
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

精神科医師によるこころの健康相談
(精神保健福祉相談)

日時 �11月14日㈬・28日㈬いずれも14時～17時
場所 �保健所医療相談室
申込 �随時☎で
問合 �保健所保健予防課保健対策担当☎(38)3315

歯科講演会「オーラルフレイルって何？」
①一般向け②事業者向け

日時 �11月29日㈭①10時～12時②13時～15時
場所 �保健センター
内容 �①オーラルフレイルチェックの実施と予防方法な

ど②現場での気付きと対策
講師 �①内間恭洋さん②松井新吾さん(いずれも茅ヶ崎

歯科医師会歯科医師)
対象 �①65歳以上で市内在住・在勤の方②市内の事業者

各30人〈いずれも申込制(先着)〉
申込 �11月27日㈫までに☎で
問合 �高齢福祉介護課支援給付担当

血糖値が高めと指摘されていませんか
ランチで体感！血糖コントロールの食事法

日時 �11月30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 �40歳～74歳で糖尿病と診断されていない方12人
〈申込制(先着)〉

申込 �11月28日㈬までに☎で(市HPも可)
ほか �費用400円。調理実習あり
問合 �保健所健康増進課健康づくり担当☎(38)3331

健康腕時計であなたのストレスと健康が見える！
3か月間の生活習慣改善プログラム教室

日時 �12月4日㈫・20日㈭、2019年2月18日㈪いずれも14
時～16時

場所 �保健所相談室2～6
対象 �おおむね40歳～70歳代で医師から運動制限がな

く、全回参加可能な方30人〈申込制(先着)〉
申込 �11月16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

運動教室2日間コース
無理なく楽に！働く人のための運動不足解消教室

日時 �12月8日㈯・15日㈯いずれも9時30分～11時30分
場所 �総合体育館
対象 �20歳～64歳で医師から運動制限のない方20人〈申

込制(先着)。平日仕事をしている方優先〉
申込 �11月5日㈪～☎で(市HPも可)
問合 �保健所健康増進課健康づくり担当☎(38)3331

美しい姿勢を保つ～骨のアンチエイジング
骨密度測定で骨の健康度チェック

日時 �12月11日㈫9時30分～・10時～・10時30分～・11時
～(各1時間程度)

場所 �保健所
対象 �64歳までの方60人〈申込制(先着)。4月以降測定し

ていない方・女性優先〉
申込 �11月5日㈪～☎で(市HPも可)
問合 �保健所健康増進課健康づくり担当☎(38)3331

知って実践！キケンな血圧変動と予防法
隠れ高血圧から身を守る！

日時 �12月14日㈮13時30分～15時(13時開場)
場所 �市役所本庁舎会議室1・2
講師 �大久保孝義さん(帝京大学医学部衛生学公衆衛生

学講座主任教授)
定員 �80人〈申込制(先着)〉

申込 �11月5日㈪～☎で
問合 �保健所健康増進課健康づくり担当☎(38)3331

文化・歴史
日本文学朗読会①谷崎潤一郎 作「秘密」②夏
目漱石 作「夢十夜」、岡本綺堂 作「落城の譜」

日時 �①11月13日㈫11時～②11月27日㈫11時～
場所 �ハスキーズギャラリー
講師 �①すみこさん(朗読サロン「風鈴草」)②椿野枝さん、

里村由実さん(いずれも朗読サロン「六花」)
ほか �費用500円(200円を市民活動げんき基金に寄付)
問合 �ハスキーズギャラリー☎(88)1811

歌舞伎入門講座
日時 �11月17日㈯13時30分～15時
場所 �茅ヶ崎ゆかりの人物館
講師 �鈴木治彦さん(フリーキャスター)
定員 �30人〈申込制(先着)〉
申込 �11月1日㈭～☎または窓口で
問合 �文化生涯学習課文化推進担当

語りとコントラバスの演奏
ジャズで楽しむ 茅ヶ崎の九代目團十郎

日時 �11月23日(金･祝)11時～12時30分・14時30分～16時
場所 �茅ヶ崎ゆかりの人物館
講師 �長谷川由美さん(湘南シレーネ)、塩田厚さん(コン

トラバス)
定員 �各30人〈申込制(先着)〉
申込 �11月5日㈪～☎または窓口で
問合 �文化生涯学習課文化推進担当

茅ヶ崎市・寒川町広域連携事業
社会教育講座「人と地球に優しい暮らし」

日時 �①11月27日㈫②12月7日㈮いずれも13時30分～15時30分
場所 �①図書館②寒川町民センター(寒川町宮山)
内容 �講演①江戸のシンプルな暮らし②家庭の冷蔵庫か

ら食品ロスをなくす
講師 �①大塚昌利さん(立正大学名誉教授)他②福田かず

みさん(冷蔵庫収納家)
定員 �各50人〈申込制(先着)〉
申込 �①11月26日㈪まで②12月6日㈭までに☎で
問合 �社会教育課社会教育担当

人権フェスタ2018 in かまくら～宮崎緑さん
による講演、ミニコンサート、人権作文朗読

日時 �12月8日㈯13時～16時
場所 �鎌倉芸術館小ホール(鎌倉市大船)
定員 �550人〈申込制(先着)〉
申込 �11月1日㈭～☎で(氏名・ふりがな・電話番号、参加

人数を記入し、 (23)8700または jinken-danjo@
city.kamakura.kanagawa.jpも可)

ほか �託児5人〈申込制〉。手話通訳あり
問合 �鎌倉市文化人権課☎0467(61)3870

生活
市営住宅の入居者・補欠者を募集

申込 �11月1日㈭～16日㈮に申込書と必要書類を〒253-
8686茅ヶ崎市役所建築課へ

ほか �詳細は「募集のしおり」(11月1日㈭～市役所建築課・
　　市政情報コーナー、各出張所・公民館などで配布)参照
問合 �建築課市営住宅担当

全国一斉｢女性の人権ホットライン｣
強化週間実施

日時 �11月12日㈪～16日㈮8時30分～19時、11月17日㈯・

18日㈰10時～17時(通常は平日8時30分～17時15分)
ほか �人権擁護委員と法務局職員が対応。秘密厳守
問合 �全国統一ナビダイヤル☎0570(070)810、市民相談

課市民相談担当
活躍の場を広げるパソコンスキル習得！
Wordで初めてのチラシづくり

日時 �12月13日㈭・14日㈮9時30分～12時30分(全2回)
場所 �男女共同参画推進センターいこりあ
講師 �パソコンボランティア湘南
対象 �Wordで文書作成・保存ができる方30人〈申込制(先着)〉
申込 �11月1日㈭～☎で(市HPも可)
ほか �費用1500円(テキスト代)。Word2010以上搭載のパ

ソコン持参(パソコン貸し出し1回300円、先着14
台)。託児6か月～未就学児5人〈申込制(先着)。12
月3日㈪まで〉

問合 �男女共同参画課男女共同推進担当☎(57)1414

税金
税に関する説明会①消費税の軽減税率
制度②年末調整

日時 �11月15日㈭①10時～11時②13時30分～16時
場所 �市民文化会館
対象 �①事業者②源泉徴収義務者
問合 �藤沢税務署☎0466(22)2141

採用・人事
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 �11月12日㈪までにe-kanagawa電子申請で
ほか �1次試験は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
教育委員会の非常勤嘱託職員
学校給食調理員

対象 �18歳～54歳の方(定年は60歳、高校生不可)
待遇 �日額5610円(給食が実施される日で、原則週5日(年

間約185日)、原則8時30分～15時に市立小学校、
学校給食共同調理場で勤務)

採用 �登録期間は申し込み後1年間とし、欠員が生じた
場合に連絡・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
が持参

問合 �教育総務課総務担当

市立病院の看護職員・任期付職員
職種 �①新規卒業生の助産師②看護師A③看護師(任期付)
人数 �計15人程度
対象 �①2019年3月末に取得見込みの方②③看護師免許

を持つ方
申込 �11月30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12月15日㈯
問合 �市立病院病院総務課経営総務担当☎(52)1111

市立小・中学校のふれあい補助員の募集
(学習指導・生活指導の補助、身辺介助など)

職種 �通常級担当・特別支援学級担当・個別支援担当
人数 �50人程度
対象 �2019年4月1日現在で18歳以上の方(通常級担当は

教員免許を持っていることが望ましい)
待遇 �月～金曜日8時30分～15時(年間約150日)
申込 �11月1日㈭～30日㈮に履歴書(A4またはA3判)を本

人が持参
ほか �12月中に面接・筆記試験(小論文)あり
問合 �学校教育指導課指導担当

▷交通事故４4〈412〉�▷交通事故死者０〈2〉�▷交通事故負傷者５１〈490〉�▷犯罪発生78〈840〉いずれも暫定値
▷火災2〈29〉�▷救急車の出動873〈8439〉��火災の問い合わせは、�☎（82）2119へ

交通事故・犯罪発生・火災件数
9月の件数〈2018年（平成30年）の累計〉
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邪険にされても兄ちゃん大好き！
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★2018年2月生まれ（広報ちがさき2019年1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11月
1日㈭～30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27点でした

2017年12月生まれ
HP

いたずら大好き、好奇心のかたまりです！
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いたずらが大好き！わんぱく王子です
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いつもニコニコ元気いっぱい！
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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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