
主な施設の の休館日6月
公民館、青少年会館、海岸青少年会館、
福祉会館、地域集会施設、文化資料館 4日・11日・18日・25日

図書館本館、図書館香川分館 4日・11日・18日・21日・25日

市民文化会館 2018年9月(予定)まで耐震補強、改修工事実施のため全館休館

美術館 4日・11日・18日・25日

ちがさき市民活動サポートセンター 20日

男女共同参画推進センターいこりあ 3日・10日・17日・24日

勤労市民会館 25日

開高健記念館、茅ヶ崎ゆかりの人物館 4日～7日・11日～14日・18～21日・25～28日

スポーツ施設 11日

相　談　名 日　時　・　場　所
市民相談 月～金 8 時30分～17時

市
　民
　相
　談
　課

市民安全相談／交通事故相談／防犯相談 月～木 9 時～17時

予
　約
　制

行政相談 第2・4水 13時～15時
建築紛争相談 原則第3水 11時～17時
法律相談（同じ内容は1人1回のみ） 火・木 10時～15時30分
人権相談 第2金、第4火 13時～16時
税務相談 第1・3水、第4木 13時～16時
公証相談（遺言、大切な契約など） 第2月 13時～16時
不動産相談 第1・3金 13時～16時
多重債務法律相談 第1月、第4金 13時15分～16時15分
分譲マンション管理相談 第2金 13時～16時

司法書士相談（不動産、商業登記など）
第2火 13時～16時
第2金 13時～16時　寒川町役場町民相談室☎（74）1111

暮らしと事業の相談（相続手続きなど） 第4月 13時～16時
多重債務相談 月～金 8 時30分～17時

犯罪被害者等支援相談
職員 月～金 8 時30分～17時
ピア神奈川 第1・3水 10時～16時

消費生活相談
月～金 9 時30分～16時（消費生活センター）

月・木 10時～16時（受付は15時まで）
寒川町役場消費生活相談室☎（74）1111

予
約
制

消費生活法律相談 第2金 13時～16時（消費生活センター）

家計あんしん相談 第1・3木 11時～11時50分、13時15分～16時5分
（消費生活センター）

発明相談 第3金 13時～16時 産業振興課商工業振興担当
生活自立相談 月～金 8 時30分～17時 生活自立相談窓口（市役所分庁舎2階）
がん相談 月～金 8 時30分～17時 市立病院がん相談支援センター☎（52）1111

相 談 窓 口 一 覧

のためのプレおしごと講座
　先輩クラウドワーカーからクラウドソーシングサービスを使った仕事の始め
方や、ステップアップの方法などを学ぶ講座を開設します。

①専業主婦からプロに WEBライター編
②未経験からプロに デザイナー編
日時　①5月24日㈭②6月7日㈭いずれも10時～12時
場所　男女共同参画推進センターいこりあ
講師　①藤澤佳

よし
子
こ

さん（WEBライター・エディター）
　　　②岸田朋子さん（WEB・DTPデザイナー）

【茅ヶ崎市シルバー人材センター業務課☎(88)2388、安全対策課安全対策担当】

こ れ か ら 働 き た い

幸町自転車
駐車場

東海岸南
自動車駐車場

インターネットで
混雑情報の確認が可能

「だれもが自分らしく 生きがいのある暮らし
を実現できるまち」を目指して
　障害者の暮らしの要素に基づいた施策に取り組むため、第5期計
画では100の事業を掲載しこのうち56の事業を重点事業としました。

　主な重点事業

安心生活支援事業の充実
　障害者・児が、住み慣れた地域で安心して
生活できるよう、体験的宿泊などを行います。
意思決定支援の充実
　障害者への支援の原則は自己決定であるこ
とを尊重し、意思決定支援への取り組みを行
います。
ヘルプマークの普及啓発
　外見からは分かりにくい障害者が、周囲に
配慮を求めるヘルプマークを配布するととも
に市民への普及啓発を行います。
就労定着支援の充実
　一般就労へ移行した障害者に対し、生活面の課題を把握し、企業
や関係機関などとの連絡調整や課題解決に向けた必要な支援を行
います。

住みやすいまちになることを願って
　茅ヶ崎市障害者保健福祉計画推進委員会委員　寺田青

せい
児
じ

さん
　この3年間、計画策定に携わり、推進委員会では熱い議論が
交わされました。さまざまな障害の特性ごと、障害のある方や
そのご家族からヒアリングやアンケートを行い、委員は常に「当
事者の声」を大切にしてきました。
　この計画を実行していくことで、茅ヶ崎が障害のあるなしに
関わらず、住みやすいまちになることを願っています。

相談日の前日 17 時
(法律相談、多重債務
法律相談は相談日の
前日15時)までに予約
がない場合は相談は
開設しません

　 多様化するニーズに合わせた対応を
　第5期茅ヶ崎市障害者保健福祉計画を策定

　茅ヶ崎市シルバー人材センターでは、
東海岸南自動車駐車場と、幸町自転車駐
車場の自転車の一時利用の混雑情報を、
民間の混雑情報サイトを利用して情報提
供しています。ぜひご活用ください。

東海岸南自動車駐車場
幸町自転車駐車場

クラウドソーシングで仕事をすることを目指す

対象　市内在住で未就学児の母親30人〈申込制（先着）〉
申込　5月15日㈫～22日㈫にうみのあお そらのあお 申し込みフォームで
ほか　費用各1000円
問合　うみのあお そらのあお info@umiaosoraao.com益子

【男女共同参画課男女共同推進担当☎（57）1414】

「うみのあお
そらのあお」
申し込み

　2017年度の茅ヶ崎市の身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、特
定医療費（指定難病）医療受給者証所持者は1万518人。市の人口のおよそ4.3％、
市民の約23人に1人の割合で何かしらの障害があることになります。

　市では、1998年3月に「茅ヶ崎市障害者
保健福祉計画」を策定し、定期的に計画を見
直しながら、障害者福祉の増進に努めてき
ました。2015年度の第4期計画を経て、多
様 化するニーズに合わせた対応をする
ため「第5期茅ヶ崎市障害者保健福祉計画」
を策定しました。

【障害福祉課障害福祉推進担当】

委員として計画の策定に
携わった寺田さんに話を
聞きました

ヘルプマーク

2018年音貞オッペケ祭
團
だ ん

十
じゅう

郎
ろ う

生誕180周年記念

劇聖 ・九代目市川團十郎と川上音二郎
6月2日㈯・3日㈰高砂緑地

　1902年、川上音二郎・貞
さだ

奴
やっこ

夫婦は、歌舞伎役者の市川團十郎を慕い、茅ヶ崎の
高砂緑地周辺に居を構えました。今年は、劇聖と呼ばれた九代目市川團十郎の生
誕180周年にあたります。團十郎、音二郎、貞奴、初代内閣総理大臣の伊藤博文が
登場するお芝居をはじめ、お茶席や文楽、和楽器の演奏などが盛りだくさんです。

【文化生涯学習課文化推進担当】

松
しょう

籟
ら い

庵
あ ん

 茅ヶ崎かるた大会
3日 13時～15時

　茅ヶ崎郷土会
による、茅ヶ崎の
昔をより深く知る
こ と が で き る
「茅ヶ崎かるた」を
使った大会

野外ステージ
演劇「音二郎版 ハムレ ット」
　明治時代の音二郎台本と、
茅ヶ崎のエピソードを盛り
込んだ書き下ろし作品に
よる演劇公演
2日14時20分～公開リハーサル
3日①10時～②13時50分～（２回公演）

ここが見どころ！

オッペケとは？
音二郎が考案した
当時の政財界の
腐敗を風刺した内
容の「オッペケペー
節」というパフォーマ
ンスのこと

【音貞オッペケ祭実行委員会☎090(8516)5649清水】

10時～16時　入場無料
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人　口▶	 241,532人	 （前月比47人増）

世帯数▶	101,149世帯	（前月比283世帯増）
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