
校総合体育大会バスケットボール競技で優勝▷堤ス
ポーツ広場多目的広場運営委員会＝地域の社会体育
の振興に寄与
〈個人の部〉
▷名

な

雪
ゆき

芹
せり

＝第一生命全国小学生テニス選手権大会女子
シングルスで第3位▷岡田悠

ゆう

希
き

＝三笠宮杯全日本ダン
ススポーツ選手権ジュブナイルラテンで第3位▷小

こ

橘
ぎっ

田
た

ひろみ＝ジュニア・ギター・コンクール小学校高学
年の部で金賞首席▷内田侑希＝全日本一輪車競技大会
100ｍスプリント20インチ小学3～4年生男子で優勝▷
遠藤音

おと

弥
や

＝全日本一輪車競技大会タイヤ乗り30ｍ16イ
ンチ小学2年生以下男子で準優勝▷沼

ぬま

紡
つむぐ

・工藤巧
たくみ

・宮
川智

とも

嗣
つぐ

＝全国小・中学生作品コンクールでセンバス・
グループ賞▷浜

はま

地
じ

櫂
か

依
い

＝全日本ジュニア／ユースライ
フセービング・プール競技会男子100ｍレスキュー
チューブトウ小学生3～4年生の部で優勝▷羽賀穂

ほ

音
のん

＝
神奈川県青少年創意くふう展覧会で神奈川県発明協会
会長賞▷杉山凛＝関東中学校柔道大会女子個人戦57キ
ロ級で第3位▷スコット龍

たつ

海
み

＝神奈川県中学生水泳競
技大会新人戦男子50ｍ背泳ぎで第1位▷浜

はま

地
じ

沙羅＝全
日本ジュニア／ユースライフセービング・プール競技
会女子100ｍレスキューチューブトウ小学生5～6年生
の部で第3位▷内田碧＝全日本一輪車競技大会100ｍス
プリント24インチ中学生女子で準優勝▷内田岬

み さ き

希＝全
日本一輪車競技大会障害物・タイムトライアル24イン
チ中学生以上男子で第3位▷西田桃

もも

音
ね

＝NＨＫ杯全国中学
校放送コンテスト神奈川県大会アナウンス部門で最優
秀▷中村咲

さく

良
ら

＝関東中学校陸上競技大会1年走幅跳で
第3位▷八

や

幡
はた

陽介＝神奈川県中学生学年別卓球大会Ⅱ
部男子の部で優勝▷岡野優作＝NＨＫ杯全国中学校放送
コンテスト神奈川県大会朗読部門で最優秀▷元木陸人
＝我ら海の子展で金賞▷山本真

ま

凜
りん

＝神奈川県中学校放
送コンテスト朗読部門で最優秀▷松坂美

み

花
はる

＝全国小・
中学生作品コンクール理科部門で全国中学校理科教育
研究会会長賞▷石川昌樹＝関東高等学校陸上競技大会
神奈川県予選男子1500ｍで第1位▷岡崎進＝スポーツ
吹矢全日本選手権大会個人戦8ｍ男子の部で準優勝▷
坂口和代＝スポーツ吹矢全日本選手権大会個人戦10ｍ
女子の部で優勝▷佐野千津子＝スポーツ吹矢神奈川県
オープン大会個人戦6ｍ女子の部で優勝▷木下操

みさお

＝学
校・家庭・地域をつなぎ学校支援に寄与、円蔵小学校
地域コーディネーター▷中野和子＝青少年の健全育成
に寄与、鶴が台学区青少年育成推進協議会会長▷猿

さる

渡
わたり

由季子＝青少年の健全育成に寄与、青少年指導員▷鈴
木賢一郎・髙田稔・佐藤英輔・三橋浩幸・山下直行＝
生涯スポーツの振興に寄与、スポーツ推進委員▷五反
田敏明＝生涯スポーツの振興に寄与、松林地区体育振
興会会長▷鈴木良雄・大久保敦

あつ

子
こ

＝学校教育の振興に
寄与、学校薬剤師▷下里誠・竹田道

おさむ

＝学校教育の振興
に寄与、学校歯科医▷後藤研一郎＝学校教育の振興に
寄与、学校医
問合 �教育総務課総務担当

�
不用品バンク(10月30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〉洗濯機▷人形ケース〈ゆずってください〉
男児用自転車▷ミニ温室
問合 �市民相談課消費生活センター

産業・雇用
�茅ヶ崎産花の直売会(鉢物・苗物)

日時 �11月23日(金･祝)10時～16時(売切れ次第終了)
場所 �イオン茅ヶ崎中央店1階正面入口
問合 �農業水産課農業担当

�講座「介護でキャリアを中断させないために」
日時 �12月1日㈯10時～12時30分
場所 �勤労市民会館
定員 �20人〈申込制(先着)〉
申込 �11月15日㈭～30日㈮のいずれも10時～☎で(勤労

市民会館HPも可)
問合 �勤労市民会館☎(88)1331

�
講座「人生の質、人間力を高めるコミュ
ニケーション術とは？」

日時 �12月15日㈯9時30分～12時30分
場所 �勤労市民会館
定員 �20人〈申込制(先着)〉
申込 �11月20日㈫～12月14日㈮のいずれも10時～☎で

（勤労市民会館HPも可)
問合 �勤労市民会館☎(88)1331

�接客マナーとクレーム対応講座
日時 �12月22日㈯9時30分～12時30分
場所 �勤労市民会館
定員 �20人〈申込制(先着)〉
申込 �11月20日㈫～12月21日㈮のいずれも10時～☎で

(勤労市民会館HPも可)
問合 �勤労市民会館☎(88)1331

�
2019年度版「ごみと資源物の分け方・出
し方」に広告を掲載しませんか

内容 �自治会などの協力で市内全域に配布し、各家庭で
1年間使用する効果的な広告媒体

申込 �11月15日㈭～〈申込制(先着)。詳細は市HP参照〉
問合 �環境事業センター業務担当☎(57)0200

�
市内民間保育所等の求人情報を配信
「ちがさき保育士バンク」

対象 �市内民間保育所等に就労を希望・検討している保
育士資格を持つ方(取得見込み含む)〈申込制〉

申込 �ちがさき保育士バンクHPで
問合 �保育課管理整備担当

防災・消防
�
11月21日㈬に防災行政用無線などでＪア
ラートの試験放送を実施

　11月21日11時頃に市内全域の防災行政用無線でＪア
ラート(全国瞬時警報システム)の試験放送を実施しま
す。放送内容は上りチャイム音に続き、「これは、Ｊア
ラートのテストです」が3回流れ、「こちらは、防災ちが
さきです」と続きます。最後に下りチャイムが流れ試
験放送は終わります。ご理解、ご協力をお願いします。
問合 �防災対策課防災担当

�
広げよう�救命の輪
女性専用普通救命講習会(救急法)

日時 �12月15日㈯9時～12時
場所 �消防署北棟
内容 �心肺蘇生法、AEDの使用方法ほか
対象 �市内在住・在勤・在学で中学生以上の女性25人〈申

込制(先着)〉
申込 �11月15日㈭～12月7日㈮に☎で
ほか �受講者には修了証を発行
問合 �消防指導課消防指導担当☎(85)4594

�
上級救命講習会(救急法)
心肺蘇生法、AEDの使用方法、搬送法ほか

日時 �12月16日㈰9時～18時
場所 �消防署北棟
対象 �市内在住・在勤・在学で中学生以上の方25人〈申

込制(先着)〉
申込 �11月15日㈭～12月7日㈮に☎で
ほか �受講者には修了証を発行
問合 �消防指導課消防指導担当☎(85)4594

�平成30年度後期危険物取扱者保安講習会
日時 �2019年1月22日㈫～3月6日㈬のうち1日
対象 �危険物取扱者免状の取得者で、危険物の取り扱い

作業に従事している方〈申込制(先着)〉
申込 �11月30日㈮～申込書(11月20日㈫～市役所予防課、

消防署各出張所で配布。神奈川県危険物安全協会
連合会HPで取得も可)を〒238-0011横須賀市米が浜
通1-7-2サクマ横須賀ビル204号一般社団法人神奈
川県危険物安全協会連合会へ

ほか �費用4700円。詳細は神奈川県危険物安全協会連合
会HP参照

問合 �予防課危険物担当、神奈川県危険物安全協会連合
会☎046(826)2177

採用・人事
�教育委員会の非常勤嘱託職員

職種 �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
が持参

問合 �教育総務課総務担当

�市立病院の臨時職員
職種 �①給食調理員(主に食器洗浄業務)②管理栄養士

(主に栄養指導に関する業務)③栄養科事務員
人数 �①3人②③各1人
対象 �②当該免許を取得している方①③18歳以上(学生不可)
待遇 �①時給1000円(9時～21時の間の実働4時間または6

時30分～21時の間の実働7.5時間。いずれも週5日
勤務(シフトにより土・日曜日、祝日出勤有))。勤
務時間の相談可②時給1220円(8時30分～12時30分
の間の実働4時間。週5日勤務。勤務日数相談可)
③時給1000円(14時～18時の実働4時間)

採用 �①②随時③12月13日㈭～
申込 �随時。応募する職種を記載した履歴書(写真貼付)

を簡易書留で〒253-0042本村5-15-1市立病院病院
総務課へ郵送または持参(管理栄養士の応募の場
合は当該職種の免許の写しを同封)

ほか �書類選考の上、面接を実施
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〉▷ちがらじ＝1万3060円▷株式会社伊藤園＝5万7
円▷株式会社ジャパンビバレッジホールディングス＝4
万2710円▷島津さち子＝ヘルストロン
〈社会福祉協議会〉▷イトーヨーカドー労働組合茅ヶ崎
支部＝1万2100円、ムーンスターズジュニアスポーツク
ラブ＝2万円、小松澤美千代＝1万円、匿名＝1万円
〈市民活動げんき基金へ〉(8月1日～9月30日)▷有限会社
ハスキー企画＝計10回総額3万2101円▷特定非営利活動
法人NPOサポートちがさき＝計2回総額3万1973円▷なん
でも夜市×ダイドードリンコげんき基金チャリティス
タンド＝2万3626円▷新宿自治会＝7955円▷歌声サロン
「チーパッパ」＝4430円(敬称略)

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〉市役所担当課、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
茅ヶ崎市公共下水道事業経営戦略策定について
　市では、今後の下水道事業を取り巻く経営環境の変
化に適切に対応し、市民に下水道サービスを持続的・
安定的に提供していくため、下水道事業経営戦略の策
定に向けた取り組みを進めています。このたび、戦略
素案をとりまとめました。
期間 �11月21日㈬～12月20日㈭
公表 �2019年3月下旬(予定)
応募 �郵送(〒253-8686茅ヶ崎市役所下水道河川総務課)、

(89)2916、資料配付場所、市HPで
問合 �下水道河川総務課経営担当

免疫力アップ！
クリスマススムージー＆スープ作り
　今回の「免疫力アップ」は、寒い冬を乗り切れるクリスマスにぴったりなスムー
ジーとスープを作ります。講師には、ブラジル音楽＆ジャズシンガーでもある
シニアアンチエイジング料理プランナーの斎藤みゆきさんをお招きします。
� 【文化生涯学習課生涯学習担当】
日時　12月3日㈪13時～14時
場所　ハマミーナまなびプラザ調理室
講師　斎藤みゆきさん(シニアアンチエイジング料理プランナー)
定員　20人〈申込制(先着)〉
申込　11月16日㈮～☎で

◆ 　　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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