
申込 �☎または市 HPで(住所・氏名・電話番号、男女共
同参画推進センターいこりあへ材料(折り鶴・糸・
ビーズなど)の受け取りに来館する日付を記入
し、 (57)1666も可)

ほか �ふとん針(9cm程度)の貸し出しあり。来館時に作
り方の説明あり

問合 �男女共同参画課多文化共生担当☎(57)1414

産業・雇用
�小規模修繕契約希望者登録名簿 

「新規・更新」の申請を受け付け
対象 �次のすべてに該当する方○市内在住の個人事業主

または市内に本店もしくは主たる事業所がある法
人○市税の課税があり(非課税者を除く)かつ滞納
がない方○希望業種を履行するために必要な資格
等を有し、6か月以上その業務を営み、50万円以
下の施設修繕の契約を希望される方（「かながわ電
子入札共同システム」による入札参加資格登録を
している者、成年被後見人などは対象外）

申込 �9月1日㈫～15日㈫に申請書（市役所契約検査課で
配布。市 HPで取得も可）を持参

ほか �登録有効期間は10月1日㈭から2年間
問合 �契約検査課物品担当・工事担当

�市コロナ拡大防止協力金・市コロナ対応 
家賃補助金の申請は9月30日㈬まで 

　市内事業者向け支援の市コロナ拡大防止協力金と市
コロナ対応家賃補助金の申請期日は9月30日です。市
HPで詳細を確認し、対象となる場合は申請してくださ
い。
問合 �産業振興課商工業振興担当

�茅ヶ崎ローカル応援チケット申し込み後の購
入方法～購入時は決定通知の持参を忘れずに

　茅ヶ崎ローカル応援チケットの当選者には9月30日
㈬までにはがきで購入決定通知を郵送します。10月
1日㈭～21日㈬に、購入決定通知に記載のとおりチ
ケットを購入してください。
問合 �茅ヶ崎ローカル応援チケットコールセンター

☎0466(37)1070、産業振興課商工業振興担当

�はかりの定期検査を実施 
検査員が事業所や店舗を巡回

　市域を2つに分け、毎年交互にはかりの定期検査を
実施しています。9月～10月頃に市指定定期検査機関
の県計量協会の検査員が検査を行います。取引・証明
ではかりを使用する事業開始の際や代検査を受検した
際は、市役所産業振興課まで連絡してください。
問合 �産業振興課商工業振興担当

�事業を継続するためのお金との付き合い方 
決算書の本当の読み解き方

日時 �10月3日㈯10時～12時
場所 �勤労市民会館
講師 �浅井環

たまき

さん(ドルコスト平均法協会)
対象 �中小企業・個人事業主の方20人〈申込制(先着)〉
申込 �9月1日㈫～10月2日㈮に☎または勤労市民会館HPで
問合 �勤労市民会館☎(88)1331(10時～21時)

�ハラスメントのない職場をつくる
日時 �10月10日㈯10時～12時
場所 �勤労市民会館
講師 �一ノ瀬史子さん(日本キャリア・コンサルタント協会)
対象 �事業主、管理職、勤労者の方20人〈申込制(先着)〉
申込 �9日1日㈫～10月9日㈮に☎または勤労市民会館HPで
問合 �勤労市民会館☎(88)1331(10時～21時)

�知っておきたい労働法セミナー 
働き方改革で何が変わるのか

日時 �10月17日㈯10時～12時
場所 �勤労市民会館
講師 �一ノ瀬史子さん(日本キャリア・コンサルタント協会)
対象 �事業主、就労者の方20人〈申込制(先着)〉
申込 �9月1日㈫～10月16日㈮に☎または勤労市民会館HPで
問合 �勤労市民会館☎(88)1331(10時～21時)

�ステップアップを目指す仕事の進め方
日時 �10月24日㈯10時～12時
場所 �勤労市民会館
講師 �花田順一さん(キャリアカウンセラー)
対象 �就労中、就活中の方20人〈申込制(先着)〉
申込 �9月1日㈫～10月23日㈮に☎または勤労市民会館HPで
問合 �勤労市民会館☎(88)1331(10時～21時)

�自分の強みの活かし方 
できる人になるためには

日時 �10月31日㈯10時～12時
場所 �勤労市民会館
講師 �花田順一さん(キャリアカウンセラー)
対象 �就活中、転職希望の方20人〈申込制(先着)〉
申込 �9月1日㈫～10月30日㈮に☎または勤労市民会館HPで
問合 �勤労市民会館☎(88)1331(10時～21時)

�企業合同就職面接会の参加企業
日時 �11月30日㈪13時30分～16時、12月1日㈫10時15分～

12時45分、13時45分～16時15分
場所 �ラスカ平塚（平塚市宝町）
定員 �各回15社～20社程度〈申込制。応募多数時は調整〉
申込 �9月1日㈫～30日㈬に申込書（市 HPで取得可）を平塚

市役所産業振興課 sangyo-s@city.hiratsuka.
kanagawa.jpへ

問合 �平塚市役所産業振興課☎0463(21)9758、雇用労働
課雇用労働担当

�「働き方改革」に取り組む事業主の無料相談 
過重労働対策や労働関係助成金の活用など

　社会保険労務士など専門家が9時～17時(土・日曜日、
祝日、年末年始を除く)に☎で相談を受け付けています。
問合 �神奈川働き方改革推進支援センター☎0120(910)090

�国の助成を受けられる退職金制度 
パートタイマーや家族従業員も加入可

　中小企業退職金共済は国の退職金制度です。掛金は全
額非課税で、一部助成を受けられます。社外積立なので
管理も簡単です。
問合 �勤労者退職金共済機構☎03(6907)1234

採用
�市立病院の 常勤職員 
会計年度任用職員(短期勤務・登録制)

対象 �18歳以上の方（資格が必要な職種あり）
採用 �申込書などの提出日から2021年3月31日まで登録

し、業務が発生した時に選考（面接など）
申込 �申込書などを簡易書留で〒253-0042本村5-15-1市

立病院病院総務課へ郵送(本人が持参も可)
ほか �詳細は市立病院 HPで
問合 �市立病院病院総務課総務担当☎(52)1111

職種 時給（円）
事務員（病院内事務、司書業務など） 1030
診療情報管理士、会計収納員 1300
看護師または助産師 1560
准看護師 1440
看護補助員 1220
臨床検査技師、 視能訓練士 1320
細胞検査士 1450
薬剤師 1740
臨床心理士 3300
栄養士 1150
給食調理員 1020
リハビリテーション科補助 1020

�就学時健康診断補助の臨時職員(看護師)
対象 �看護師または准看護師の免許を持つ方15人〈申込

制(先着)〉
待遇 �時給1620円。10月19日㈪～11月30日㈪の平日12

時30分～15時30分、週2～3日程度
申込 �9月1日㈫～14日㈪に看護師免許証または准看護

師免許証を本人が持参
問合 �学務課保健給食担当

寄付(敬称略)
〈市へ〉▷サントリービバレッジサービス株式会社＝11
万5856円▷市田清美＝1万円▷株式会社伊藤園＝1万
2315円▷アサヒ飲料販売株式会社＝62万1101円▷株式
会社ジャパンビバレッジホールディングス＝3万4359
円▷有限会社茅ヶ崎バンテック＝10万円▷ちがらじ＝
1万2510円▷FVジャパン株式会社＝17万7469円▷株式
会社アイスコ＝15万6572円▷皆川絵美＝紙折機▷豊川
八重子＝洗濯機・冷蔵庫▷公益社団法人茅ヶ崎市シル
バー人材センター＝防犯カメラなど▷さがみ農業協同
組合＝農業とわたしたちのくらし▷松林小学校PTA＝
テント・幕色▷茅ヶ崎市民生委員児童委員協議会＝記
念プレート▷株式会社マルヤス＝ブルーシート

〈子ども未来応援基金へ〉(3月1日～7月31日）▷浅岡建
設株式会社＝20万円▷有限会社上原工務店＝10万円▷
亀井工業株式会社＝1万円▷風＝3万円▷磐梯建設株式
会社＝3万円▷森田昌裕＝5万円▷武田壮太郎＝2万円
▷添田裕巳＝2万円▷匿名＝302万円▷なないろファク
トリー×ママはぐ×NPO法人まちづくりスポット茅ヶ
崎＝400円

▷交通事故27〈235〉 ▷交通事故死者0〈0〉 ▷交通事故負傷者30〈270〉 いずれも暫定値
▷火災4〈21〉 ▷救急車の出動869〈5818〉  火災の問い合わせは、 ☎（82）2119へ

交通事故・火災・救急件数
7月の件数〈2020年の累計〉

6面-3校

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
茅 ヶ 崎 中 央 病 院　茅ヶ崎2-2-3 ☎（86）6530

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
先に接続）

調剤薬局　　☎(38)5086（直通）
新型コロナウイルス感染症対応のため、9月は平日の
内科と祝日の内科及び外科を休診にしています。また、
電話による予約診療に変更しています(8月5日現在)

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

すこやか赤ちゃん
今回の応募は18点でした

2019年10月生まれ
HP

★2019年12月生まれ（広報ちがさき2020年11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。2020年9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。
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にやり…！悪戯なお顔。好奇心旺盛です

佐さ

藤と
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　楓ふ
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鶴
が
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いつもニコニコ 我が家のアイドル！
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にっこり笑顔が我が家の癒しです
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　琉り
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10
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元気いっぱい！可愛い笑顔にみんな夢中

黒く
ろ

川か
わ

　千ち
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今
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10
月
3
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食べるの大好き！

鈴す
ず

　き木
　一い

ち

禾か

ち
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東
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北
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目

10
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好奇心旺盛で動きが機敏。やんちゃ坊主です

広ひ
ろ

瀬せ

　拓た
く

海み

ち
ゃ
ん

日曜日
9時～12時
13時～17時

内科、小児科、外科、
歯科、調剤薬局

17時～23時 内科、調剤薬局
祝日 9時～12時

13時～17時 小児科、歯科、調剤薬局
平日 20時～23時 小児科、調剤薬局
土曜日 20時～23時 内科、小児科、調剤薬局
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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

表彰

環境
夜風の中でマツムシなどの虫の鳴き声を聴こう

日時 �9月13日㈰18時～19時30分
場所 �相模川河畔林
ほか �長袖・長ズボン着用。懐中電灯・飲み物・タオル・

マスク持参。相模川左岸堤防上集合(温水プール
側。駐車不可)

問合 �相模川の河畔林を育てる会事務局☎(82)5587村中

清
し

水
みず

谷
やと

定例観察会（10月）
日時 �10月4日㈰9時30分～
場所 �清水谷特別緑地保全地区
ほか �長袖・長ズボン・長靴着用。市民の森駐車場集合。

毎週火曜日に保全作業（草刈りなど）を実施
問合 �清水谷を愛する会☎(83)3366平石

福祉
�高齢者の住まい探し相談会～年齢を理由に断
られた、一人で不動産店に行きづらいなど

日時 �9月24日㈭13時30分～
場所 �茅ヶ崎市社会福祉協議会
対象 �市内在住で民間賃貸住宅を探している60歳以上

の方5組〈申込制(先着）〉
申込 �9月23日㈬までに☎で
問合 �かながわ住まい・まちづくり協会☎045(664)6896

子育て・教育
乳幼児健康相談が9月から再開

日時 �9月3日㈭
場所 �保健所
対象 �乳幼児と保護者1人〈申込制(先着)〉
申込 �9月2日㈬まで 
問合 �保健所健康増進課こども健康・予防接種担当

☎(38)3331

中止 �ジュニアリーダー養成講座(全6回)～中高生ボ
ランティアとしての基礎知識や技術を学ぶ

日時 �10月10日㈯10時～12時(1回目)
場所 �市役所本庁舎会議室4・5
講師 �子ども会連絡協議会育成会
対象 �中学1年生10人〈申込制(先着)〉
申込 �9月25日㈮までに申込書(市役所青少年課、各公共

施設で配布中。市 HPで取得も可)を〒253-8686茅ヶ
崎市役所青少年課へ郵送(持参も可)

問合 �青少年課育成担当

��12月、2021年1月、2月(1次)、3月(1次)、4月(1次)の 
認可保育所等入所申し込み受け付けを開始

期間 �10月12日㈪～11月10日㈫
申込 �申込書(9月11日㈮～市役所保育課、小出支所、各

出張所・各市民窓口センターなどで配布。市 HP
で取得も可）を市役所保育課へ持参

ほか �現在の申込者も再度申し込みが必要。詳細は保
育所等のしおり(申込書配布先で取得可)参照

問合 �保育課認定担当

中止 �青少年リーダーキャンプ「自然体験教室」 
野外炊事、キャンプファイア他

日時 �①10月31日㈯9時～11時②11月14日㈯・15日㈰
場所 �①市役所本庁舎会議室3～5②三浦YMCAグローバ

ル・エコ・ヴィレッジ（三浦市初声町）
対象 �子ども会活動をしている、ジュニアリーダーに

興味がある小学5・6年生25人〈申込制(抽選)〉
申込 �9月25日㈮までに申込書(市役所青少年課、各公共

施設で配布中)を〒253-8686茅ヶ崎市役所青少年
課へ郵送(持参または市 HPも可)

ほか �費用3500円。①は説明会のため保護者参加必須
問合 �青少年課育成担当

�子育ち・子育て出前講座｢子どもの健やかな育ちのた
めに何ができるか～家族・学校・地域の役割は～｣

日時 �11月1日㈰10時～12時
場所 �小出地区コミュニティセンター
講師 �ヴィヒャルト千

ち

佳
か

こさん(鶴が峰心理グループ代表責任者)
対象 �市内在住・在勤の方、在学・在園の保護者58人〈申込制(先着)〉
申込 �9月25日㈮～10月27日㈫に市 HPまたは☎で(氏名・

電話番号を記入し、 (88)1394も可)
ほか �託児2歳～未就学児8人〈申込制(先着)。10月20日㈫

までに☎で〉
問合 �教育センター研究研修担当☎(86)9965

スポーツ
中止 �各地区体育振興会主催の体育祭
　例年10月に開催している各地区体育振興会の体育祭
は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止し
ます。
問合 �スポーツ推進課推進担当☎(82)7136

中止 �市民健康マラソン大会の開催 
小学生対象マラソンカードの発行

　例年11月第3日曜日に開催している市民健康マラソ
ン大会は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため
中止します。また、マラソンカードの発行も中止します。
問合 �スポーツ推進課推進担当☎(82)7136

税金
�固定資産税の減額制度 
①認定長期優良住宅②既存住宅の改修

　認定長期優良住宅の認定を受けた家屋や、既存住宅
の改修工事（耐震改修適合住宅工事など）を行ったとき
に一定の要件を満たすと、固定資産税が減額されます。
申込 �①2021年1月31日㈰まで②工事完了後3か月以内
ほか �詳細は市 HP参照
問合 �資産税課家屋評価担当

健康
�精神科医師によるこころの健康相談

日時 �9月2日㈬・9日㈬・17日㈭いずれも14時～17時
場所 �保健所
定員 �各日3人〈申込制（先着）〉
申込 �前日までに☎で
問合 �保健所保健予防課保健対策担当☎(38)3315

�献血にご協力を(400ml献血) 
毎月第1月曜日は予約献血を

日時 �9月7日㈪、10月5日㈪いずれも10時～12時・13時30分～16時
場所 �さがみ農協茅ヶ崎ビル南側
対象 �17歳～69歳の男性、18歳～69歳の女性(65歳以上

の方は男女とも60歳～64歳に献血をした経験が
ある方)で、いずれも体重50kg以上の方

ほか �追加の実施日程など詳細は市 HP参照
問合 �保健所地域保健課地域保健担当☎(38)3314

�高齢者のインフルエンザ予防接種 
費用の一部を助成

期間 �10月1日㈭～12月31日㈭
場所 �実施医療機関
対象 �①接種日現在65歳以上の方（健康保険証等持参）

②接種日現在60歳～64歳で、心臓、腎臓、呼吸器、
または免疫の機能障害で1級の身体障害者手帳を
所持している方（身体障害者手帳持参）

ほか �費用2000円（自己負担金。生活保護世帯は生活保
護受給票・休日夜間受診票・住民登録地が確認
できるものを持参で免除）

問合 �保健所健康増進課こども健康・予防接種担当
☎（38）3331

中止 �運動不足を感じる方へ 骨の健康度チェック
日時 �10月7日㈬10時～・10時30分～・11時～・11時30分～
場所 �保健所
対象 �20歳以上の方各回4人〈申込制(先着)。女性優先〉
申込 �9月7日㈪～
問合  保健所健康増進課健康づくり担当☎(38)3331

 がん集団検診～胃・大腸・乳(マンモグラ
フィ)・子宮がん

日時  10月10日㈯・15日㈭
場所  保健所講堂

定員 �検診項目問わず午前・午後いずれも100人〈申込制
(先着)〉

申込  9月17日㈭～30日㈬
問合  保健所健康増進課健康づくり担当☎(38)3331

検診項目 対象 検診時間 費用
胃がん(X線撮影) 40歳以上 午前のみ 1000円

大腸がん(便潜血検査) 40歳以上

午前・午後

600円

乳がん(マンモグラフィ) 40歳以上の
偶数歳 ※1

子宮がん(頸部) 20歳以上の
偶数歳 900円

※1  40歳代の方はマンモグラフィ2方向で1500円、50歳以上の方はマン
モグラフィ1方向で1000円

※ 年齢は2021年3月31日現在
※  次のいずれかに該当する方はがん集団検診の費用が免除になりま

す。(A)75歳以上の方、後期高齢者医療の被保険者(B)生活保護世帯の
方(C)市民税非課税世帯の方、(B)・(C)に該当する方は受診日の5日前
(閉庁日を除く)までにお申し出ください

市民参加・市民活動
�市民参加条例の施行状況を検証するための 
意見募集を実施 令和3年度以降の取り組み(方向性)

期間 �9月1日㈫～22日(火・祝)
対象 �市内在住・在勤・在学の方
申込 �9月22日までに市 HP または資料配布場所(市役所

市民自治推進課など)で
問合 �市民自治推進課協働推進担当

�2019年度情報公開制度・個人情報保護 
制度の運用状況

　情報公開制度は、行政文書の閲覧や写しの交付を求
める権利を保障する制度です。2019年度の個人情報取
り扱い事務の登録件数は468件でした。
問合 �行政総務課市政情報担当

情報公開 個人情報開示
公開 22件 開示 30件
一部公開 73件 一部開示 9件
非公開 5件 不開示 3件
計 100件 計 42件

中止 �ホノルル市・郡 姉妹都市交流市民ツアー
　例年12月に開催しているホノルル市・郡 姉妹都市
交流市民ツアーは、新型コロナウイルス感染症の影響
下における市民の安全性を考慮し開催を中止します。
ご理解のほどお願いいたします。
問合 �秘書広報課姉妹都市担当

�下寺尾自治会 宝くじ助成金で地域の祭り
などで活用する太鼓などを購入

　下寺尾自治会は、宝くじの社会貢献広報事業として、
宝くじの受託事業収入を
財源としているコミュニ
ティ助成事業で太鼓など
を購入しました。祭囃

ば や

子
し

の伝統技能を継承し、地
域の祭りなどで披露しま
す。
問合  市民自治推進課地域自治担当

文化・歴史
� 茅ヶ崎ゆかりの人物館の開館時間が変更
　新型コロナウイルス感染症対策のため、9月4日㈮～
2021年3月28日㈰の期間は開館時間を10時～16時30分
(入館は30分前まで）に変更します。また、隣接する開
高健記念館は10月16日㈮から開館します。
問合 �文化生涯学習課文化推進担当

中止 �国際理解講座 台湾ガイド 
台湾観光協会発行「台湾まるごとガイド」付き

日時 �9月26日㈯14時～16時
場所 �男女共同参画推進センターいこりあ
講師 �佐藤(蔡

さ い

)育
い く

芝
し

さん（IAC中国語学習初級講師）
定員 �25人〈申込制(先着)〉
申込 �9月25日㈮までに市役所男女共同参画課☎(57)1414へ
問合 �茅ヶ崎市国際交流協会☎090(1557)7789

�おうちで千羽鶴作成ボランティア
　市民が平和への思いを込めて折った鶴を、自宅で糸
を通し千羽鶴にするボランティアを募集します。ご自
身のペースで作成いただけます。例年、ピーストレイ
ン平和大使が広島へ届けますが、今年度は展示後に広
島へ郵送します。

新型コロナウイルス感染症による
一部イベント等の中止情報

　新型コロナウイルス感染症拡大防止のため一部
のイベント等を中止します。本紙に掲載のイベン
ト等で、8月5日現在で開催中止が決まっているも
のは中止マーク中止 で表記しています。過去の広報
紙で掲載したイベントや今後予定しているイベン
ト等も、急きょ中止・延期・内容の
変更となる場合があります。詳細は
市HPまたは問い合わせ先へご確認く
ださい。
問合  秘書広報課広報担当 市 HP

農地の利用状況を調査　 農地法に基づき、市内全域で農地の利用状況を調査しています。農業委員会が地域を巡回して10月まで遊休農地の調査等を行う予定です。
【農業委員会事務局総務担当】 
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