
地域福祉活動の
次期計画策定に向けた 意見交換会
　2015年度から一体的に策定している「地域福祉計画」と「地域福祉活動計
画」に「成年後見制度に関する利用促進基本計画」を加え、地域福祉活動に
関する次期計画を策定します。
　地域福祉とは、その地域の住民や福祉関係者などが協力して福祉の問題
に取り組んでいこうという考えのことです。共に支え合える地域づくりを
目指し、地域福祉活動をより良いものにするため、意見交換会を開催しま
す。地域福祉活動経験などの参加条件はありませんので、お気軽にご参加
いただき、「地域で暮らしていて思うこと」を聞かせてください。

【福祉政策課福祉政策担当】

より分かりやすい計画となるように三つの計画を一つにまとめます
地域福祉計画
地域全体で支えあう仕組みづくりを
目指し、さまざまな地域福祉の推進
を行うために市が策定する計画

成年後見制度利用促進基本計画
成年後見制度の普及・啓発のために市が策定する計画

定員　�各回10人〈申込制(先着)〉
申込　�開催日前日までに☎で(氏名・電話番号を記入し、FAX(82)5157または�

Mailfukushiseisaku@city.chigasaki.kanagawa.jpも可)

地域福祉活動計画
地域の支えあいの具体的な活動方針
を示すために社会福祉協議会が策定
する計画

開催地区 日　時 場　所
茅ヶ崎 3月14日㈯14時〜15時30分 茅ヶ崎地区コミュニティセンター
茅ヶ崎南 1月25日㈯13時30分〜16時 高砂コミュニティセンター
海岸 3月5日㈭10時〜12時(予定) うみかぜテラス(体験学習センター)
南湖 2月22日㈯13時30分〜15時30分 南湖会館
鶴嶺東 3月7日㈯10時〜12時 鶴嶺東コミュニティセンター
鶴嶺西 3月26日㈭13時30分〜15時30分 鶴嶺西コミュニティセンター
湘南 2月22日㈯9時45分〜11時45分 コミュニティセンター湘南
松林 2月19日㈬19時〜21時 松林公民館
湘北 2月9日㈰19時15分〜20時45分 香川公民館
小和田 3月7日㈯10時〜12時 小和田地区コミュニティセンター
松浪 2月8日㈯13時〜16時 松浪コミュニティセンター
浜須賀 2月14日㈮13時30分〜15時30分 浜須賀会館
小出 3月3日㈫13時30分〜15時 小出地区コミュニティセンター

意見交換会 日時が予定の地区は市役所福祉政策課へお問い合わせください。

（5面へ続く)

まちづくり
�公の施設の指定管理者を指定

　以下のとおり施設の管理を行う、指定管理者を決定
しました。
問合 �①安全対策課安全対策担当②雇用労働課雇用労働

担当③④文化生涯学習課文化推進担当⑤スポーツ
推進課管理担当⑥保育課管理整備担当

施　設　名 指定管理者名 指定期間

①駐車場�
(第1駐車場〜
第4駐車場)

タイムズ24株式会社連合体
4月〜2024年3月
(第1駐車場のみ
4月〜2021年3月)

②勤労市民会館 アクティオ株式会社 4月〜2024年3月

③美術館 公益財団法人茅ヶ崎市文化・
スポーツ振興財団 4月〜2024年3月

④松
しょうらいあん
籟庵

(茶室・書院)
公益財団法人茅ヶ崎市文化・
スポーツ振興財団 4月〜2024年3月

⑤屋内温水プール 株式会社東京アスレティッククラブ 4月〜2024年3月

⑥中海岸保育園 社会福祉法人西久保福祉会 4月〜2028年3月

�台風で被災した住宅の補修費用の一部
を県が支援

　台風第15号・第19号で被災した住宅に対し、県は屋
根補修等の耐震性の向上等に資する補修に要する費用
の一部を支援します。申請は3月10日㈫までに市で発
行する罹災証明書や施工業者が作成した見積書などを
市役所建築指導課へお持ちください。
　今回の募集は、2月29日㈯までに補修工事が完了す
るものが対象で、災害救助法に基づく応急修理制度を
利用した方は対象外です。
補助条件▷対象住宅:半壊・一部損壊の被害を受けた
住宅(既に応急修理制度を利用した住宅は対象外)▷対
象者:被災した住宅の所有者であり、自らの資力では
補修ができない方等▷対象工事:被災した屋根の補修
工事、または被災した外壁等の耐震性の向上等に資
する補修工事(完了済みの工事も対象となる場合あり)
補助額1戸あたりの限度額は30万円以内かつ工事費の
20%以内
問合 �建築指導課建築安全担当

市民参加・市民活動
�春の市民まつり(4月19日㈰)の参加者募集

内容 �①模擬店②フリーマーケット③ステージ④ボラン

ティア
対象 �市内に所在地がある市民活動団体など①50団体③

20団体②市内在住・在勤・在学の個人45区画④小
学生以上の方20人程度〈いずれも申込制〉

申込 �①〜③1月27日㈪10時〜17時、1月28日㈫〜31日㈮
いずれも8時30分〜17時に申込書(1月10日㈮〜市役
所市民自治推進課で配布。市HPで取得も可)を市民
自治推進課へ持参(同時に整理券配布)④1月27日〜
31日に申込書を市民自治推進課へ持参

ほか �①〜③募集数を越えた場合は、後日公開抽選を実
施。詳細は募集要項(1月10日〜市民自治推進課で
配布。市HPで取得も可)参照

問合 �春の市民まつり実行委員会(市民自治推進課地域
自治担当内)
�市教育基本計画審議会委員
市の教育について一緒に考えませんか

人数 �2人
対象 �市内在住・在勤・在学の方(他の審議会などの公

募委員を除く)
内容 �市の教育に関する基本計画に基づく施策の進行管

理または推進に関する事項の調査審議
任期 �5月から2年間
会議 �年4回程度
報酬 �日額1万円
申込 �1月17日㈮〜2月17日㈪(必着)に応募用紙(市役所

教育政策課・市政情報コーナー、小出支所などで
配布中。市HPで取得も可)を持参(〒253-8686茅ヶ
崎市役所教育政策課へ郵送、Mailkyouikuseisaku@
city.chigasaki.kanagawa.jp、FAX(58)4265も可)

問合 �教育政策課教育政策担当

文化・歴史
�日本文学朗読会�小泉八雲�作「青柳ものがた
り」、谷崎潤一郎�作「魚の李太白」

日時 �1月22日㈬11時〜
場所 �ハスキーズギャラリー(新栄町1-1)
講師 �里村由美さん、椿野枝さん(いずれも朗読ユニッ

ト「六花」)
ほか �費用500円(うち200円を市民活動げんき基金に寄付)
問合 �ハスキーズギャラリー☎(88)1811

�ギャラリートーク
①展示物で探る開高健②開高健という作家

日時 �①1月24日㈮10時30分〜・11時30分〜・13時30分〜・
14時30分〜②1月26日㈰14時〜

場所 �茅ヶ崎ゆかりの人物館
内容 �①展示物の由来などから家庭人・開高健を探る�

②開高健の人柄を探る
講師 �①平山孝通さん(学芸員)②永山義高さん(開高健

記念会)
定員 �各回10人〈申込制(先着)〉
申込 �1月15日㈬〜

ほか �費用200円(入館料)
問合 �文化生涯学習課文化推進担当

�Presented�by�吹奏楽団アンサンブルADA
音歌祭B

ブ ラ ス ア ン ド コ ー ラ ス

rass&Chorusの誘惑
日時 �1月26日㈰14時〜(開場13時30分〜)
場所 �市民文化会館
内容 �楽団40人と合唱団90人と茅ヶ崎出身のアクアマリ

ンさんによるコラボレーション演奏
定員 �1000人程度〈当日先着〉
ほか �親子室あり。アンサンブルADA、Lily合唱団、ア

クアマリン出演
問合 �コンサート事務局☎070(5590)4792倉知

�ゆかりの映画監督作品上映「東京物語」
日時 �2月9日㈰10時30分〜
場所 �茅ヶ崎ゆかりの人物館
内容 �茅ヶ崎ゆかりの映画監督・小津安二郎さんが世界

的に高い評価を受けた作品の上映
定員 �20人〈申込制(先着)〉
申込 �1月15日㈬〜
問合 �文化生涯学習課文化推進担当

�萩園いこいの里シネマランド「だんらん
にっぽん�愛知・南医療生協の奇跡」

日時 �2月9日㈰13時30分〜15時30分
場所 �萩園いこいの里
問合 �萩園いこいの里☎(88)7513

�和の文化倶楽部～和菓子作り教室
日時 �2月16日㈰13時〜16時
場所 �松

しょうらいあん

籟庵(茶室・書院)
内容 �地元菓子職人と練り切りを作る(和室の畳に座っ

ての受講)
講師 �野田保孝さん(湘南茶房�吉ふじ)
対象 �市内在住・在勤・在学で小学生以上の方24人〈申込制(先

着)。1回の申し込みは2人まで。小学生は保護者同伴〉
申込 �2月4日㈫10時〜☎で
ほか �費用1000円(材料費)
問合 �松籟庵☎(87)5258

�音楽演奏会「舞踏�音律�変幻自在の誘惑」
日時 �2月27日㈭19時〜20時40分
場所 �市民文化会館
内容 �海外で活躍する市内出身の中丸まどかさん、ワウ

ター・ドゥコーニンクさんのバロック音楽演奏会
定員 �350人〈申込制(先着)〉
ほか �費用4000円(大学生以下2000円)。未就学児は保護

者の膝上鑑賞も可
問合 �湘南ベルギーの旋風協会☎(86)9854

郷土資料デジタルライブラリーシンポジウム
「これからのデジタルアーカイブを考える」

日時 �3月1日㈰14時〜16時
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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

広報ちがさきをいつでもどこでも　広報ちがさきをスマホやタブレットで手軽に読むことができます。便利な機能も多数あります。「マチイロ」のアプリをダウンロードし、
「茅ヶ崎市」を登録してください。詳細は市 をご覧ください。


