
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12日㈰18時～19時30分
場所 �相模川河畔林
ほか �相模川左岸堤防上集合(温水プール西側。駐車不

可)。長袖・長ズボン着用。懐中電灯・飲み物など
持参。保全管理作業など定期開催。詳細は市 HPま
たは事務局へ

問合 �相模川の河畔林を育てる会事務局☎(82)5587村中

�①環境パネル展②おもしろ環境教室 
③リサイクル展示を開催

日時 �①9月28日㈫～10月2日㈯②③10月2日10時～15時
場所 �①市役所本庁舎市民ふれあいプラザ②市役所本

庁舎会議室1～5他③市役所本庁舎東側玄関前
対象 ②小学生以上の方各10～15人〈申込制(先着)〉
申込 �②9月1日㈬～17日㈮に☎で
ほか �詳細は市 HP参照
問合 �環境政策課環境政策担当
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①保全作業②定例観察会
日時 �①毎週火曜日10時～②毎月第1日曜日9時30分～
ほか �長袖・長ズボン・長靴着用。市民の森駐車場集合
問合 �清水谷を愛する会☎①(82)6643佐々木②(83)3366平石

福祉
�介護事業所の設置および運営事業者の公募 
小規模多機能型居宅介護

申込 �9月1日㈬～12月17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

�家族介護教室 体・こころの免疫力を 
高め、日常生活へ生かす

日時 �9月15日㈬10時～11時
場所 �香川公民館
講師 �松尾義一さん(訪問看護ステーションあやめ)
定員 �10人〈申込制(先着)。介護をしている方優先〉　
申込 �9月1日㈬～14日㈫に☎で
問合 �湘北地区地域包括支援センターあかね☎(55)1535

�まだまだ間に合う  
簡単筋トレ・ストレッチ体験講座

日時 �9月16日㈭10時30分～12時
場所 �萩園いこいの里
講師 �安江千佳さん(健康運動指導士)
対象 �60歳以上の方10人〈申込制(先着)。初めての方優先〉
申込 �9月6日㈪～15日㈬9時～16時30分に☎で
問合 �萩園いこいの里☎(88)7513

�介護予防講演会 ちょこっともれを改善 
尿もれのメカニズムと予防の体操

日時 �10月1日㈮14時～15時30分
場所 �市役所本庁舎会議室2～4
対象 市内在住で65歳以上の方30人〈申込制(先着)〉
申込 �9月1日㈬～24日㈮に☎で
問合 �高齢福祉介護課支援給付担当

�こころを聴き、こころに寄り添う傾聴講座 
日常生活やボランティア活動に生かそう

日時 �10月15日㈮・29日㈮、11月5日㈮・20日㈯いずれ
も9時30分～11時30分(全4回)

場所 �勤労市民会館
講師 �鈴木しげさん・木内薫さん(NPO法人シニアライフ

セラピー研究所)、早川仁美さん(地域のお茶の間
研究所さろんどて)

定員 �20人〈申込制(先着)〉
申込 �9月30日㈭までに☎で（氏名・電話番号を記入し、

saitosanchi822@yahoo.co.jpも可）
ほか �費用3000円
問合 �地域のお茶の間研究所さろんどて☎090(3066)3054吉野

�介護予防・日常生活支援総合事業 
生活援助員研修

日時 �11月6日㈯9時30分～17時・7日㈰9時30分～12時30
分(全2回)

場所 �茅ヶ崎地区コミュニティセンター
対象 16歳以上の方20人〈申込制(抽選)〉
申込 �9月30日㈭までに申込書(市 HPで取得可)を 050�

(5837)1484へ（ info@chigasaki-kaigo.comも可）
問合 �一般社団法人茅ヶ崎介護サービス事業者連絡協

議会事務局☎070(1261)7738

市民参加・市民活動
2020年度市民参加の実績報告

　市政への市民意見の反映を推進するため、説明会や
パブリックコメント手続きなどを実施し、52案件に対
し5884人(団体含む)よりご意見をいただきました。
問合 �市民自治推進課協働推進担当

子育て・教育
保健所の子育て講座

申込 �いずれも9月1日㈬～
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

講座名 対象〈申込制(先着)〉 日程(10月)

たまごクラス パパママ 初めて出産を迎える方 16日㈯

1歳児の食事と歯の教室
(オンライン) 11～12か月児の保護者 25日㈪

離乳食講習会 4～6か月児の保護者 28日㈭

�保育園のびのび広場～おはなし会とわらべ歌  
保育士によるお悩み相談

日時 �9月8日㈬10時～11時
場所 香川公民館
対象 乳幼児と保護者10組〈申込制(先着)〉
申込 �9月5日㈰までに市 HPで
問合 �香川公民館☎(54)1681

親子で甘酒づくり
日時 �9月12日㈰10時～11時
講師 �熊澤弘之さん(米の花店主)
対象 3歳～小学生の親子10組〈申込制(先着)〉
申込 �9月10日㈮までに市 HPで
問合 �香川公民館☎(54)1681

K-POPを歌って韓国語を学ぼう
日時 �9月18日㈯13時30分～15時
場所 �香川公民館
講師 �イ・スンランさん(韓国語講師)
対象 中高生10人〈申込制(先着)〉
申込 �9月16日㈭までに市 HPで�
問合 �香川公民館☎(54)1681

わらべうたで遊ぼう 
日時 �9月29日㈬11時～11時30分
講師 �大谷和子さん(元公立保育園園長)、大山智子さん

(湘南・絵本とおはなしの会)
対象 未就園児と保護者5組〈申込制(抽選)〉
申込 �9月8日㈬～15日㈬に市 HPで
問合 �南湖公民館☎(86)4355

�スマイリングままサロン 
産後体操とおしゃべり

日時 �10月1日・8日・15日いずれも金曜日10時30分～11時
20分(全3回)

講師 �斉藤尚美さん(健康運動指導士)
対象 �2020年11月～2021年5月生まれの1人目の赤ちゃ

んとママ8組〈申込制(抽選)〉
申込 �9月1日㈬～21日㈫に市 HPで
問合 �松林公民館☎(52)1314

クラリネット教室 
日時 �10月3日・10日・17日いずれも日曜日10時～11時(全3回)
講師 �藤本港さん(クラリネット奏者)
対象 �クラリネットをお持ちの中学生以上の方5人〈申込

制(抽選)〉
申込 �9月11日㈯～23日(木・祝)に市 HPで
問合 �南湖公民館☎(86)4355

�湘南茅ヶ崎の美味しい野菜の秘密 
野菜冷凍術や大根一本まるごとレシピ紹介 

日時 �10月9日㈯10時30分～11時30分
講師 �髙橋浩美さん(野菜ソムリエプロ)
定員 �10人〈申込制(先着)〉
申込 �9月8日㈬～22日㈬に市 HPで
問合 �南湖公民館☎(86)4355

�まなびの市民講師自主企画講座 
こどものフラダンス

日時 �10月9日㈯15時30分～16時30分

場所 �ハマミーナまなびプラザ
講師 �小島美和さん(まなびの市民講師)
対象 小学生以下15人〈申込制(先着)〉
申込 �開催日前日までに氏名・電話番号を記入し、�

mi-chan46@docomo.ne.jpへ
ほか �費用500円。飲み物持参
問合 �文化生涯学習課生涯学習担当

�12月、2022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

期間 �10月11日㈪～11月10日㈬
申込 �11月10日（必着）までに申込書(9月13日㈪～市役

所保育課、各出張所などで配布。市 HPで取得も可)
を持参(〒253-8686茅ヶ崎市役所保育課へ郵送（条
件あり）も可)

ほか �現時点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

�4月～６月にブックスタートを受けた方へ
　絵本1冊とコットンバッグを追加でお渡ししますの
で、お問い合わせください。
問合 �図書館本館☎(87)1001、香川分館☎(51)4946　

税金・生活・防災
�パソコンボランティア湘南によるパソコン体験

（パソコン・スマホお助けコーナー）
日時 �9月以降の毎週月・水・金曜日(祝日を除く)13時～・

14時～・15時～
場所 �市役所分庁舎展示室
定員 �各回3人〈当日先着〉
申込 �開催日12時55分に展示室入口で受け付け
問合 �文化生涯学習課生涯学習担当

�公共施設予約システムのフィーチャーフォン 
(ガラケー)対応終了

　セキュリティー強化のため、10月1日㈮以降フィー
チャーフォンから予約システムの利用ができなくなりま
す。パソコン、スマートフォン、各施設の公共端末をご
利用ください。
問合 �情報推進課情報管理担当

�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
緊急情報を瞬時に伝えるシステムです。
日時 �10月6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 �メール配信サービス、防災ラジオ､ 市HPなどで同時配信
問合 �防災対策課危機管理担当

�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（耐震改修適合住宅改事など）

　固定資産税が減額される一定要件があります。詳細
は市 HPをご確認ください。
申込 �①は2022年1月31日㈪まで②工事完了後3か月以内
問合 �資産税課家屋評価担当

�10月上旬～2022年2月下旬 
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。宅地内の調査は声をかけてから行います。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

�2020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、行政文書の公開を請求できる制度
です。また、個人情報保護制度は個人情報の取り扱い
ルールを定め、自己に関する情報の開示を請求できる
制度です。昨年度の請求件数は下表のとおりです。
問合 �行政総務課市政情報担当

情報公開請求 個人情報開示請求
公開 20件 開示 39件
一部公開 43件 一部開示 7件
非公開 7件 不開示 5件

産業・雇用
9月から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

環境・案内

初期費用0円で太陽光発電を

 

▷交通事故30〈328〉�▷交通事故死者0〈1〉�▷交通事故負傷者31〈369〉�▷犯罪発生95〈582〉�いずれも暫定値
▷火災2〈28〉�▷救急車の出動108〈6443〉��

交通事故・犯罪発生・火災・救急件数
7月の件数〈2021年の累計〉

◆ 　　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
※ Zoomによるオンライン開催のものはズームアイコン 　　 で表記しています
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します。9月から農業委員および農地利用最適化推進
委員が地域を巡回しています。
問合 �農業委員会事務局総務担当

�地元企業多数 合同就職面接会～茅ヶ崎市、
平塚市、秦野市、伊勢原市、大磯町、二宮町

日時 �①9月15日㈬14時～16時②9月16日㈭10時30分～
12時30分・14時～16時

場所 �ラスカ平塚(平塚市宝町)
ほか �高校生不可。詳細は市 HP参照
問合 �雇用労働課雇用労働担当

�ちがさき合同企業説明会（高校生不可） 
介護や保育など福祉関係の求人限定

日時 �10月7日㈭10時～12時(入退場自由)
場所 �勤労市民会館
ほか �参加企業、求人情報など詳細は市 HP参照
問合 �雇用労働課雇用労働担当

�街頭労働相談会 社会保険労務士などに
よる働く上での問題解決のための相談

日時 �10月12日㈫12時～18時（雨天中止）
場所 �JR茅ケ崎駅北口ペデストリアンデッキ
問合 �雇用労働課雇用労働担当

�就職に困難を抱えるあなたが適職を発見し、
職場で長く働く方法

日時 �10月16日㈯10時～12時
場所 �勤労市民会館
講師 �木
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さん(キャリアカウンセラー)
対象 �就活・就労中でお悩みの方、その家族15人〈申込制(先着)〉
申込 �9月1日㈬～10月14日㈭
問合 �勤労市民会館☎(88)1331

仕事に役立つ強みと自信の見つけ方
日時 �10月23日㈯10時～12時
場所 �勤労市民会館
講師 �佐藤美礼さん(日本キャリア・コンサルタント協会)
対象 就活中､就労中、転職活動中の方15人〈申込制(先着)〉
申込 �9月1日㈬～10月21日㈭
問合 �勤労市民会館☎(88)1331

�茅ヶ崎ローカル応援チケット（ロコチケット） 
第2弾の使用期限は9月末まで

　ロコチケットの使用期限は9月30日㈭までです。期
間を過ぎての使用はできませんので、期限内のご使用
をお願いします。
問合 �茅ヶ崎ローカル応援チケット運営事務局☎045�

(277)0774

�中小企業退職金共済制度  
パートタイマーや家族従業員も加入可

　掛金の一部を国が助成する退職金制度です。制度や
各種手続きなど詳細はお問い合わせ下さい。
問合 �独立行政法人勤労者退職金共済機構☎03(6907)1234

文化・歴史
�音貞オッペケ祭①川上音二郎版ヴェニスの
商人 ネット配信②音貞いろはかるた募集

期間 ①9月11日㈯～30日㈭
申込 �②12月31日㈮までに氏名・電話番号を記入し、読

み札と取り札のセットを otosada.oppekesai@
gmail.comへ（ (95)6700も可）

ほか �①「音貞オッペケ祭」とYouTubeで検索②川上音二
郎と貞奴にちなんだ一札で、読み札は川柳風の
短文、取り札はキャプションを付け、インター
ネットで公開可能なもの

問合 �音貞オッペケ祭実行委員会☎080(6729)8008長谷川

�まなびの市民講師自主企画講座 
歩く人 茅ヶ崎スケッチ編

日時 �9月25日㈯10時～13時
場所 �サザンビーチちがさき
講師 �星まりこさん（まなびの市民講師）
定員 �10人〈申込制(先着)〉
申込 �開催日前日までに氏名・電話番号を記入し、�

hoshimariko1971@gmail.comへ
問合 �文化生涯学習課生涯学習担当

初めての茶の湯体験
日時 �10月13日㈬10時～11時30分
講師 �山田雅江さん(裏千家)
定員 �10人〈申込制(先着)〉
申込 �9月15日㈬～10月5日㈫に市 HPで
問合 �松林公民館☎(52)1314

�中止 �開催中止①ちがさき消防防災フェスティバル
②ちがさきレインボーフェスティバル

　新型コロナウイルス感染症によるみなさんの健康へ
の影響と安全を最優先に考え、開催中止とします。
問合 �①消防総務課企画担当・防災対策課政策担当�

②文化生涯学習課生涯学習担当

�市民文化祭①写真展作品募集②放送劇「義人・
三橋勘十郎」の出演者やスタッフ募集

対象 �①市内在住・在勤・在学の方、市内カメラクラブ会員
申込 �①11月11日㈭に作品と申込書(9月1日㈬～市役所

文化生涯学習課、各公民館などで配布)を市民ギャ
ラリーへ持参②9月20日（月・祝）までに☎で(氏名・電
話番号を記入し、 (86)0001または shonanza7@
gmail.comも可)

ほか �開催日①11月11日～14日㈰②2022年1月29日㈯
問合 �①茅ヶ崎市文化団体協議会写真部会☎(85)2074渡邊

②映像演劇部会☎090(3105)7361岩本

健康
精神科医師によるこころの健康相談

日時 �9月8日㈬・22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

�高齢者のいきいき健康教室 
フレイル予防の講話と運動

日時 �①9月28日㈫14時～15時30分②10月5日㈫10時～
11時30分③10月12日㈫10時～11時30分

場所 �①浜須賀会館②松浪コミュニティセンター�
③小和田地区コミュニティセンター

対象 75歳以上の方①②15人③10人〈申込制(先着)〉
申込 �9月1日㈬～
問合 �保健所健康増進課健康づくり担当☎(38)3331

�高齢者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㈮
対象 �接種日現在、茅ヶ崎市に住民登録があり、次の

いずれかに該当する方①65歳以上の方(健康保険
証など持参)②60歳～64歳で心臓、腎臓、呼吸器、
または免疫の機能障がいで身体障害者手帳1級を
所持している方(身体障害者手帳持参)

ほか �費用2000円(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)。実施医療機関など詳細は市 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

�茅ヶ崎フレイル予防教室 
今の健康状態を知って、介護予防

日時 �10月15日㈮14時～15時30分
場所 �松浪コミュニティセンター
対象 �市内在住で65歳以上の方15人〈申込制(先着)〉
申込 �9月1日㈬～10月8日㈮に☎で
問合 �高齢福祉介護課支援給付担当

採用
�就学時健康診断補助の会計年度任用職員
(看護師)

対象 看護師免許を持つ方15人〈申込制(選考)〉
待遇 �時給1620円。10月18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㈬～15日㈬までに所定の用紙（作文含む。

市 HPで取得可）に必要事項を記入し、看護師免許
証を本人が持参(事前に要問い合わせ)

問合 �学務課保健給食担当

短期勤務の会計年度任用職員を募集
職種 �①一般事務②保育補助③保育園施設スタッフ(給

食調理・用務)④施設用務員⑤教育施設業務員⑥
夜間管理業務員⑦現場作業員⑧学校給食調理員
⑨収集作業員⑩学校司書⑪保育士⑫介護認定調
査員⑬保健師⑭看護師⑮栄養士⑯歯科衛生士

対象 ⑪～⑯当該免許証または資格証を持つ方
採用 �臨時的業務が発生した際、選考の上採用
ほか �申し込み方法など詳細は市 HP参照
問合 �職員課人財育成担当(⑤⑧⑩以外)、教育総務課総

務担当(⑤⑧⑩)

消防吏員採用試験(高卒程度)
対象 �2001年4月2日～2004年4月1日生まれの方(2022年

3月高校卒業見込み含む)
申込 �9月13日㈪～16日㈭
ほか �申し込み方法など詳細は市 HP参照
問合 �消防総務課総務担当

最新の中止情報などは市HPまたは各問い合わせ先へ　本紙掲載のイベントなどは、8月6日時点の情報とし、新型コロナウイルス感染症の影響により急きょ中止・
延期・内容変更となる場合があります。詳細は市HPまたは各問い合わせ先へご確認ください。� 【秘書広報課広報担当】

 

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
科と祝日の内科およ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6日現在)

※調剤薬局：各科の診療日及び診療時間に開局

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〜翌8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

日曜日
9時〜12時
13時〜17時

内科、小児科、外科、
歯科

17時〜23時 内科
祝日 9時〜12時

13時〜17時 小児科、歯科
平日 20時〜23時 小児科
土曜日 20時〜23時 内科、小児科

すすここややかか赤赤ちちゃゃんん
今回の応募は11点でした

2020年2020年1010月生まれ月生まれ
HP

★2020年12月生まれ(広報ちがさき2021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。2021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。

いつもニコニコ笑顔を振りまいてます！

加か

　せ瀬
　茉ま

　り

　か
莉
花
ち
ゃ
ん

緑
が
浜

10
月
16
日

ぬいぐるみ大好き！！

北き
た

　あ
ず
さ
ち
ゃ
ん

浜
竹

10
月
5
日

年子のお姉ちゃんと仲良しです！

金か
な
ざ
わ澤

　澄は

空く

ち
ゃ
ん

高
田

10
月
31
日

好奇心旺盛！食べることが大好き！

松ま
つ
や
ま山

　椰や

依え

ち
ゃ
ん

松
浪

10
月
23
日

バナナと抱っこが大好きです

林は
や
し

　和な

　ぎ輝
ち
ゃ
ん

共
恵

10
月
17
日

お姉ちゃんの顔を見ると、ニッコリ！

横よ
こ
は
ま浜

　英え
い

　た大
ち
ゃ
ん

白
浜
町

10
月
16
日
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