
場所 �勤労市民会館
対象 �求職中の方（市外在住の方も可。高校生不可）
ほか �参加企業も募集中。詳細は市 HP参照
問合 �雇用労働課雇用労働担当

税金
固定資産税・都市計画税の非課税・課税標準の特例

　次の条件を満たす土地・家屋を所有する方は、非課
税・減額適用の手続きが必要です。詳細はお問い合わ
せください。○教育(学校や幼稚園)、保育、老人福祉、
障害福祉などの事業の用に供する土地・家屋○事業者
の法人格が、地方税法に定められたものであること(学
校法人など)○事業者が政令や省令で定められた者で
あること
問合 �資産税課家屋評価担当

生活
�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17日㈯14時～16時
場所 �市民ギャラリー会議室A・B
問合 �県行政書士会湘南支部相談部☎090(3043)9084須田

�くらしに関する「無料」相談会 
法律、税金、ローンなど

日時 �10月18日㈰9時30分～14時30分
場所 �勤労市民会館
対象 �市内・藤沢市・寒川町に在住・在勤の方8人〈申込

制(先着)〉
申込 �10月14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
　　(10時～16時)

��パソコン入門講座～ビデオ会議システム「Ｚ
ズ ー ム

ｏｏｍ」 
を使ってパソコンでリモート会議

日時 �10月27日㈫～29日㈭13時～15時30分(全3回)
場所 �参加者自宅など
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、インターネット接続さ

れたパソコンをお持ちの方15人〈申込制（抽選）〉
申込 �10月1日㈭～7日㈬に市 HPで
ほか �費用1000円（テキスト代）。詳細は市 HP参照
問合 �文化生涯学習課生涯学習担当

�若年世代からのお金の運用術 
ビデオ会議システム「Ｚ

ズ ー ム

ｏｏｍ」でのオンライン講座
日時 �11月7日㈯10時～12時
場所 �参加者自宅など
講師 �浅井環

たまき

さん(ドルコスト平均法協会)
対象 �20代・30代の就労中の方15人〈申込制(先着)〉
申込 �10月1日㈭～11月5日㈭に勤労市民会館 HPで
問合 �勤労市民会館☎(88)1331(10時～21時)

�40代・50代のためのお金の運用術 
ビデオ会議システム「Ｚ

ズ ー ム

ｏｏｍ」でのオンライン講座
日時 �11月14日㈯10時～12時
場所 �参加者自宅など

講師 �浅井環
たまき

さん(ドルコスト平均法協会)
対象 �40歳以上の就労中の方15人〈申込制(先着)〉
申込 �10月1日㈭～11月12日㈭に勤労市民会館 HPで
問合 �勤労市民会館☎(88)1331(10時～21時)

�おうちで学ぼう 
ビデオ会議システム「Ｚ

ズ ー ム
ｏｏｍ」の使い方

日時 �11月17日㈫・18日㈬・20日㈮いずれも10時～12時
場所 �参加者自宅など
講師 �パソコンボランティア湘南
対象 �市内在住・在勤・在学でインターネット接続さ

れたパソコンをお持ちの方10人〈申込制(抽選)〉
申込 �10月20日㈫～30日㈮に市 HPで
ほか �費用700円(テキスト代)
問合 �松林公民館☎(52)1314

�ガンと認知症に備える資金計画セミナー 
ビデオ会議システム「Ｚ

ズ ー ム

ｏｏｍ」でのオンライン講座
日時 �11月21日㈯10時～12時
場所 �参加者自宅など
講師 �浅井環

たまき

さん(県ガン対策推進委員)
対象 �就労中、就活中の方15人〈申込制(先着)〉
申込 �10月1日㈭～11月19日㈭に勤労市民会館 HPで
問合 �勤労市民会館☎(88)1331(10時～21時)

�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 �①2021年2月4日㈭13時30分～15時30分②2021年1
月19日㈫・20日㈬でいずれか1日の10時～13時ま
たは14時～17時

場所 �①川崎市教育文化会館・サンピアンかわさき・カ
ルッツかわさきのいずれか②サンピアンかわさき
(いずれも川崎市川崎区)

申込 �11月30日㈪(消印有効)までに①申込書（11月2日㈪～
16日㈪に市役所下水道河川総務課で配布）②申込
書（10月下旬に対象者へ郵送）をいずれも同封の
返信用封筒で郵送

ほか �費用各6400円
問合 �下水道河川総務課排水指導担当

困ったら一人で悩まず行政相談
日時 �第2・第4水曜日いずれも13時～15時
場所 �市役所市民相談課
申込 �相談日前日17時までに☎で
問合 �市民相談課市民相談担当

�11月上旬頃～2021年3月上旬頃 
漏水調査のため調査員が家庭を巡回

　県営水道は、業務委託従事者が顔写真入りの証明書
を携行し、腕章を着用して昼夜、漏水調査を行ってい
ます。なお、宅地内の調査は声をかけてから行います。
また、本調査で費用を請求することはありません。
問合 �茅ケ崎水道営業所 工務・配水課☎(52)6154

�茅ヶ崎ゴルフ場利活用事業
　茅ヶ崎ゴルフ場の利活用に向け、土地所有者や事業者と協
定を結び取り組んできましたが、新型コロナウイルス感染症
の影響により事業の実現が困難となったため、協定を解除し

ました。ゴルフ場の運営は当面の間、継続する予定です。
問合 �企画経営課企画経営担当

防災
�全国瞬時警報システム（Jアラート）の試験放送 
防災行政用無線（屋外スピーカー）など

　Jアラートは、国から地震・津波や武力攻撃などの
緊急情報を人工衛星などで瞬時に伝えるシステムです。
日時 �10月7日㈬11時頃
内容 �「これはJアラートのテストです」を3回繰り返し、

「こちらは防災ちがさきです」で放送終了
ほか �メール、防災ラジオ、市 HPなどでも同時配信
問合 �防災対策課危機管理担当

採用
市役所の休業代替任期付職員

職種 �①事務②保育士③保健師
人数 �①10人程度②③若干名
申込 �9月25日㈮～10月22日㈭に市指定システムで（詳

細は試験案内参照）
ほか �詳細は試験案内（市役所職員課・市政情報コー

ナーなどで配布中。市 HPで取得も可）参照
問合 �職員課人財育成担当

�2020年度 短期勤務の非常勤職員(会計年
度任用職員)

対象 �18歳以上の方
採用 �書類提出日から2021年3月31日㈬までに登録し、

臨時的業務が発生したときに選考（申込書などの
提出と面接）

申込 �申込書など（市役所職員課・教育総務課・学校教育
指導課で配布中。市HPで取得も可）を本人が持参

ほか �詳細は市 HP参照
問合 �下記問い合わせ先へ

職種・業務 時給（円） 問合
保育園施設スタッフ、施設用務員、
夜間管理業務員、現場作業員 1020 

職員課
人財育成担当

一般事務、保育補助 1030 
収集作業員 1060 
保育士 1120 
介護認定調査員 1540 
保健師、 看護師、 栄養士、
歯科衛生士 1620 

学校給食調理員、 教育施設業務員 1020 教育総務課
総務担当学校司書 1120 

ふれあい補助員 1120 学校教育指導課
指導担当

寄付(敬称略)
〈市民活動げんき基金へ〉(6月1日～7月31日）▷BRANCH
茅ヶ崎=3450円▷匿名=5000円

〈子ども未来応援基金へ〉(8月1日～8月31日）▷菊池一
博=5万円▷匿名=26万円

▷交通事故38〈273〉 ▷交通事故死者0〈0〉 ▷交通事故負傷者41〈311〉 ▷犯罪発生75〈536〉 いずれも暫定値
▷火災3〈24〉 ▷救急車の出動968〈6786〉  火災の問い合わせは、 ☎（82）2119へ

交通事故・火災・救急件数
8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、10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(9月9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16点でした

2019年11月生まれ
HP

★2020年1月生まれ（広報ちがさき2020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。2020年10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。

旭
が
丘

11
月
1
日

ニコニコ笑顔のおてんばガール！

岸き
し

　瑚こ

晴は
る

ち
ゃ
ん

中
島

11
月
8
日

食べるの大好き！癒し系の双子兄です！

清し

水み
ず

　瑛え
い

斗と

ち
ゃ
ん

菱
沼
3
丁
目

11
月
4
日

元気もりもり　お散歩とお風呂が大好き!!

山や
ま

岸ぎ
し

　洸こ
う

太た

ち
ゃ
ん

中
島

11
月
8
日

いつもニコニコ元気な双子弟です！

清し

水み
ず

　啓け
い

斗と

ち
ゃ
ん

共
恵
1
丁
目

11
月
20
日

家族みんなでこの笑顔に癒されてます！

松ま
つ

林ば
や
し

　磨ま

央ひ
ろ

ち
ゃ
ん

浜
之
郷

11
月
21
日

いつもニコニコ！食べるの大好き！

根ね

本も
と

　泰た
い

地ち

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
�保護猫たちの幸せ探し会 
市内で保護された猫たちの譲渡会

日時 �10月17日㈯、11月21日㈯いずれも11時～14時30分
場所 �ハスキーズギャラリー（新栄町1-1）
ほか �詳細はChigasaki Cat’s Protect HP参照
問合 �保健所衛生課環境衛生担当☎(38)3317

�環境活動パネル展 
市民活動団体、市立小・中学校の環境活動

期間 �10月19日㈪～24日㈯
場所 �市役所本庁舎市民ふれあいプラザ。24日のみイ

オン茅ヶ崎中央店で開催(10時～16時)
ほか  小和田小学校の取り組みを紹介する動画上映あり
問合 �環境政策課環境政策担当

相模川クリーンキャンペーン
日時 �10月24日㈯9時～11時
場所 �相模川河口中洲
ほか �雨天中止。柳島管理センター西側付近に集合
問合 �相模川湘南地域協議会☎090(9340)6453峯

み ね

谷
や

清
し

水
み ず

谷
や と

定例観察会（11月）
日時 �11月1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
�地域密着型サービス事業者の公募 
小規模多機能型居宅介護

期間 �10月6日㈫～12月18日㈮
ほか �詳細は市 HP参照
問合 �高齢福祉介護課支援給付担当

�難病電話相談 
療養生活上の困りごとなどを保健師へ相談

日時 �10月8日・15日・22日・29日いずれも木曜日
　　9時30分～16時
対象 �難病をお持ちの方と家族
問合 �保健所保健予防課保健対策担当☎(38)3315

こころを聴き、こころに寄り添う傾聴
日時 �①11月6日②11月20日③12月4日いずれも金曜日

9時30分～11時30分（全3回）
場所 �①市民文化会館②③勤労市民会館
講師 �鈴木しげさん（シニアライフセラピー研究所）、

木内薫さん（亀吉医療アドバイザー）
定員 �20人〈申込制（先着）〉
申込 �10月31日㈯までに☎で(住所・氏名・電話番号を

記入し、 (51)6291または saitosanchi822@
yahoo.co.jpも可) 

ほか �費用3000円（受講料）
問合 �地域のお茶の間研究所さろんどて☎090(3066)3054吉野

�アロマの力で介護疲れをリフレッシュ 
アロマ体験でストレス解消&認知症予防を優しく学ぶ

日時 �11月14日㈯14時～16時（13時30分受け付け開始）
場所 �浜須賀会館
講師 �輿

こ し

水久美さん(アロマテラピーインストラクター)
定員 �20人〈申込制(先着)。介護をしている方優先〉
申込 �10月15日㈭～11月13日㈮
問合 �浜須賀地区地域包括支援センターあさひ☎(84)6383

スポーツ・健康
中止 �高南一周駅伝競走大会
　例年1月の第2月曜日に開催している高南一周駅伝競
走大会は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため

開催を中止します。
問合 �スポーツ推進課推進担当☎(82)7136

精神科医師によるこころの健康相談
日時 �10月2日㈮・14日㈬・28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 �開催日前日までに☎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 �10月5日、11月2日いずれも月曜日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

問合 �保健所地域保健課地域保健担当☎(38)3314

�アルコール教室 
グループディスカッション

日時 �10月21日㈬14時30分～16時
場所 �地域医療センター等複合施設
対象 �アルコール問題を抱える本人と家族〈申込制〉
申込 �当日までに☎で
問合 �保健所保健予防課保健対策担当☎(38)3315

中止 口腔がん検診
　今年度の口腔がん検診は、新型コロナウイルス感染
症の感染拡大防止のため中止します。
問合 �保健所健康増進課健康づくり担当☎(38)3331

�「禁煙サポート」相談受け付け中 
保健師が電話やメールで禁煙をサポート

申込 �随時☎で(市 HPも可)
問合 �保健所健康増進課健康づくり担当☎(38)3331

子育て・教育
�離乳食講習会 
講義・10倍がゆの実演

日時 �10月8日・22日、11月19日・26日いずれも木曜日
10時30分～11時30分・13時30分～14時30分

場所 �地域医療センター等複合施設
対象 �4か月児～6か月児の保護者各回8組〈申込制(先

着)。第1子優先〉
申込 �10月分は9月1日～、11月分は10月1日㈭～☎で
ほか �詳細は市 HP参照
問合 �保健所健康増進課こども健康・予防接種担当

☎(38)3331
�2021年4月に小学校へ入学する児童へ 
健康診断を実施

　10月28日㈬～11月30日㈪に各小学校で就学時健康診
断を行います。対象者など詳細は10月中旬発送の通知
または市 HPをご参照ください。
問合 �学務課保健給食担当

ハロウィンで仮装をしてお菓子をもらおう
日時 �10月31日㈯13時～17時
場所 �マミー・レインボーきっず@茅ヶ崎サザンSt.
対象 �市内在住の未就学児、小学生、保護者
問合 �マミー・レインボーきっず@茅ヶ崎サザンSt.
　　☎(40)5551村越

私立幼稚園・認定こども園(幼稚園部分)の園児
対象 �私立幼稚園・認定こども園(幼稚園部分)に2021年

4月から入園を希望される方
申込 �11月1日㈰～願書（10月15日㈭～各園で配布）を各園

へ持参
問合 �各私立幼稚園・各認定こども園

�認可外保育施設利用料(4月～9月分)の 
助成申請は11月30日㈪まで

　認可保育所等の入所待機中に、認可外保育施設を利
用した2歳児クラスまでの市民税課税世帯に、利用料
の助成をしています。対象条件などは市 HPを確認して
ください。
申込 �11月30日(消印有効)までに申請書など(市役所保育

課で配布中。市 HPで取得も可)を持参(〒253-8686
茅ヶ崎市役所保育課へ郵送も可)

問合 �保育課認定担当

�小学校中学校創意工夫・研究作品展 
作品を市ホームページで公開

　例年9月に行っている小学校中学校創意工夫・研究

作品展は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため
展示を行わず、10月1日㈭～30日㈮に市 HPで作品を公
開します。
問合 �教育センター研究研修担当

中止 県立茅ケ崎養護学校 きらめき祭の一般公開
　例年11月に行っているきらめき祭は、新型コロナウイル
ス感染症拡大防止のため、今年度は一般公開を中止します。
問合 �県立茅ケ崎養護学校☎(57)5374

市民参加・市民活動
�都市計画の案の縦覧 
意見書の提出～生産緑地地区の変更

期間 �10月5日㈪～19日㈪
場所 �市役所都市計画課
対象 �市内在住の方と利害関係人
ほか �意見書は期間内に持参(〒253-8686茅ヶ崎市役所

都市計画課へ郵送も可)
問合 �都市計画課計画担当

�茅ヶ崎市文化生涯学習プラン推進委員会委員 
プランの進行管理に関する審議・答申

対象 �市内在住・在勤・在学の方3人(他の審議会などの
公募委員を除く)

任期 �12月～2年間
会議 �年5回程度（予定）
報酬 �日額1万円
申込 �10月28日㈬(必着)までに応募用紙(市役所文化生

涯学習課、市政情報コーナー、小出支所、各出
張所・各市民窓口センターで配布中。市 HPで取
得も可)を〒253-8686茅ヶ崎市役所文化生涯学習
課へ郵送(持参も可)

問合 �文化生涯学習課生涯学習担当

農業委員会委員を任命
　農業委員会委員の任期満了に伴い、議会の同意を得
て、次の14人が任命されました（敬称略）。
　阿部富美、石

い し

射
い

祥
よ し

光
み つ

、石腰明美、遠藤信行、小澤昇、
齋藤和子、鈴木邦夫、髙橋久雄、野﨑雅博、原田勝幸、
廣瀬正実、三橋清高、村越重

し げ

芳
よ し

、吉田恵子
問合 �職員課人財育成担当

農地利用最適化推進委員を委嘱
　農地利用最適化推進委員の任期満了に伴い、農業委
員会の承認を得て、次の5人が委嘱されました(敬称略)。
市川達夫、生川仁、髙橋宗一、永野晃、平牧直樹
問合 �農業委員会事務局総務担当

産業・雇用
�茅ヶ崎ローカル応援チケット 
購入決定者へ9月30日㈬までに通知を送付

　通知の案内に沿い、チケットを購入し、使用期間内
に使用可能店舗でご利用ください。詳細は、茅ヶ崎ロー
カル応援チケット専用 HPをご参照ください。
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

2021年度・2022年度競争入札参加資格定期申請
申込 �10月1日㈭～11月30日㈪にかながわ電子入札共同

システム HPで申請し、12月1日㈫(消印有効）まで
に必要書類を送付

ほか �詳細はかながわ電子入札共同システム HP参照
問合 �契約検査課物品担当・工事担当

�かなテクカレッジ(県立職業技術校)2021年①4
月生(若年者・子育て家庭等優先枠)②1月生

内容 �①精密加工エンジニア(高校推薦枠あり)など
　　②庭園管理サービスなど
対象 �必要な知識、技術・技能を習得して就業の意思

がある方(各種推薦枠・優先枠あり)
申込 �①10月5日㈪～11月2日㈪②10月12日㈪～11月2日

までに住所地を管轄するハローワークで事前手
続後、各校（かなテクカレッジ東部〒230-0034横
浜市鶴見区寛政町28-2、かなテクカレッジ西部
〒257-0045秦野市桜町2-1-3）へ郵送(持参も可)

ほか �選考日11月15日㈰。詳細は募集案内(9月下旬から
各校、ハローワークなどで配布)参照

問合 �県産業人材課☎045(210)5715

�コロナでお困りの求職者と事業者を橋渡し 
市主催合同企業説明会（報奨金制度あり）

日時 �10月6日㈫、11月5日㈭、12月2日㈬いずれも10時～12
時（入退場自由。14時～16時に追加開催の場合あり）

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、9月9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。
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

先へご確認ください。
問合  秘書広報課広報担当

おわびと訂正　 広報ちがさき8月1日号2面に掲載の「花き生産者の声」の記事中で、石坂園の電話番号に誤りがありました。おわびして訂正いたします。
　　　　　　　誤　☎(82)2595　正　☎(86)2595 【農業水産課農業担当】
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