
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)
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

耳鼻咽
いん

喉
こう

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

場所 	相模川流域下水道四之宮水再生センター、四之宮
ふれあい広場(いずれも平塚市四之宮)

問合 	県下水道公社企画課☎0463(55)7438

	浜須賀会館まつり～利用団体の発表、中学生弦
楽演奏、吹奏楽演奏、作品展示、バザー、模擬店他

日時 	10月26日㈯9時30分〜16時・27日㈰9時30分〜12時
(27日は作品展示のみ)

場所 	浜須賀会館
問合 	浜須賀会館☎(87)1101

NPO講座「市民活動、はじめの一歩」
日時 	10月26日㈯14時〜16時
場所 	ちがさき市民活動サポートセンター
講師 	野木瑞恵さん(文教大学学生)、益永律子さん(認定

NPO法人NPOサポートちがさき代表理事)
定員 	30人〈申込制(先着)〉
申込 	10月25日㈮までに☎で(住所・氏名・電話番号を

記入し、FAX(88)7546またはメールs-center@pluto.pla
la.or.jpも可)

ほか 	費用500円(資料代)。手話・要約筆記、託児6か月〜
3歳〈いずれも申込制。10月11日㈮まで〉

問合 	ちがさき市民活動サポートセンター☎(88)7546

文化・歴史
	まなびの市民講師自主企画講座�
わかる数学(基礎)

日時 	10月12日㈯10時〜11時30分
場所 	勤労市民会館
講師 	矢嶋望さん(まなびの市民講師)
対象 	中学生10人〈申込制(先着)〉
申込 	10月11日㈮までに矢嶋☎090(9233)0273へ
ほか 	費用500円(材料費)	
問合 	文化生涯学習課生涯学習担当

日本文学朗読会～紫式部�作「帚
は は

木
き ぎ

」
日時 	10月15日㈫11時〜
場所 	ハスキーズギャラリー
講師 	すみこさん(朗読サロン「風鈴草」)
ほか 	費用500円(うち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

	市民ふれあいプラザコンサート�
泉真由×松田弦�Duo Concert

日時 	10月15日㈫12時15分〜12時50分
場所 	市役所本庁舎市民ふれあいプラザ
ほか 	泉真由(フルート)、松田弦(クラシックギター)出演
問合 	市民文化会館☎(85)1123

	まなびの市民講師自主企画講座�
編み紙アート講座(指導者向け)

日時 	10日19日㈯13時〜15時・15時30分〜17時30分
場所 	SZK	GALLERY(元町4－32)
講師 	鈴木清

きよ

安
やす

さん(まなびの市民講師)
対象 	大学生以上の方各8人〈申込制(先着)〉
申込 	10月1日㈫〜SZK	GALLERY窓口で(氏名・連絡先、

職業を記入し、メールdesign@szk.jpも可)
ほか 	費用500円(材料費)。ハサミ、カッター持参
問合 	文化生涯学習課生涯学習担当

	まなびの市民講師自主企画講座 �
はじめての仏画

日時 	10月21日㈪10時〜11時30分
場所 	勤労市民会館
講師 	矢嶋望さん(まなびの市民講師)
対象 	20歳以上の方10人〈申込制(先着)〉
申込 	10月1日㈫〜矢嶋☎090(9233)0273へ
ほか 	費用500円(材料費)	
問合 	文化生涯学習課生涯学習担当

茅ヶ崎の昔「南湖院みち」を歩く(約2㎞ )
日時 	10月31日㈭9時15分〜12時
内容 	郷土資料デジタルライブラリーによるバーチャル

訪問後、実際に歩く
定員 	20人〈申込制(先着)〉
申込 	10月3日㈭〜
ほか 	図書館集合、旧南湖院解散
問合 	図書館☎(87)1001

税金
軽自動車税「環境性能割」の導入

　税制改正により10月1日㈫から軽自動車税に新たに環
境性能割が導入されます。現行の自動車取得税が廃止
され、軽自動車税は「種別割」という名称になります。
環境性能割は、3輪・4輪の軽自動車で取得価格が50万円
を超える車両(新車・中古車を問わず)に課税され、当分
は県が賦課徴収します。詳細は市HPをご参照ください。
問合 	収納課総務担当

生活
	全国一斉法務局休日相談所を開設～相続登記、
戸籍、国籍、人権問題、遺言などに関する相談

日時 	10月6日㈰10時〜16時
場所 	横浜第2合同庁舎(横浜市中区北仲通)
申込 	10月4日㈮までに☎で〈申込制〉
ほか 	法務局職員、公証人、司法書士、土地家屋調査士、

人権擁護委員が相談対応
問合 	横浜地方法務局総務課☎045(641)7461

	健康と食と暮らしの安全に向けて～研究発表
「感染症、食品の安全性」、講演「ネズミ問題」

日時 	10月15日㈫13時〜17時
場所 	県衛生研究所(下町屋1-3-1)
定員 	100人〈当日先着〉
問合 	県衛生研究所☎(83)4400

	くらしに関する無料相談会～法律・税金・ローン�
など幅広い相談に弁護士や税理士らが対応

日時 	10月20日㈰9時30分〜14時30分
場所 	勤労市民会館
定員 	8人〈申込制(先着)〉
申込 	10月16日㈬までに☎で
問合 	湘南地域労働者福祉協議会事務局☎0466(27)1671	

(平日9時〜17時)

	豆乳ヨーグルトやドレッシングなどに活用�
米・さつまいも・水でミキ(乳酸発酵飲料)作り

日時 	10月22日㈫10時〜12	時

場所 	ハマミーナまなびプラザ調理室
講師 	西嶋希美枝さん(薬剤師)
定員 	20人〈申込制(先着)〉
申込 	10月2日㈬〜
ほか 	費用1500円(参加費)
問合 	文化生涯学習課生涯学習担当

	2市1町(茅ヶ崎市・藤沢市・寒川町)�
広域連携事業　男女共同参画特別講演会

日時 	10月26日㈯13時30分〜15時
場所 	藤沢市役所(藤沢市朝日町)
講師 	益

ます

子
こ

直美さん(スポーツキャスター)
対象 	2市1町に在住・在勤・在学の方100人〈申込制(先着)〉
申込 	10月1日㈫〜☎または市HPで(住所・氏名・電話番

号を記入し、FAX(57)1666も可)
ほか 	手話通訳・要約筆記、託児2歳〜未就学児6人〈い

ずれも申込制(先着)。10月11日㈮まで〉
問合 	男女共同参画課男女共同推進担当☎(57)1414

産業・雇用
	子育て女性のための復職支援�
超入門 ワード＆エクセル講座

日時 	10月31日㈭13時30分〜16時30分
場所 	勤労市民会館
講師 	パソコンボランティア湘南
対象 	就労者、求職者の方20人〈申込制(先着)〉
申込 	10月1日㈫〜30日㈬いずれも10時〜☎または窓口

で(勤労市民会館HPも可)
ほか 	託児3歳〜未就学児〈申込制。10月28日㈪まで〉
問合 	勤労市民会館☎(88)1331

	生涯現役を目指すシニア世代の生き方・働き方講座�
就職環境と再就職成功のポイント、ワークショップ

日時 	11月2日㈯9時30分〜12時
場所 	勤労市民会館
講師 	加藤亨雄さん(日本CC協会)
対象 	就労者、求職者の方20人〈申込制(先着)〉
申込 	10月1日㈫〜11月1日㈮いずれも10時〜☎または窓

口で(勤労市民会館HPも可)
問合 	勤労市民会館☎(88)1331

	下水道排水設備工事責任技術者�
①試験②更新講習会

日時 	①2020年2月6日㈭13時30分〜15時30分②2020年1
月21日㈫〜23日㈭のうち1日いずれも13時30分〜
15時25分

場所 	①川崎市教育文化会館②サンピアンかわさき(川
崎市立労働会館)(いずれも川崎市川崎区)

申込 	11月29日㈮(消印有効)までに①申込書(10月8日㈫
〜11月15日㈮に市役所下水道河川総務課で配布)
②申込書(10月中旬に対象者へ郵送)をいずれも同
封の返信用封筒で郵送(詳細は申込書参照)

ほか 	費用各5200円(受講料)
問合 	下水道河川総務課排水指導担当

寄付(敬称略)
〈市立病院〉鈴木昭金＝車いす

▷交通事故28〈307〉	▷交通事故死者0〈3〉	▷交通事故負傷者35〈359〉	▷犯罪発生84〈687〉	いずれも暫定値
▷火災2〈30〉	▷救急車の出動1022〈7694〉		火災の問い合わせは、	☎（82）2119へ

交通事故・犯罪発生・火災・救急件数
8月の件数〈2019年の累計〉

すこやか赤ちゃん
今回の応募は24点でした

2018年11月生まれ
HP

★2019年1月生まれ（広報ちがさき2019年12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。2019年10月1
日㈫～31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。
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くるくるヘアのやんちゃな男の子です

石い
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原は
ら
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　た汰
ち
ゃ
ん

矢
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11
月
15
日

いつもニコニコ、お姉ちゃん大好き！
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ま
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ち
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11
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日

ピアノのおもちゃがお気に入りです

後ご

藤と
う

　
香か

澄す
み

ち
ゃ
ん

萩
園

11
月
5
日

食べるのだいすき！お祭だいすき！

小こ

島じ
ま

　
絆き

愛い

ち
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松
尾

11
月
28
日

我が家の可愛い可愛いだいちゃんです！！

大お
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ま

　
大だ

い

智ち
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ん

萩
園

11
月
21
日

お兄ちゃんと仮面ライダーで遊ぶの大好き！
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ん
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