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かながわ子どもみらいプランにご意見を
県は､｢かながわ子どもみらいプラン｣を見直す
ため､｢かながわ県民意見反映手続(パブリック･
コメント)｣を実施します｡素案は､HPや県政情
報センター､各地域県政情報コーナー等で12月
14日からご覧いただけます｡
意見の提出方法▶HPか郵送､ファクスで12月
14日～1月12日(必着)に県次世代育成課 ☎045
(210)4666 FAX045(210)8956 へ
※手話を撮影･録画したDVDの郵送も可

住民税非課税世帯等への給付金
●電力･ガス･食料品等価格高騰緊急支援給付金
(国支援制度)
対象▶令和4年度住民税均等割非課税世帯のほ
か､令和4年1月から12月までの間に住民税非課
税相当まで家計が急変した世帯(住民税非課税
世帯等に対する臨時特別給付金を受給した世帯
も対象)
申請期限▶1月31日
支給額▶5万円
※申請方法等詳しくはHPか問合せ
問 お住まいの市町村担当課か県地域福祉課 ☎
045(210)4748

かながわ国際政策推進懇話会委員募集
内容▶ 国際･多文化共生施策に関する課題､施策
の方向性等について意見を述べる
対象▶ 国際分野の活動に取り組んでいる令和5
年4月1日現在18歳以上で県内在住･在勤･在学
の方（日本語のできる外国籍の方を含む）2人
任期▶ 令和5年4月1日から2年間
募集期限▶ 12月28日(必着)
募集案内▶ 各地域県政情報コーナー､県国際課
☎︎045(285)0543 等で配布中､HPにも掲載

障がい者のための職業訓練
●｢トライ!｣2月生募集
訓練科▶ ①パソコン基礎②パソコンスキルアップ
対象▶ 身体･知的･精神･発達障がい者
訓練期間▶ 2カ月　募集期間▶ 12月1～23日
募集案内▶ 各ハローワークで配布中､HPにも掲載
問  各ハローワークか神奈川障害者職業能力開
発校 ☎︎042(744)5558､1243 FAX042(740)
1497

クリーニング師試験
試験日▶2月2日､一部実技は3日
場所▶横浜市技能文化会館(横浜市中区)
受験料▶7000円
受付期間▶郵送12月5～16日▷持参12月15･16日
願書▶県の各保健福祉事務所､市の保健所等か
県生活衛生課 ☎︎045(210)5811 で配布中､HP
にも掲載

箱根ジオパークフォトコンテスト
箱根ジオパークの魅力を伝える写真を募集して
います｡
応募期限▶ 1月9日
※応募方法等詳しくはHPか問合せ
問 県西地域県政総合センター商工観光課 ☎0465
(32)8908

や　　は「県のたより」ホームページ版をご覧ください
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※記載のほかに、入場料・保険料・テキスト代等が必要な場合もあります
※事前申込みで定員を超えた場合は抽選します（連絡がなければ参加可）
※記事は11月16日時点の内容であり、変更になる場合があります
※新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、掲載内容は変更となる場合があります12月のおしらせ
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介護の仕事をしてみたい方へ
介護資格を未取得で､介護分野へ早期就労を希
望する方と､介護施設とのマッチングを行って
います｡マッチング後は､初任者研修を無料で受
講しながら､県内の介護施設で派遣職員として
働き､就職へつなげる支援を行っています｡
※詳しくはHPか問合せ
問 県介護人材マッチング事業事務局[㈱シグマ
スタッフ内] ☎︎044(741)1835 か 県地域福祉
課 ☎︎045(210)4755

医療関係者は届け出を
法令に基づき､次の方は12月31日現在の状況を
届け出てください｡
対象▶医師､歯科医師､薬剤師で①医療関係職に
従事している方②従事していない方▷③歯科衛
生士､歯科技工士で医療関係職に従事している
方▷④保健師､助産師､看護師､准看護師で医療
関係職に従事している方
提出方法▶医療従事者届出システムによる届け
出､または①③④は就業地②は住所地を所管す
る県の各保健福祉事務所､市の保健所等で配布
中の用紙に必要事項を記入し､前記配布場所へ
提出期限▶1月16日
問  前記配布場所か､①②は県健康増進課 ☎︎045
(210)5025､③は県医療課 ☎045(210)4758､
④は県医療課 ☎︎045(210)4744

県観光課　☎045(285)0739

日程▶ 2月21･24日
いずれも各日9時30分に
鎌倉駅西口･時計台広場集合
～12時30分鎌倉駅解散
定員▶各日20 人
費用▶ 500 円 
※別途拝観料が必要
申込み▶往復はがきで代表者の
□□□(ふりがな)□と人数を
明記し､各開催日の1週間前までに
NPO法人神奈川歴遊クラブ
〒230-0077横浜市鶴見区東寺尾
1-30-40-419
☎080(9875)8971 へ

鎌倉殿×13人の御家人たち ボランティアガイドによる歴旅ツアー

日程▶1月8日9時に伊勢原駅　
　 北口集合～12時30分日向薬師
　 休憩所解散
　　定員▶ 20 人
　　費用▶ 400 円 
　　※別途拝観料が必要
　　申込み▶電話で12月15日ま
　 でにいせはら観光ボランティ
　アガイド＆ウォーク協会
    ☎0463(94)6188 鳥海方へ

そのほかにもツアーあり、詳しくは▶

　　※別途拝観料が必要
　　申込み
　 でに
　アガイド＆ウォーク協会
    ☎0463(94)6188

往復はがきで代表者の

明記し､各開催日の1週間前までに

〒230-0077横浜市鶴見区東寺尾

日程
　 北口集合～12時30分日向薬師
　 休憩所解散
定員　　定員

　　費用
※別途拝観料が必要

北条氏興亡の跡を歩く 初薬師の日向薬師参拝！

※電話は17:00 以降におかけください
※雨天中止

宝戒寺
北条氏滅亡後その霊を弔うため、
後醍醐天皇が足利尊氏に命じて建立

日向薬師
源頼朝や妻･政子らが参詣

鎌倉殿×13人の御家人たち ボランティアガイドによる歴旅ツアー

｢ゆかりの地｣めぐりツアー開催中！
地元や歴史に精通したガイドならではの目線を通して､
御家人たち｢ゆかりの地｣を巡ってみませんか｡
地元や歴史に精通したガイドならではの目線を通して､
御家人たち｢ゆかりの地｣を巡ってみませんか｡
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ごみ出しルールを守りましょう
海岸に漂着するごみの約7割は川から流れてき
たものと言われています｡雨や風などにより､ポ
イ捨てされたごみやごみ集積所などで散乱した
ごみは川を通って海に流出してしまいます｡年
末の大掃除などで出たごみについても､｢決めら
れた収集日以外の日にごみを出さない｣｢ポイ捨
てをしない｣など､ごみ出しルールを順守しま
しょう｡
問 県資源循環推進課 ☎︎045(210)4154

石綿事前調査結果の報告を
建築物または工作物の解体･改修工事を行う建
設工事の元請業者の方は､大気汚染防止法に基
づき､工事を行う前に実施する石綿(アスベス
ト)調査の結果を､石綿がない場合を含め､県に
報告する必要があります｡また､発注者の方にも
調査に関する費用負担等で協力する義務があり
ますので､ご協力をお願いします。
※報告方法等詳しくはHPか問合せ
問  県大気水質課 ☎045(210)4111

年末のパスポート申請
12月28日までにパスポートの受け取りが必要
な方は､次の期限までに申請してください｡

受付時間▶①9時～16時45分(月･木･金曜)､9
～19時(火･水曜)②③9時～16時45分④9～12
時､13時～16時45分⑤各曜日の10～12時､13
時～16時15分　※いずれも土･日曜､祝･休日､
12月29日～1月3日は休み
問 県パスポート電話案内センター(横浜) ☎︎045
(222)0022

年末年始特別警戒の実施
県警察は､12月15日～1月3日に､年末年始特別警
戒を実施します▷還付金詐欺被害防止のため､
携帯電話を使用しながらATMを操作している
方を見かけたら声掛けをする▷通学路等での見
守り活動を行う▷イヤホンをしたり､スマート
フォンを操作しながら歩かない▷在宅中も戸締
まりをするーなどの防犯対策をお願いします｡
問 県警察本部生活安全総務課 ☎045(211)1212
内線3247

個人住民税(第4期分)の納期限
個人住民税(市町村民税と県民税)の令和4年度
第4期分の納期限は1月31日(座間市は12月26日､
平塚市･寒川町･大磯町は12月28日)です｡納期限
までに納めましょう｡なお､納税が困難な状況と
なった方は､下記問合せ先にご相談ください｡
問 お住まいの市区町村の税務担当課

農薬は正しく使いましょう
住宅地等で農薬を使用するときは次のことを守
りましょう▷周辺住民へ事前に農薬の使用目的
や散布日時などを周知する▷風が弱い日や時間
帯を選ぶなど近隣への飛散防止に努める▷公園
など一般の方が立ち入る場所では､立て看板の
表示等の措置をとるーなど
問 県農業振興課 ☎045(210)4425

都市計画に関する案の縦覧等
①秦野都市計画区域区分の変更(西大竹地区)
②秦野都市計画道路の変更(3･4･15号菩提横野
線)
③大井都市計画区域区分の変更(諏訪地区)
縦覧期間▶12月6～20日
縦覧場所▶県都市計画課 ☎︎045(210)6175 か
①②秦野市まちづくり計画課 ☎︎0463(82)9643
③中井町まち整備課 ☎︎0465(81)3901
意見書の提出▶縦覧期間内にHPか郵送､ファク
スまたは直接縦覧場所へ
※関係市町の住民および利害関係人が対象､詳
しくはHPか問合せ

年末年始の運転免許手続き
最終日▶12月28日㈬　開始日▶1月4日㈬
※12月29日～1月3日に有効期間が満了する免
許証は1月4日まで有効､詳しくはHPか問合せ
問 最寄りの警察署か運転免許センター ☎︎045
(365)3111

子ども食堂の活動を応援します!
長引くコロナ禍でニーズが高まっている子ども
食堂の活動継続のため､新しい生活様式に対応
した取り組みを行う子ども食堂運営者に協力金
を支給します｡
対象▶県内で子ども食堂を運営する個人または
団体
支給額▶12万円　申請期間▶12月1日～1月31日
※書類審査の上で支給を決定､申請方法等詳し
くはHPか問合せ
問 県次世代育成課 ☎︎045(210)4690

マンションアドバイザーを派遣します
マンション管理等に関する専門家を無料で派遣
し､管理運営等のアドバイスを行います｡
対象▶県内に所在する分譲マンションの管理組
合または､管理組合等の承認を得た委員会(横浜･
川崎･相模原･横須賀市を除く)
申込期限▶2月28日
※申込方法等詳しくはHPか問合せ
問 (一社)県マンション管理士会 ☎︎045(662)
5471

技能展
日程▶12月23～25日10
～17時(25日のみ16時ま
で)
場所▶さくらプラザ(横
浜市戸塚区)
内容▶県技能士会連合会
および神奈川名工会に所
属する方の作品を展示
※申込不要
問 県技能士会連合会 ☎︎045(633)5417 か 県
産業人材課 ☎︎045(210)5720

申請場所 期限
①パスポートセンター（横浜市中区）

12月21日②同川崎支所（川崎市幸区）
③同県央支所（厚木市）
④同小田原出張所

（県小田原合同庁舎内）
12月19日 ※県央支所
で受け取る場合は20日

⑤
出
張
窓
口

横須賀（県横須賀合同庁舎内）
毎週火曜 12月20日

平塚（県平塚合同庁舎内）
毎週木曜 12月15日

県生活衛生課　☎045(210)4940

食中毒 にご注意を

冬はノロウイルス食中毒の
発生件数が多くなります。
調理する方の健康管理、調
理前などの手洗い、調理器
具や施設の消毒をして予防
対策をしましょう。
調理器具や施設の消毒は、
塩素系消毒剤(次亜塩素酸
ナトリウム等)が有効です。

ふぐの食中毒は、全国で毎年発
生しており、重症の場合は死亡す
ることもあります。食中毒の大半
は、釣ったふぐや知人から譲り受け
たふぐを家庭で調理して食べたことで発生してい
ます。
釣ったふぐを自ら処理することは危険です。ふぐ
を取り扱う資格を持つ専門の方に依頼するように
しましょう。
県は、ふぐの有毒部位を確実に除去できる資格
者の制度を定めており、試験に合格し、免許を受
けた方を「ふぐ包丁師」として認めています。

ノロウイルス

ふぐ

ノロウイルス

ふぐ

手洗い

定期的な
調理器具の消毒

令和３年度技能展の作品
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体験､発見!ニッポンの伝統芸能
日本 の 伝 統 芸 能
である講談と日本
舞踊のワークショ
ップ参加者を募集
します｡どちらの
コースも2回 の 講
座の後に舞台で成果発表を行います｡
日程▶講談1月21･29日▷日本舞踊1月22･29日
▷発表2月23日
場所▶小田原三の丸ホール
対象▶小学4年～中学生 定員▶各10人
料金▶各1000円　応募期限▶1月13日(必着)
※開催時間､応募方法等詳しくはHPか問合せ
問 県立青少年センターホール運営課 ☎045(263)
4475

第50回記念相模人形芝居大会
日程▶2月12日 ㈰
12時 ～16時15分 
厚木市文化会館
内容▶江戸時代か
ら伝わる伝統芸能
｢相模人形芝居｣の
五 座 合同公 演を3
年ぶりに開催｡徳島県内で活動する阿波人形浄瑠
璃平成座が特別出演｡　定員▶1400人
申込み▶往復はがきに 〒 住 名 ☎︎ と人数(2人ま
で)､参加者氏名を明記し､1月10日までに厚木
市文化財保護課〒243-8511厚木市中町3-17-
17 ☎︎046(225)2509 へ
問  前記か県文化課 ☎︎045(210)3808

産業人材育成フォーラム
●自分らしさを知り､未来を切り開いていく
日程▶1月17日㈫13時30分～15時 鎌倉芸術館
内容▶元タカラジェンヌ･瞳ゆゆ氏等による講
演やパフォーマンス
対象▶県内の若手社員､大学生･専門学校生等400人
申込期限▶12月15日10時まで
※申込方法等詳しくはHPか問合せ
問 県人材育成支援センター ☎045(363)1234

くらしの経済講演会in厚木
日程▶1月13日㈮14～16時 厚木市文化会館
内容▶タレント･杉村太蔵氏による講演､消費者
団体による消費者被害未然防止に関する活動発表
定員▶300人
申込み▶電話かファクスで代表者の 〒 住 名 ☎︎
と全員の名を明記し､12月23日までに厚木市消
費生活センター ☎︎046(225)2155 FAX 046(294)
5801 へ
問  前記か県消費生活課 ☎︎045(312)1121内線
2640

県立ふれあいの村
● 愛 川 ☎
046(281)
1611
▷親子で
みそづくり
日程▶
①2月11日
②12日
対象▶各日家族36人
費用▶3000円(3歳～小学生2500円､2歳以下無
料)
●足柄 ☎︎0465(72)2010
▷あしがらアドベンチャーキャンプ
日程▶③2月18～19日(1泊2日)
対象▶小学4～6年生35人　費用▶6800円
申込み▶①②は電話で12月1日～1月15日､
③はHPで12月5日～1月13日に各施設へ
休 12月28日～1月4日

県立公文書館
●古文書講座応用編
日程▶2月5・12・19日(日曜全3回)13時30分～
15時30分
内容▶日本史の専門家による古文書の解読と歴
史的背景の解説
定員▶70人　費用▶3000円
申込み▶HPか往復はがき(1人1枚)で 〒 住 名
(ふりがな)☎︎ と講座名を明記し､12月9日から
1月13日(必着)までに同館資料課〒241-0815
横浜市旭区中尾1-6-1 ☎︎045(364)4461 へ
休 月曜､12月28日～1月4日､1月10日

県立スポーツセンター
●県ボッチャ審判員養成講習会
日程▶2月18・19日（19日は試験合格者のみ）
定員▶30人
申込期間▶12月5～19日(必着)
※対象､申込方法等詳しくはHPか問合せ
問 (公財)県身体障害者連合会 ☎045(311)8736
FAX045(316)6860
休 月曜､12月29日～1月3日､1月10日

県立歴史博物館
●かながわの遺跡展①縄文人の環境適応
期間▶12月24日～1月29日
②特別講演 第2回｢縄文人の狩猟･漁猟と環境適応｣
日程▶1月15日㈰14～16時
講師▶早稲田大学非常勤講師･樋泉岳二氏
定員▶50人　※当日の常設展観覧券が必要
申込み▶県埋蔵文化財センターHPか往復はが
き(1人1枚)に 〒 住 名 ☎︎ と講演名を明記し､12
月23日(必着)までに同センター〒232-0033横
浜市南区中村町3-191-1 へ
問  ①は同館 ☎︎045(201)0926、②は同センター 
☎︎045（252）8661
休 月曜（1月9日は開館）､12月6日､12月27日～
1月4日､1月10日

県立青少年センター
●子どもフェスティバル
日程▶1月29日㈰10時～11時25分､12時40分～
14時05分､14時25分～15時50分
内容▶科学実験ショー､折り紙､昔遊び､紙芝居､
人形劇､菓子･飲料販売等　※一部実費負担あり
定員▶各回150人
申込み▶往復はがきで 〒 住 名 ☎︎ と希望の回(2
つまで)､来場人数を明記し､1月13日（必着）ま
でに同センター指導者育成課〒220-0044横浜
市西区紅葉ケ丘9−1 ☎︎045(263)4466 へ
休 月曜､12月28日～1月4日

相模人形芝居林座

休  は12月１日～1月15日までの休館日等を記載しています
入館等を事前予約制としている場合がありますので、ご利
用の際は各施設等の最新情報をご確認ください

県警察本部交通総務課　☎045(211)1212 内線5083

12月1～31日は
飲酒運転根絶強化期間

飲酒運転根絶強化期間・年末の交通事故防止運動期間
12月11～20日は年末の
交通事故防止運動期間
例年年末にかけて､交通
事故の多発が懸念され
ます｡特に夕暮れ時は､
自動車運転者は前照灯
を早めに点灯し､歩行
者や自転車利用者は明
るい服装や反射材･ライ
トを身に付け､自分の存
在を周囲に知らせるよ
うにしましょう。

令和3年度交通安全ポスターコンクール入賞作品

飲酒の機会が増える季節、
｢飲酒運転は絶対しない･
させない｣を徹底しましょ
う｡
自動車で飲食店へ行く際、
お酒を飲まない人(ハンド
ルキーパー)を決めておく
ことも大切です｡ハンドル
キーパーが､お酒を飲んだ仲間を駅や自宅へ
送り届けるなどし､飲酒運転事故の防止を図
りましょう！



県立近代美術館
●葉山館 ☎046(875)2800
▷企画展｢マン･レイと女性たち｣
期間▶1月22日まで
●鎌倉別館 ☎0467(22)5000
▷企画展｢沖潤子 さらけ
でるもの｣
期間▶1月9日まで
休 月曜(1月9日は開館)､
12月29日～1月3日

キャリア･ワークショップ
日程▶1月28日 ㈯14～16時 茅ケ崎市民文化会
館
内容▶仕事と家庭の両立を目指す中で､何を大
切にし､どのように働いていくかについて考え
るセミナーとグループワーク
対象▶働きたい女性とその家族等30人
※詳しくはHPか問合せ
申込み▶電話かHPで1月13日までに同運営事務
局(NPO法人NPO日本キャリア･コンサルタン
ト協会内) ☎︎0466(53)4111 へ

女性管理職育成セミナー
日程▶①2月10日②17日③24日(金曜全3回)
13～17時
場所▶①②オンライン会議システム(Zoom)
③かながわ県民センター
内容▶多様性の時代の新しいリーダー像やリー
ダーシップ発揮のためのスキルを学ぶ
対象▶係長･主任･サブリーダー相当職の女性
30人　費用▶2100円
申込み▶HPで12月15日までにかながわ男女共
同参画センター ☎︎0466(27)2117 へ

危険物取扱者保安講習会
日程▶1月24日～3月3日　費用▶4700円
申込期間▶11月28日～1月6日
申請書▶各消防本部･消防署､各地域県政情報
コーナー､県消防保安課､(一社)県危険物安全協
会連合会 ☎︎046(826)2177 で11月22日から
配布､HPにも掲載　※詳しくはHPか問合せ

小児がん相談支援室セミナー
日程▶1月14日㈯14～16時 オンライン会議シ
ステム(Zoom)
内容▶長期治療を要する高校生の教育の保障に
ついて現状と課題を共有し､医療､教育､保健福
祉機関で求められる支援について考える
対象▶患者家族､医療･教育･保健福祉関係者
申込期限▶1月10日
※申込方法等詳しくはHPか問合せ
問 県立こども医療センター ☎︎045(711)2351
か 県がん･疾病対策課 ☎︎045(210)5015

中小工務店等対象ZEHセミナー
日程▶1月24日㈫13時30分～16時 オンライン
会議システム(Zoom)
内容▶ZEH(ネット･ゼロ･エネルギー･ハウス)
の設計･施工など､ZEH建築に必要な基礎知識
を学ぶ
対象▶県内の中小工務店､建築会社の方等100人
申込み▶HPで1月17日までに県エネルギー課
☎︎045(210)4115 へ

鎌倉別館企画展より　沖潤子《exposed》
2022 年　作家蔵　©2022 Oki Junko, photo 
by Nagare Satoshi

葉山館企画展より　《黒と白》1926 年
ゼラチン・シルバー・プリント（後刷） 個人蔵

Photo Marc Domage, Courtesy 
Association Internationale Man Ray, 

Paris/ ©MAN RAY 2015 TRUST/ 
ADAGP, Paris & JASPAR, Tokyo, 2021 
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｢わたしの提案｣と表書きしてください。県の施
設や市区町村の窓口に、専用封筒もあります。

〒231-8588
県情報公開広聴課 広聴グループ

県情報公開広聴課　☎ 045 210 3672

月～金曜(祝･休日、12月29日～1月3日を除く) 9時～17時15分

県の業務などの相談窓口が分からない場合は

インターネット

FAX

神奈川県 わたしの提案

手紙

045 210 8833

あなたの声を県政に
お寄せください！

わたしの提案
神 奈 川 県 へ の 提 言

045 321 6865県民相談ナビ･デスク

宝くじは県内で購入しましょう

県財政課 ☎ 045(210)2291

県内で販売された宝くじの収益金は､子育て支援や学
校教育施設の整備など､県内のさまざまな分野に使わ
れ､皆さんの身近な暮らしに役立っています｡ 
▶ 関東･中部･東北自治宝くじ

12月7日～1月3日
(スクラッチ)

発 売期間 単価 １等賞金×本数

200円 300万円×16本

※発売スケジュールの詳細については ■をご覧ください

発売期間 単価 １等賞金×本数

▶ 全国自治宝くじ

12月24日～1月17日
(スクラッチ)

発 売期間 単価 １等賞金×本数

200円

発 売期間 単価 １等賞金×本数

HP

50万円×54本

12月24日～1月31日
(スクラッチ) 300円

※ 個人情報は適切に管理し賞品の発送のみに利用、
当選の発表はプレゼントの発送をもってかえさせて
いただきます

応募はこちらから ▶

 　県知事室県のたよりグループ　
☎ 045(210)3662

県知事室県のたよりグループ
〒231-8588 所在地省略可

H P

はがき

12月24日～1月17日
(初夢宝くじ) 200円 1億5000万円×1本

(1等前後賞合わせて2億円)

3000万円×6本

HP

申込み▶ かはがきで■■■■■と
｢県のたより｣12月号について❶参考に
なった記事、❷ご意見・感想を明記し､
12月1～20日にご応募ください。

☎年名住HP 〒

｢県のたより」読者ア
ンケートにお答えい
ただいた方の中から
抽選で30名様に､
｢かながわの魚クリ
アファイル｣いずれか
２つをプレゼントし
ます｡どの種類が届
くかはお楽しみに!

※
※

4日 カナフルトラベル in 箱根

3日 相談できます！職場の悩み
10日 かながわホームファーマーになりませんか？
17日 欲しい未来へ､寄付を贈ろう
24日 相模湾の魅力
31日 2022年を振り返る[知事出演]

11日 欲しい未来へ､寄付を贈ろう
18日 わたしたちの相模湾！
25日 2022年を振り返る[知事出演]
［本会議（知事の提案説明と代表質問）］
15日 18:30 ～ 20:00
16日 18:30 ～ 20:00

カナフルTV

12月のTV＆ラジオ
日曜18 00～18 30

tvk３ch

かながわ
コンテンツ

テレビ

県議会番組
第３回定例会

tvk3ch

県議会番組については県政策調査課☎045(210)7564
その他の番組については県知事室 ☎045(210)2038

放送日時､内容は変更する場合があります
■で過去の番組を視聴できます

KANAGAWA Muffin 土曜 8 30～8 55

FMヨコハマ
84.7MHz
ラジオ

HP

かながわコミュニティカレッジ
●1月開講講座
▷広報紙作りの基礎NPO等活動向け（オンライ
ン開催)
定員▶40人　費用▶3000円
申込期限▶12月20日　※申込方法やこの他の
講座等詳しくはHPか問合せ
問 同事務局 ☎︎045(620)0743

県立総合職業技術校等の講習会
●東部校〒230-0034
横浜市鶴見区寛政町28
-2 ☎045(504)3101
日程▶リレーシーケン
ス基礎 1月24･27日 全
2 回､8 時5 0 分 ～1 6 時
10分
定員▶15人　費用▶2000円
申込期限▶12月20日(必着､電子申請は17時受
信まで)
●西部校〒257-0045秦野市桜町2-1-3 ☎︎0463
(80)3004
日程▶自家用電気工作物の基礎と高圧受電設備
のしくみ 2月10･14日 全2回､8時50分～16時
10分
定員▶10人　費用▶2000円
申込期限▶1月6日(必着､電子申請は17時受信
まで)
申込み▶HPか往復はがきで 〒 住 名 ☎︎ と講習会
名(日程)､就業中の職種を明記し､各校へ
※就業中の方優先､この他の講習会については
HPか問合せ

金融相談窓口
中小企業者の皆さんからの事業資金の借り入れ
や資金繰りに関する相談に､電話や面談(予約不
要)でお応えします｡
※融資の具体的な相談は金融機関へ
受付日時▶月～金曜(祝･休日､12月29日～1月
3日を除く)8時30分～17時15分
場所▶県庁本庁舎2階(県金融課内)
相談電話▶☎︎045(210)5695

働く人のメンタルヘルス相談
働く人の心身の不調について､専門のカウンセ
ラーが面接(要予約)でお応えします｡
相談日時▶火曜(第5火曜､祝･休日､1月3日を除
く)13時30分～16時30分
場所▶かながわ労働センター(横浜) 
定員▶各3人
面接予約▶電話で各実施日までに同センター 
☎045(633)6110内線2718 へ

詳しくは
こちら
▼

県新型コロナウイルス感染症専用ダイヤル
☎(0570)056774

オミクロン株対応ワクチン
とインフルエンザワクチン
の年内接種を積極的にご
検討ください！
新型コロナワクチン2回目接種
完了後の追加接種の経過期間
が5カ月から3カ月に短縮され
ました。
オミクロン株対応ワクチンとイ
ンフルエンザワクチンは間隔を
空けずに接種可能です。

冬の感染拡大に備えて




