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7 6藤沢市役所の連絡先　☎0466（25）1111（代）、0466（25）1114（休日・夜間）、 0466（24）5928
2018年（平成30年）8月25日

藤沢市役所の連絡先　☎0466（25）1111（代）、0466（25）1114（休日・夜間）、 0466（24）5928
第1638号

ふじさわメールマガジン配信中！　mm@fuji-anshin.netに空メールを送信し、登録して受信したいメールマガジンを選択してください 検索藤沢市公式ホームページ●➡藤沢市役所の連絡先　☎0466(25)1111（代）、0466(25)1114（休日・夜間）、 0466(24)5928

明記のないものは…
●先着順●当日会場へ●午前8時
30分から受け付け●費用は無料
●持ち物はお問い合わせください
※電話番号などは間違いのない
ようおかけください

太陽の家体育館 ☎(33)1411
J(34)4342

◆サウンドテーブルテニスの集い　9
月8日㈯午前9時～正午。視覚障がいの
ある方と関心のある方。
◆フライングディスクの集い　9月8日
㈯午後1時～4時30分。障がいのある方
と関心のある方。
◆障がい者卓球の集い　9月9日㈰午後
1時～4時30分。障がいのある方と関心
のある方。
◆フロアバレーボールの集い　9月16
日㈰午前9時～正午。障がいのある方と
関心のある方。

秋葉台文化体育館 ☎(88)1111
J(88)8687

◆ピラティス　9月20日～11月29日毎
週木曜日（11月15日を除く）午前9時45
分～10時45分、全10回。18歳以上の方
30人。H8000円。F9月6日㈭午後1時
30分から電話で。
◆小学生うんどう　9月27日～12月20
日毎週木曜日（11月15日を除く）午後5
時～6時15分、全12回。秋葉台公園プー
ルほか。市内在住・在学の小学生30人
（抽選）。H9600円。F9月6日㈭～12
日㈬に来館で。
◆サイクルオープンDay　9月9日㈰正
午～午後4時。駐車場を自転車の練習
場所として提供します。H100円。※
小学3年生以下は保護者同伴。
◆秋葉台文化体育館オープン教室　◎
バランスヨガ…☆9月1日～22日毎週土
曜日午前10時～11時。各日30人。☆9
月3日㈪、10日㈪午前9時30分～10時45
分。各日40人。◎ボディシェイプ…☆
9月4日～25日毎週火曜日（18日を除く）
午前9時45分～10時45分。各日50人。
☆9月5日～26日毎週水曜日午前9時30
分～10時50分。各日50人。◎エンジョ
イエアロ…9月1日～22日毎週土曜日午
前11時15分～午後0時15分。各日30人。
H1回300円。

秋葉台公園プール☎(88)1811J(88)0081

◆臨時休館のお知らせ　9月10日㈪～12
日㈬は設備点検などのため休館します。
◆アクアビクス中級　10月4日～11月
22日毎週木曜日午前9時～10時、全8
回。18歳以上の方20人（抽選）。H6000
円。F9月13日㈭～20日㈭〈18日㈫を
除く〉に来館で。
◆ベビースイムDay　9月10日㈪午前9
時30分～正午。6カ月～6歳の未就学児
と保護者（保護者1人につき子ども2人
まで）。Hプール入場料。

スポーツ推進課 ☎内線6767
J(50)8433

◆藤沢市民総合体育大会継承大会
【スポーツクライミング】　9月22日㈯
午前9時。県立山岳スポーツセンター。
リードクライミング。市内在住・在
勤・在学の方または藤沢市山岳・ス
ポーツクライミング協会会員。H2000
円。F9月18日㈫までに東☎090（4393）
8690へ。G東またはスポーツ推進課。

鵠沼運動公園 ☎(36)1607
J(36)1754

◆からだスッキリ！エクササイズ　10
月2日～12月4日毎週火曜日（10月9日、
23日を除く）午後1時15分～2時15分、
全8回。八部公園プール2階ロビー。18
歳以上の方16人。H7200円。F9月11
日㈫午前9時30分から電話または来所
で。
◆㋐未就学スイム　◎10月16日～12月
18日（10月23日を除く）毎週火曜日◎10
月17日～12月19日（10月24日を除く）毎
週水曜日◎10月18日～12月20日（10月
25日を除く）毎週木曜日◎10月12日～
12月21日（10月26日、11月23日を除く）
毎週金曜日。いずれも午後4時～5時、
全9回。八部公園プール。市内在住・
在園の2012年4月2日～14年4月1日生ま
れの方各15人（抽選）。H8100円。
◆㋑泳力認定こどもスイム　10月2日
～12月18日毎週火曜日（10月9日、23日
を除く）午後6時～7時、全10回。八部
公園プール。泳力認定進級テストで10
級以上を持つ小・中学生24人（抽選）。
H9000円。
◆㋒泳力認定こどもスイム上級クラス
10月11日～12月20日毎週木曜日（10月
25日を除く）午後6時～7時、全10回。
八部公園プール。泳力認定進級テスト
で9級以上を持つ小・中学生24人（抽
選）。H9000円。
◆㋓初級こどもスイム　◎10月16日～
12月18日（10月23日を除く）毎週火曜日
◎10月18日～12月20日（10月25日を除
く）毎週木曜日。ともに午後5時～6時、
全9回。八部公園プール。市内在住・
在学の小学生各24人（抽選）。H8100円。

F㋐～㋓は9月11日㈫～16日㈰に来所
で。

秩父宮記念体育館 ☎(22)5335
J(28)5749

◆ママのためのピラティス　9月27日
～11月15日毎週木曜日◎午前9時30分
～10時30分◎午前11時～正午、全8回。
子育て中の母親など各15人（抽選）。※
子どもの同伴可。H5600円。F9月6日
㈭～12日㈬〈10日㈪を除く〉に来館で。
◆ストレッチ&ピラティス　10月20日
㈯午前9時30分～10時45分。トレーニ
ング室利用登録者15人。H500円。F
9月11日㈫午前9時から電話または来館
で。
◆簡化24式太極拳（初級）　9月25日～
11月20日毎週火曜日（10月9日を除く）
午後1時～2時45分、全8回。18歳以上
の方20人。H5600円。F9月11日㈫午
前9時から電話で。
◆バドミントン　9月27日～11月15日
毎週木曜日午後1時～2時45分、全8回。
18歳以上の方30人。H5600円。F9月
13日㈭午前9時から電話で。
◆高齢者たいそう講座～ロコモ体操で
元気なからだ　9月27日～10月11日毎
週木曜日午前9時20分～10時30分、全3
回。これから運動を始めようとしてい
る60歳以上の方12人。H2100円。F9
月13日㈭午後1時から電話で。
◆ハートフルフェスタ2018 in 秩父宮
記念体育館　9月16日㈰午前10時～午
後4時。秩父宮記念体育館ほか。スポー
ツクライミング体験、フリーマーケッ
ト、キッチンカー販売ほか。

石名坂温水プール ☎(82)5131
J(82)5132

◆楽・楽水泳教室　㋐初級コース…10
月5日～12月14日（11月23日を除く）毎
週金曜日、㋑中級コース…10月3日～
12月5日毎週水曜日。ともに午前11時
15分～午後0時30分、全10回。㋐はク
ロールで25ｍ泳げるようになりたい
方、㋑はクロールで25ｍ以上泳げる方
各15人（抽選）。※ともに肢体に障がい
のある方も受講可〈各5人（先着順）〉。
H6000円。F8月29日㈬～9月5日㈬〈9
月4日㈫を除く〉に来館で。※肢体に障
がいのある方は29日㋐は午後4時、㋑
は午後3時から電話で。
◆㋐楽・楽ナイタースイム　10月6日
～11月24日毎週土曜日午後7時～8時30
分、全8回。クロールで25ｍ泳げる方
12人（抽選）。※肢体に障がいのある方
も受講可〈3人（先着順）〉。H4800円。
◆㋑楽・楽バタフライ　10月11日～11
月15日毎週木曜日午後0時50分～2時、
全6回。クロールで25ｍ泳げる方12人
（抽選）。※肢体に障がいのある方も受
講可〈3人（先着順）〉。H3600円。

F㋐㋑は8月30日㈭～9月6日㈭〈9月4
日㈫を除く〉に来館で。※肢体に障が
いのある方は30日㋐は午前10時、㋑は
午前11時から電話で。
◆㋒ちびっ子水泳教室　◎10月3日～
12月5日毎週水曜日◎10月4日～12月6
日毎週木曜日◎10月5日～12月14日（11
月23日を除く）毎週金曜日。いずれも
午後4時～5時、全10回。市内在住・在
園の2012年4月2日～15年4月1日生まれ
の方各15人（抽選）。H8000円。
◆㋓学童水泳教室　◎10月3日～12月5
日毎週水曜日◎10月4日～12月6日毎週
木曜日◎10月5日～12月14日（11月23日
を除く）毎週金曜日。いずれも午後5時
～6時、全10回。市内在住・在学の小
学生各25人（抽選）。H8000円。
◆㋔学童水泳教室（4種泳法クラス）　
10月4日～12月6日毎週木曜日午後6時
～7時、全10回。クロールで25ｍ泳げ
る小学生15人（抽選）。H8000円。
◆㋕泳力認定別学童水泳教室　◎10月
3日～12月5日毎週水曜日◎10月5日～12
月14日（11月23日を除く）毎週金曜日。
いずれも午後6時～7時、全10回。泳力
認定進級テストの級・段を持つ小学生
各15人（抽選）。H8000円。

F㋒～㋕は9月6日㈭～12日㈬〈11日㈫
を除く〉に来館で。
◆シニアサンクスデー「カラダにやさ
しい運動・スポーツ教室」　9月20日㈭。
㋐水泳教室…◎午前11時30分◎午後2
時、㋑足裏健康講座…午前10時30分。
㋐は60歳以上のクロールで25ｍ泳げる
ようになりたい方各15人、㋑は15人。
H㋑1200円。F9月13日㈭㋐は午前10
時、㋑は午後2時から電話で。

◆9月分オープン教室水中ウオーキン
グ　9月6日㈭、13日㈭午後2時～3時。
各日25人。H200円（プール入場料別途）。

　9月は障がい者雇用支援月間です。障がい
のあるなしに関わらず、やりがいをもって働
くことができる社会の実現に向かって、市で
はさまざまな取り組みを行っています。
　問い合わせ
　産業労働課☎内線2227、E（50）8419

障がい者の雇用を進めましょう

法定雇用率

　従業員数が45.5人以上の企業は一定割合（法
定雇用率）以上の障がい者を雇用することが義
務付けられています。法定雇用率は、2018年4
月に0.2%引き上げられ、企業には一層の障が
い者雇用の促進が求められています。
　障がい者雇用を進めることで、業務のマニュ
アル化が進んで効率がアップしたり、働きやす
い職場づくりが進んだりするなど、企業側のメ
リットも多くあります。

　企業からの事例発表のほか、障がい者雇用促
進法や助成金制度なども紹介します。

みんなが笑顔で働ける社会に
9月は障がい者雇用支援月間です特集

市の取り組み紹介～JOBチャレふじさわ

　障がい者雇用における事例の収集や
情報発信をするため「JOBチャレふじさ
わ」を市役所内に設置しています。この
｢JOBチャレふじさわ」は障がいのある
方を直接雇用し、市役所内のさまざまな
仕事を請け負っています。
　見学などの受け入れも実施しています
ので、お気軽にお問い合わせください。

　市では障がい者雇用に積極的な事業所に対し、感謝状を贈呈しています。2017年度は
（株）魚喜、（株）グッドイーティング、（社福）竹生会の3事業所に感謝状を贈りました。
　障がいのある方を雇用した実績を持つ各事業所の皆さんに、きっかけやアドバイスを
伺いました。

　私たちが障がい者雇用を始めたきっかけは、一
人の障がい者の実習を受け入れたところからでし
た。その方は雇用までは結び付きませんでした
が、それから地域の障がい者施設に相談をして、
知的障がいのある方を雇用しました。
　11年から雇用を始め、現在8年目です。午前中
の仕事は、デイサービスの利用者さんのためのコーヒーの準備です。利用者さんごと
に好みが違うので、用意する砂糖やミルクの量、味の濃さなど調整し、お出ししてい
ます。午後の仕事はお風呂場の掃除です。当初は洗剤の量を間違えたりということも
ありましたが、こちらも工夫するようにして、今はスムーズに行っています。　

　障がい者雇用を考えている企業の方へ
　最初は仕事を覚えてもらうのに苦労をしていましたが、今では本人が休みの日には
仕事に支障が出るほど欠かせない存在です。私たちも共に働くことによって本人と一
緒に成長していることを実感しています。

民間企業
国・地方公共団体など

2.2％
2.5％

障がい者雇用促進講演会
「『障がい者とともに働く』を進めよう

　～障がい者雇用事例と障がい者雇用に関する法律・制度」

企業向け障がい者雇用推進セミナー

と　き　10月9日㈫午後2時30分～5時
ところ　市役所本庁舎
講　師　藤沢市資源循環協同組合所長
　　　　金子義之氏ほか
申し込み　電話またはファクス・Eメールの件名を「障がい者雇用促進講演会参

加希望」とし、参加者全員の氏名・勤務先・電話番号を書いて、産業労働課、I
fj-indus@city.fujisawa.lg.jpへ

　障がい者雇用を進めたい市内企業に対し、制度の解説や、
実践する際の配慮などを学ぶセミナーを開催します。

と　き　9月18日㈫午後1時～4時
ところ　藤沢商工会館ミナパーク
申し込み　電話またはファクス・Eメールの件名を「9月18日セミナー参加希望」

とし、参加者全員の氏名・勤務先・電話番号を書いて、産業労働課へ

◎障がい福祉課…☎内線3292、E（25）7822
◎ハローワーク藤沢専門援助部門…☎（23）8609
　〈部門コード＝46♯〉、E（25）4714

障がいのある方へ
働きたい！と思ったら

（社福）竹生会 共に働くことによって、一緒に成長しています

わたしたち、
一緒に楽しく働いています
障がい者雇用優良事業所の皆さん

に

お話を伺いました

　障がい者雇用に向き合うきっかけとなったの
は、障がい者就職面接会への参加です。さまざま
な障がいのある方と面接することで良い経験とな
り、現在は現場の店長が交代で参加しています。
面接会に参加をすることで、支援機関とつながり
ができたことも良かったです。
　各店舗で働いている障がい者は15人で、ほとんどが知的障がいの方です。任され
ている業務は人によってさまざまで、掃除をメインに作業するクルーもいれば、キッ
チンで食事を作ったり、休日の混雑時に働くエース的存在のクルーもいます。

　障がい者雇用を考えている企業の方へ
　社長は「失敗していいから」「無理をしないで」と常々言っています。初めはうまく
いっていない方が多かったのですが、障がいのある方が仕事を覚えるペースを、周囲
が理解していくことが重要だと思います。

（株）グッドイーティ
ング エース的存在のクルーもいます

と　き　10月29日㈪
 午後1時～4時
ところ　秩父宮記念体育館

申し込み 9月3日㈪～10月3日㈬にハローワーク藤沢
 ☎（23）8609へ電話または来所で
問い合わせ　同所または産業労働課

障がい者就職面接会相談窓口
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