
【市民ふれあいまつり実行委員会(市民自治推進課地域自治担当内)】

日時　11月3日（日･祝）1０時～1５時　　会場　中央公園

フラやチアリーディングなど約20団体が出演

同時開催！秋の農業まつり 詳細は本紙1面をご覧ください。

　みんなでクイズやダンス、握手
をして楽しもう。

キュアホイップ・キュアカスタードと遊ぼう!

①11時30分②14時30分
※�キャラクターショーではありません。
　�開始時刻は変更になる場合があります

市民ふれあいまつり
　毎年多くの人でにぎわう市民ふれあい
まつり。食べ物や飲み物、手芸品や雑貨
などたくさんの模擬店が並び、ステージ
の広場ではフラやキッズダンスなど市内
で活動するさまざまな団体が会場を盛り
上げます。さらにキュアホイップ、キュ
アカスタードもやって来ます。ぜひ、みんなで遊びに来てください。

糖尿病予防イベント2019
知って納得!測って確認!健康フェスタ

日時  11月3日(日・祝)10時～ 15時
会場  市役所本庁舎市民ふれあいプラザ

　11月14日の世界糖尿病デーにあわせ、糖尿病の予防と健康を楽しく学
ぶイベントを開催します。

【保健所健康増進課健康づくり担当☎(38)3331】

参加無料申込不要

 講演会  当日先着各50人
午前の部10時30分〜、午後の部13時30分〜
◦�糖尿病と歯周病の関係(仮)�
講師　宮恒男さん(宮歯科医院)
◦�糖尿病の最前線〜最近の話題�
講師　�長谷部正紀(市立病院代謝内分泌�

内科医師)
 未病＆企業コーナー 
◦�ストレス度チェックやクイズ、各企業
による糖尿病と健康に関する展示

 測定コーナー �当日整理券配布
自身の健康状態を数値で確認しよう
◦�血管年齢測定
◦�血糖値測定
◦�歯周病検査

参加者
に

プレゼ
ントあ

り

 ほかにも  
◦�医師・歯科医師・栄養
士などによる個別相談
◦�栄養コーナー
◦�展示＆クイズコーナー
◦�ストレッチや筋力�
トレーニング体験
◦�フットケアコーナー

\ためになるコーナーが/盛りだくさん！

出展企業
江の島アイランドスパ
株式会社ヤクルト本社
株式会社コヴィア
東京工業大学・aiwell株式会社

詳細は市 HPで

生活
 
市表彰〜自治功労彰4人、一般表彰19人・
1団体を表彰

　10月1日、長年にわたり市政の発展に貢献された方
を表彰しました(敬称略・順不同)。

〈自治功労彰〉 ▽市議会議員=小磯妙子、伊藤素明、水
島誠司、山田悦子

〈一般表彰〉 ▽ 市教育委員=城田禎行 ▽地域コミュニ
ティ振興=鶴嶺東コミュニティセンター管理運営委員
会、柿沢明 ▽交通安全協会=佐藤たゑ子 ▽民生委員児
童委員=兼藤若江 ▽認可保育園園長=鷲見宗信、岩澤貞
之 ▽消防団員=豊田直史、田中義広、坂巻晋太郎、宮
田陽一、吉澤大介、日比雅昭、新倉和男、石川和幸、
福岡貴久、平子健二、野中孝洋、富山一男、山下光章
問合 �秘書広報課秘書担当

  
行政書士による無料相談会〜遺言、相続、任意後見、
離婚、交通事故、行政機関へ提出する書類作成など

日時 �10月19日㈯14時〜16時
場所 �市民ギャラリー会議室AB
問合 �県行政書士会湘南支部相談部☎090(3043)9084須田

 
国県市合同行政相談所を開設〜税金・登記・年
金・相続等の法律問題などの相談を受け付け

日時 �10月23日㈬13時〜16時(受け付けは15時30分まで)
場所 �市役所本庁舎市民ふれあいプラザ
問合 �市民相談課市民相談担当

市民大楽まなびーな
生地からつくるツナマヨパン作り講座

日時 �11月8日㈮10時〜13時
場所 �ハマミーナまなびプラザ調理室
講師 �吉川純子さん(まなびの市民講師)
定員 �10人〈申込制(抽選)〉
申込 �10月29日㈫(消印有効)までにはがきに住所・氏名・

電話番号を記入し、〒253-8686茅ヶ崎市役所文化
生涯学習課へ郵送(市HPも可)

ほか �費用1000円(参加費)
問合 �文化生涯学習課生涯学習担当

初めてのパソコン・タブレット入門講座①Wordとイ
ンターネットを楽しむ②タブレットを使ってみよう

日時 �①11月12日㈫〜14日㈭②11月19日㈫〜21日㈭いず
れも9時〜12時

場所 �市役所分庁舎展示室
講師 �パソコンボランティア湘南
対象 �市内在住・在勤・在学で、パソコン・タブレット初心者の

①高校生以上②60歳以上の方各10人〈いずれも申込制(先着)〉
申込 �10月15日㈫〜☎で
ほか �費用1500円(テキスト代)。フォローアップあり
問合 �文化生涯学習課生涯学習担当

 
11月17㈰は茅ヶ崎駅前市民窓口センターの
臨時休館・コンビニ交付が停止

　市役所の電気設備点検のため、11月17日は茅ヶ崎駅

前市民窓口センターを臨時休館します。証明書の発行、
市税等の収納などは行いません。また、コンビニエン
スストアでの証明書交付サービスを停止します。
問合 �市民課戸籍住民担当

カトレアを中心とした洋ラン入門講習
会〜育て方、植え付け作業などの実習

日時 �11月20日㈬14時〜16時30分頃
場所 �市役所分庁舎D会議室
講師 �新倉喜一さん(茅ヶ崎洋蘭園)
対象 �市内在住、在勤、在学の18歳以上の方15人〈申込制(抽選)〉
申込 �11月1日㈮まで(市HPも可)
ほか �費用3500円。講習会後、洋ランは持ち帰り
問合 �農業水産課農業担当

ガーデンシクラメンを中心とした鉢物
寄せ植え講習会

日時 �11月21日㈭14時〜16時頃
場所 �市役所分庁舎D会議室�
講師 �石坂隆治さん(石坂園)
対象 �市内在住、在勤、在学の18歳以上の方20人〈申込制(抽選)〉
申込 �11月1日㈮まで(市HPも可)
ほか �費用1500円。講習会後、寄せ植え鉢は持ち帰り
問合 �農業水産課農業担当

暮らしの料理教室
パーティー料理で冬の食卓を彩ろう

日時 �12月4日㈬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 �パンのキッシュ、鶏肉のきのこソース添え、サラダ、デザート
講師 �茅ヶ崎市食生活改善推進団体
定員 �24人〈申込制(抽選)〉
申込 �10月15日㈫〜11月8日㈮に☎で(市HPも可)
ほか �費用700円。託児6か月〜未就学児8人〈申込制(抽選)〉
問合 �市民相談課消費生活センター

 
公の施設の指定管理者を指定

　以下の施設の管理を行う、指定管理者を指定しました。
問合 �障害福祉課障害福祉推進担当

施　設　名 指定管理者名 指定期間
茅ヶ崎市障害児通所施設 (社福)茅ヶ崎市

社会福祉事業団
2020年4月〜
2024年3月茅ヶ崎市障害者ふれあい活動ホーム

消防
 
こんろによる火災が増加
カセットこんろの火災にご注意を

　カセットこんろを使用する際は以下のことに注意しま
しょう。○ボンベは決められた向きで装着し、こんろに
合ったものを使用する○カセットこんろを2台以上並べ
て使用しない○カセットこんろを覆う大きな調理器具を
使用しない○調理中は離れず、調理以外の用途に使用し
ない○着衣着火に注意し、燃えやすいものを置かない
問合 �予防課予防担当

 
電話による119番通報が困難な方へ
NET119緊急通報システム登録説明会

日時 �11月30日㈯10時〜12時
場所 �シンコースポーツ寒川アリーナ(寒川町宮山)
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で音声によ
る119番通報が困難な方10人〈申込制(先着)〉

申込 �10月16日㈬〜住所・氏名・FAX番号を記入し、消防本
部指令情報課FAX(85)1112へ(代理の方による☎も可)

ほか �身体障害者手帳など障害を証明できるもの、携帯
電話、スマートフォンを持参

問合 �指令情報課指令情報担当☎(85)4591
広げよう救命の輪〜普通救命講習会(救急法)
心肺蘇生法、AEDの使用方法他

日時 �12月1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方25人〈申込制(先着)〉
申込 �11月1日㈮〜25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

採用・人事
 
教育長を任命

　任期満了にともない、教育長については議会の同意
を得て10月1日付で竹内清氏を再任しました。
　竹内清(たけうち・きよし)。1979年創価大学卒、
1980年玉川大学文学部教育学科修了。教育推進部学校
教育指導課長、市立茅ヶ崎小学校長、教育推進部教育
指導担当部長、市立梅田小学校長、つつじ学園施設長、
教育長などを歴任(63歳)
問合 �職員課人財育成担当、教育総務課総務担当

 
市役所の非常勤嘱託職員(障害者)
一般事務

人数 �若干名
対象 �満18歳以上で障害者手帳をお持ちの方
待遇 �日額5100円。別途交通費支給（上限1回400円）
採用 �12月(予定)
申込 �10月28日㈪〜31日㈭に申込書(市役所職員課・総合

案内などで配布中。市HPで取得も可）を本人が持参
ほか �11月中旬に面接試験を実施。詳細は試験案内(申

込書配布場所で配布中)または市HP参照
問合 �職員課人財育成担当

寄付(敬称略)
〈市へ〉 ▽ ちがらじ=1万2000円 ▽株式会社伊藤園=2万
4752円 ▽株式会社ジャパンビバレッジホールディン
グス=3万6971円 ▽株式会社ノジマ=省エネ製品(充電
式電池等) ▽臼井恵之輔=絵画

〈社会福祉協議会へ〉 ▽匿名=2万円、1万5000円、1万2000円
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◆ 　　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。


