
対象 �就業者で、パソコンの起動など基本操作ができる
方24人〈申込制(抽選)〉

申込 �7月1日㈪(必着)までに往復はがきに講座名、住所・
氏名・年齢・電話番号、パソコン貸し出し希望の
有無を記入し、〒253-0044新栄町13-32勤労市民
会館へ郵送

ほか �費用1500円(テキスト代)、300円(パソコン貸し出し
代)

問合 �勤労市民会館☎(88)1331

�
湘南ビジネスコンテスト
創業プランや新事業プランなど

内容 �優秀なプランは最大60万円の研究助成金を授与
対象 �茅ヶ崎市・藤沢市・寒川町で1年以内に創業予定

の個人・学生、創業5年以内の企業、新事業展開（新
分野進出）を予定する法人、新事業展開（新分野進
出）後5年以内の法人

申込 �7月12日㈮17時(必着)までにエントリーシート一
式(湘南産業振興財団で配布中。湘南産業振興財
団HPで取得も可)を〒251-0052藤沢市藤沢607-1藤
沢商工会館2階湘南産業振興財団へ郵送。郵送後、
申請書(メールで配布)を8月1日㈭17時(必着)まで
に湘南産業振興財団へ郵送

ほか �申請書提出は1件2000円（学生は無料）
問合 �湘南産業振興財団☎0466(21)3811

面接対策講座
第一印象を効果的にあげる方法

日時 �7月13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 �6月20日㈭～7月12日㈮10時～21時に☎で(勤労市

民会館HPも可)
問合 �勤労市民会館☎(88)1331

湘南創業機運醸成フォーラム
①基調講演②ワークショップ

日時 �7月23日㈫13時30分～16時
場所 �①ロボテラス(藤沢市辻堂神台)②テラスモール湘

南(藤沢市辻堂神台)
内容 �①「好きなことを仕事にすること」②アイデアから

ビジネスにつなげるグループワーク
講師 �①前田有紀さん(元テレビ朝日アナウンサー)
対象 �市内在住・在学の高校生27人〈申込制(抽選)〉
申込 �6月30日㈰までに☎または氏名、学校名を記入し、

Mailconso@cityfujisawa.ne.jpへ
問合 �湘南産業振興財団☎0466(21)3811

労働講座�これからの働き方を考える
パート勤務・フルタイム勤務の選び方

日時 �7月27日㈯9時30分～11時30分
場所 �勤労市民会館
定員 �20人〈申込制(先着）〉
申込 �6月20日㈭～7月26日㈮10時～21時に☎で(勤労市

民会館HPも可)
問合 �勤労市民会館☎(88)1331

就労に困難を抱える若者(15歳～39歳)の
保護者向け個別相談

日時 �毎月第3火曜日(7月・10月は第4火曜日)10時～・
11時～・13時～・14時～・15時～

場所 �勤労市民会館
対象 �子どもの就労や自立に不安を感じている保護者各

日5組〈いずれも申込制(先着)。子ども同伴可〉
申込 �開催日前日までに☎で(当日受け付けも可)
問合 �県 央 地 域 若者サポートステーション☎

046(297)3067

生活
外国人市民なんでも相談

日時 �毎月最終土曜日9時～12時
場所 �男女共同参画推進センターいこりあ
対象 �市内に住み始めた外国籍の方
問合 �茅ヶ崎市国際交流協会☎090(1557)7789、男女共

同参画課多文化共生担当☎(57)1414
女性リーダー育成講座～自分のタイプを
知って、良いチームの作り方を学ぼう

日時 �7月6日㈯10時～12時30分
場所 �男女共同参画推進センターいこりあ
内容 �自己のコミュニケーションの分析、リーダーの心

構え、ロジカルシンキングなどを学ぶ
講師 �小林みのりさん(キャリア・コンサルタント)

対象 �女性30人〈申込制(先着)〉
申込 �7月5日㈮までに☎で(市HPまたは氏名・電話番号、

託児の有無(有の場合、住所・子どもの名前(ふり
がな)・年齢・性別)を記入し、FAX(57)1666も可)

ほか �託児6か月～未就学児10人〈申込制(先着)。6月26
日㈬まで〉

問合 �男女共同参画課男女共同推進担当☎(57)1414
ママが着せる親子ゆかた着付け教室
親子で学ぶゆかたの着付け・帯結びなど

日時 �7月27日㈯13時～14時
場所 �茅ヶ崎商工会議所
講師 �市内呉服店着付師
対象 �小・中学生と保護者15組〈申込制(先着)〉
申込 �7月24日㈬までに☎で
ほか �ゆかた・帯・腰ひも持参
問合 �茅ヶ崎ゆかた実行委員会（茅ヶ崎商工会議所内）

☎(58)1111
夏休み親子料理教室�親子でクッキング!
生地からつくろうピザランチ

日時 �8月7日㈬・9日㈮いずれも10時30分～14時
場所 �男女共同参画推進センターいこりあ
内容 �手づくりピザ、野菜スープ、ミルクパインゼリー
講師 �茅ヶ崎市食生活改善推進団体
対象 �小学生と保護者各回12組〈申込制(抽選)〉
申込 �6月17日㈪～28日㈮に☎または市HPで
ほか �費用1組700円(子ども1人ごとに300円増)。託児6

か月～未就学児各回8人〈申込制(抽選)〉
問合 �市民相談課消費生活センター

防災・消防
広げよう救命の輪～普通救命講習会(救急法)
心肺蘇生法、AEDの使用方法など

日時 �7月27日㈯9時～12時
場所 �香川公民館
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 �6月25日㈫～7月18日㈭に香川公民館☎(54)1681へ
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

�
電話による119番通報が困難な方へ
NET119登録説明会

日時 �7月27日㈯10時～12時・14時～16時
場所 �市役所本庁舎会議室1
内容 �携帯電話、スマートフォン(スマホ)から消防へ通

報するシステムの登録と説明会
対象 �市内・寒川町に在住・在勤・在学で、聴覚、音声

機能、言語機能、そしゃく機能の障害などの理由
で119番通報が困難な方各回10人〈申込制（先着）〉

申込 �6月15日㈯～希望する時間、住所・氏名・FAX番号
を記入し、FAX(85)1112へ（代理者による☎も可）

ほか �身体障害者手帳など障害を証明できるものと携帯
電話、スマホを持参

問合 �指令情報課指令情報担当☎(85)4591
女性用普通救命講習会(救急法)
心肺蘇生法、AEDの使用方法他

日時 �8月3日㈯9時～12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女性25人〈申

込制(先着)〉
申込 �7月1日㈪～26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

2019年度前期危険物取扱者保安講習会
日時 �8月19日㈪～10月4日㈮のいずれか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 �6月10日㈪～申込書(6月4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
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で、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)に市
立小・中学校で勤務

採用 �申し込み後、空き状況に応じて登録申込者に連絡・
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

�
市役所の職員

職種 �①診療情報管理士②病院事務③現業用務員(清掃
業務員)④現業用務員(学校給食調理員)

人数 �①～④若干名
採用 �①令和2(2020)年4月1日㈬②～④10月1日㈫(予定)
申込 �6月14日㈮～7月4日㈭にe-kanagawa電子申請で
ほか �1次試験7月15日(月・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予定。市HPで
取得も可)参照

問合 �職員課人財育成担当

�
市役所の任期付職員

職種 �①保育士(休業代替任期付)②社会福祉士(休業代
替任期付)③保育士(一般任期付)

人数 �①～③若干名
対象 �年齢不問
採用 �①②職員の休業の取得状況による③10月
申込 �6月14日㈮～7月4日㈭にe-kanagawa電子申請で
ほか �1次試験7月15日(月・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予定。市HPで
取得も可)参照

問合 職員課人財育成担当

�
環境事業センターの臨時職員
（清掃作業員・ごみ収集）

人数 �若干名
対象 �18歳以上の方(高校生不可)
待遇 �時給1200円。月・火・木・金曜日（祝日を含む）の

8時15分～16時15分(勤務日は要相談)
採用 �6か月(要相談)
申込 �随時☎の上、履歴書を本人が持参
ほか �受付当日に面接を実施
問合 �環境事業センター業務担当☎(57)0200

寄付（敬称略）
〈社会福祉協議会へ〉▽国際ソロプチミスト＝10万円
▽茅ヶ崎市役所桜友会=3万円▽茅ヶ崎スクエアダン
スクラブ＝2万円▽ホル山下モー子＝1万円▽料理大学
=5000円▽神奈川土建一般労働組合茅ヶ崎寒川支部計2
万7384円(翼分会＝469円、茅ヶ崎西分会＝5900円、北陽分
会＝4500円、なぎさ分会＝7200円、堤分会＝3415円、湘北
分会=1800円、サザン分会=2100円、茅ヶ崎東分会=2000円)
▽匿名＝4万円、3万円、1万550円、4490円、2000円(3件)

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
〈資料配布場所〉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
生産緑地等に関する指定の考え方(素案)
　多様な機能をあわせ持つ農地のみどりの保全を計画
的に推進するため、生産緑地等に関する指定の考え方
をまとめました。また、パブリックコメント期間中に
意見交換会を開催いたします。
期間 �6月18日㈫～7月18日㈭
公表 �8月予定
応募 �郵送(〒253-8686茅ヶ崎市役所都市計画課）、 FAX

(57)8377、資料配布場所、市HPで
ほか �6月20日㈭19時～、6月22日㈯9時～市役所分庁舎

E会議室で意見交換会を実施
問合 �都市計画課計画担当

2019年（令和元年）６月15日号6 No.1121

◆ 　　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 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。


