゴが大好きな希空くんです！

内容 音
 楽演奏
「はらぺこあおむし」
他
定員 40人
〈申込制(先着)〉

リ

本村5-15-1 ☎（52）1111
西久保500 ☎（83）9111
幸町14-1
☎（58）1311

休日・夜間急患センター

永野 希空 ちゃん

サザンビーチちがさき花火大会
有料観覧席でゆったり鑑賞
茅ヶ崎の夏の風物詩、サザンビーチちがさき花火大
会が8月4日㈯に開催されます。この花火大会は、花火
打上募金をはじめ、市民や事業所のみなさんのご協力
により支えられています。その一環として、今年も有
料観覧席を設けます。場所取りの心配をせず、ゆった
りと鑑賞できます。市観光案内所、市観光協会で販売
しています。
定員 380席
〈申込制(先着)〉
申込 6月4日㈪～
ほか 費用1席2500円
問合 サ ザンビーチちがさき花火大会実行委員会(観光
協会内)☎(84)0377

じゅん や

ほか 参
 加企業の詳細は市 HP を参照。事前申込不要
問合 雇用労働課雇用労働担当

日時

おおつき

内容 企
 業22社(予定)の合同企業説明会
対象 就職活動中の方(高校生を除く)

9

み

日時 7
 月4日㈬10時～12時
（出入り自由）
場所 勤労市民会館

7

う

市主催２２社参加予定の合同企業説明会

松が丘２丁目
月 日

よしおか

おしりフリフリ歌って踊るよ！

年3月 ～2020年3月 卒 業(卒 業 予 定 含 む)の 方10人
〈申込制(先着)〉
申込 6月20日㈬までに☎で(市 HP も可)
ほか 市役所集合・解散。参加企業はアルバックテクノ
株式会社、株式会社鈴木製作所
問合 雇用労働課雇用労働担当

子育て・教育

吉岡 優海 ちゃん

浜之郷
月 日

21

ら

いつもニコニコ！お兄ちゃん大好き！

茅 ヶ 崎 市 立 病 院
湘南東部総合病院
茅ヶ崎徳洲会病院

日㈮～29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。

7

さ

31

救急病院

★2017年9月生まれ
（広報ちがさき2018年8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6月1

はぎわら

萩原 早羅 ちゃん

萩園
月 日

7

大槻 純也 ちゃん

今回の応募は23点でした

浜見平
月 日

HP

4

お

か赤ちゃん
や
こ
す 2017年7月生まれ

急病のときは

事前に連絡してから受診してください

ママ大好き。パパの相手もしてね

いつもニコニコ好奇心旺盛です

歯がもう4本も生えてきたよ！

7

か

う

24 1

や ざき

み

7

矢崎 華央 ちゃん

東海岸南 丁目
月 日

いし い

28 1

石井 海羽 ちゃん

中海岸 丁目
月 日

7

6

童手当を受給している方には6月上旬に現況届を送付
します。詳細は同封の記入要領でご確認ください。現
況届を提出しないと、6月分以降の児童手当を受けら
れなくなることがあります。
問合 子育て支援課手当給付担当
市内在住の満3歳～未就学児を対象に
幼稚園などの保育料を減免
就園奨励事業として私立幼稚園や幼稚園類似施設に
在園する満3歳～未就学児(市内在住者)を対象に、入園
料と保育料の減免をする補助事業を行っています。6
月中旬に幼稚園などを通じて、手続きのお知らせや保
育料等減免措置に関する調書を配布します。必要事項
を記入し、通園先へ提出してください。
問合 子育て支援課子育て推進担当

防災

日時
場所
内容
講師
定員
申込
ほか
問合

被災地支援活動報告会
未来に向けた復興支援
7月7日㈯14時30分～16時30分
市役所本庁舎会議室1・2
陸前高田市職員による講演、市職員の被災地支援
活動の報告
熊谷正文さん(陸前高田市復興局長)
100人
〈申込制(先着)〉
開催日前日までに☎で(氏名・電話番号を記入し、
shokuin@city.chigasaki.kanagawa.jpも可)
手話通訳・要約筆記あり
職員課人財育成担当

採用

市役所の職員

職種 現
 業用務職(教育施設業務員)
人数 若干名

対象 1
 972年4月2日～1997年4月1日に生まれた方
採用 10月
（予定）

申込 6
 月5日㈫までにe-kanagawa電子申請で
ほか 1次試験6月17日㈰。詳細は試験案内(市役所職員

課・市政情報コーナーなどで配布中。市 HP で取得
も可)参照
問合 職員課人財育成担当

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看護師B④助産師(任期付)⑤

看護師(任期付)

人数 ①
 ～③計30人程度④⑤計30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看護師免
許を2019年3月末までに取得見込みの方④助産師
免許を持つ方⑤看護師免許を持つ方
申込 6月29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7月14日㈯
問合 市立病院病院総務課経営総務担当☎(52)1111

〈186〉
▷交通事故死者0
〈0〉
▷交通事故負傷者５７
〈221〉
▷犯罪発生
（統計処理中のため、
今号の掲載は見送ります）
交通事故・犯罪発生・火災件数 ▷交通事故４９
▷火災
１
〈11〉
▷救急車の出動
８
３
２
〈3753〉
火災の問い合わせは、
☎
（82）
2119へ
4月の件数
〈2018年
（平成30年）
の累計〉

