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「勤労市民会館」特集

企業や、一般の青少年から高齢者まで広くご
利用いただいています。全9室あって夜間は
22時まで使用できるんですよ。
皆さんに気軽に利用していただきたいですね。

一昨年からは5階に『ちがさ
KID‘S』が学童施設として開設さ
れ、毎日、子ども達の歓声で明る
く賑やかですよ。

児童クラブ

勤労市民会館館長

福嶋 茂 さん

宇宙飛行士の出身地、
宇宙関連企業がある
など、宇宙にゆかりの
ある茅ヶ崎。
茅ヶ崎と宇宙を関連
付けてPRできないか。
また、そうした企業が
躍進していって欲し
いですね。

案内人

勤労市民会館をご案内！！

ふるさとハローワーク



勤労市民会館で相談しよう！

転職・就職したい

スキルアップ・
知識向上したい

資格を取りたい

労働問題や
社会保険について
相談したい

仕事に関する
相談がしたい

49歳以下である

はい

はい

はい

応募書類や面接等
就職・転職活動の

具体的な相談をしたい

予約なしで！

・ちがさき就職サポートコーナー

・かながわ労働センター湘南支所（外部機関）

何していいかわからない！という場合もおすすめ。就職・転職についてのアドバイスだけで

なく、職業訓練校や労働基準監督署など、他機関への紹介も行っています。

🕒 平日10:00～12:00、13:00～16:00 (1人30分)

お電話で職場でのトラブルや社会保険に関する相談ができます。

お急ぎの場合はコチラへ！ 🕒 平日8:30～17:15  ☎ 0463-22-2711

予約制で国家資格を持った相談員が幅広く仕事の相談に対応します。
チャートであなたのお悩みに沿った相談窓口を見つけましょう！

個室でじっくり！
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いいえ

いいえ

いいえ
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いいえ

はい はい
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結果は次ページへ♡

一部外部
機関あり

※ 知識向上したいあなたは
勤労市民会館講座がおすすめ！

いいえ



あなたのタイプはコチラ

ふるさと
ハローワークへ

社会保険労務士
による労働相談へ職業訓練校へ

求職者・在職中の方向けの
訓練があります。詳細・手続
きはハローワーク藤沢へ

🏢 藤沢市朝日町5-12
🕒 平日8:30～17:15

☎ 0466-23-8609

🏢 勤労市民会館２F
🕒 平日9:00～16:30

☎ 0467-86-0562（直通）

ハローワーク藤沢と同じ求人
検索、職業相談、職業紹介を
行っています。
※雇用保険手続きは藤沢へ

🏢 勤労市民会館1Ｆ Ａ会議室
🕒 第2・4土曜日、第3水曜日

13:00～15:00（１人60分）

労働問題、社会保険などに対
する相談です。事業者でも労
働者でも相談できます。

ちがさき中高年仕事なんでも相談へ

５０歳以上の方を対象にした相談です。就職・転職等でお悩みの方や、
今後の人生設計、第２の人生に向けた再就職の相談など、相談者の
キャリアを考慮して、キャリアカウンセラーがアドバイスします。

🏢 勤労市民会館1Ｆ Ｂ会議室
🕒 第1・3土曜日

13:00～16:00（１人50分）

ちがさきしごと相談デーへ

就職・転職活動中の４９歳以下の若年世代の方を対象に行う相談です。
目に留まる履歴書・職務経歴書の書き方や面接の準備・対策など、
キャリアカウンセラーが実践的なアドバイスをします。

🏢 勤労市民会館1Ｆ Ｂ会議室
🕒 第2・4土曜日

13:00～16:00（１人50分）

ちがさき若年労働者キャリア形成支援・相談へ

４９歳以下の若年世代を対象とした相談です。今後のキャリア形成や設
計の相談、転職の相談、仕事の悩みや対人関係の相談など、あなたが
「よりよく働く」ためにキャリアカウンセラーがアドバイスします。

🏢 勤労市民会館1Ｆ Ｂ会議室
🕒 第1～第4木曜日

18:00～21:00（１人50分）

就労に困難を抱える若者のための

就労個別相談会＆保護者向け個別相談会へ

不登校や引きこもり経験などによってお困りの方を対象にして
います。ご家族だけの相談でも大丈夫です！
サポステの相談員へ相談し、まず一歩踏み出しましょう！

🏢勤労市民会館1Ｆ Ａ会議室 🕒月３回月曜日 10：00～17:00

☎046-297-3067（ご予約・詳細は県央サポートステーションへ）



なぜキャリアカウンセラーに❓

「働く」という当たり前を実践することが容易で

はない社会変化の中で、人々が何気ない幸せ

を感じて日々を過ごす応援がしたかったから

です。

どのような思いで相談事業を❓

相談者に未来の道を感じてもらうこと。そのた

めに、相談者の考えや思いを受け止めること、

それを表現する方法を一緒に見つけること、そ

して現実とのすり合わせを行うことです。

なぜキャリアカウンセラーに❓

企業で10数年働いた時、公私共キャリアの

方向性に深く悩み岐路に立ったんです。そ

の時こんな状態の人を支援する仕事がした

い、大学で6年学んだ心理学も役立つかも

と思い踏み出しました。

この仕事のやりがいとは❓

相談者が自分の人生を肯定し、自らの選

択した生き方を自信を持って選択する場

面に立ち会える事です。

どのような思いで相談事業を❓

コロナ禍で人的交流が制限される中、定

員3人のミニ講座は安心できる空間で、受

講者が頑張る他者の存在や視点を力に変

え、孤立せず前向きな就活につながるよう

支援しています。

キャリアカウンセラーとは❓

キャリアについて相談者に寄り添いながら望

む道筋を一緒に描く職業だと思っています。
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●就職サポートコーナー
●就職支援ミニ講座
●若年労働者キャリア形成支援・相談
●中高年仕事なんでも相談

担当
● 就職サポートコーナー
● 若年労働者キャリア形成支援・相談
● 中高年仕事なんでも相談
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この仕事のやりがいとは❓

最初は自信が持てず不安な表情でネガティブな

発言をしている方でも、お話をしていくうちに自

己肯定感を高め、活き活きと自信をもたれる様

子が見られた時にやりがいを感じます。

どのような思いで相談事業を❓

ご相談者には中高年の方も多いのですが、時

代の変化に取り残されていくような不安を感じ

ているように思います。まずはご相談者に寄り

添って心のケアを第一に考え対応しています。

キャリアカウンセラーとは❓

「働くことは生きること」。ご相談者が「仕事」はも

ちろん「人生」や「自分」と向かいあい、快適な人

生を手にいれられるようサポートすることが役割

だと思っています。

社会的立場の低い特定求職者を救いたい！私

のこのコンセプトは、長年キャリアカウンセラー

をしていますが、今でも変わりはありません。

発達障害者のキャリアカウンセリングを専門とし

ていることから、仕事の問題に加えて心の問題、

それもかなりダークな問題に関わっています。

相談者の「生きづらさ」に寄り添いながら、未来

への道筋を協働で描く、その「志事」に使命を感

じています。

どのような思いで相談事業を❓

今まで多くのカウンセリングを受けたけれども

上手くいかなかった、そういう方こそ一度、だま

されたと思って相談してください。じっくり話し

合って進めましょう！

発達障害で求職中の方、就職困難者の方へ

その人の能力・適性・学力・経歴などを考慮してふさわしい職業を選ぶ相談を受け、
適切な援助をする専門職であるキャリアカウンセラー。
勤労市民会館ではキャリアコンサルタントの国家資格を持つ 強力な４名のカウ
ンセラー が皆さんの就職活動を支援し、相談事業の充実を図っています。

次ページの「勤労で行う講座」に、紹介したキャリアカウンセラーも講師として参

加しています！

なぜキャリアカウンセラーに❓

担当
●就職サポートコーナー
●ちがさき仕事相談デー

担当
●就職サポートコーナー



実践的！少人数指導！採用への近道！

就職支援ミニ講座

🕐 第2・第4火曜日 10:00～15:30
1. 自己理解（セールスポイント・自己PR）
2. 仕事の探し方（業界・会社・職種の理解、検索手段）
3. 応募書類の書き方（履歴書、自己紹介書、自己PR書）
4. 面接の受け方（講義と実践）

就職活動や転職を効果的に進めるために、労働市場、求
人情報の的確な見分け方と事業内容を把握して自身の
ＯＳを書換え適職を探す方法を学びます。

講師：花田順一さん（キャリアカウンセラー）

働き方改革・デジタル時代の

コロナ禍での仕事の選び方と探し方

🕐 4月9日（土）
10:00～12:00

安心して働くための労働条件のポイントを学びます。万が一、
就労の継続が国難になった時でももらえる給付を知り、就
職活動中や就職後の不安を軽減しましょう。

講師：一ノ瀬史子さん
（日本キャリア・コンサルタント協会）

働く人の権利とは?

知っておきたい労働法セミナー

🕐 4月23日（土）
10:00～12:00

挨拶や身だしなみの基本から始まり、ビジネス展開に必要
なオンライン会議やテレワークなど新たなマナーやルールを学
び、社会人らしさを習得します。

講師：小林みのりさん（キャリアカウンセラー）

就職活動中の方、学び直したい方のために

ビジネスマナーをしっかり学ぶ講座

🕐 5月21日（土）
10:00～12:00

ハラスメントを理解して、ハラスメントが職場や個人に与える
影響を考えます。また、無意識の思い込みを理解して、加
害者となってしまうリスクも無くしましょう。

講師：一ノ瀬史子さん
（日本キャリア・コンサルタント協会）

職場や日常で活かす

今さら聞けないハラスメントセミナー

🕐 5月28日（土）
10:00～12:00

【お問合せ・お申込先】 茅ヶ崎市勤労市民会館

☎ 0467（88）1331

勤労市民会館HPからWEB申込もできます。

💻 https//www.chigasaki-kinro.jp

各定員3名のため、きめ細やかで効果的な指導が受けられます。
失敗を最小限に、かつ、一日も早い就職を目指します！
一日複数講座の受講可能、同一講座の再受講も可能です。

講師：田中文子さん（キャリアカウンセラー）

就活を始める方へ！

おすすめ

事業主の方も！

就職・転職するには、自身の“強み”や自身の市場評価を
客観的に判断し、果敢に攻める事が必須です。また、今ま
での仕事を新しい環境でどう活かすかを学びます。

講師：花田順一さん（キャリアカウンセラー）

コロナ禍で進む働き方改革

自分の"強み"を発揮して仕事をする

🕐 6月11日（土）
10:00～12:00

就職活動での面接や職場の人間関係などで、つまずいてい
ませんか？イキイキと就活や就労を続けるために、爽やかな
自己表現を身に付けます。

講師：一ノ瀬史子さん
（日本キャリア・コンサルタント協会）

今日からあなたも伝え上手

就職や仕事に活かせるコミュニケーション術

🕐 6月25日（土）
10:00～12:00

厚労省の調べでは、現在3人に1人が治療をしながら働い
ています。罹患率の高い『ガン』を通し、治療と仕事を両立
させる上での知識と考え方を学びます。

講師：吉田ゆりさん
（日本キャリア・コンサルタント協会）

人生100年時代をどう生きるか

治療と仕事の両面を成功させるポイント3選

🕐 5月14日（土）
10:00～12:00

勤労市民会館スタッフの皆さん

勤労市民会館の講座を紹介！

受講料無料で就活・就労に役立つ

皆さんのご参加をお待ちしています！



【日時】未定（年度内に３回開催予定）
【場所】茅ヶ崎市勤労市民会館６階 研修室

説明会の情報はHPで随時更新していきます👉

📷 会場内の様子（企業ブース）

参加者の“声”

合同企業説明会とは。

合同企業説明会（ごうどうきぎょうせつめいかい）とは、多数の企業が一箇所に集まり、
求職者に対して求人のための会社説明会を行うイベントである。 （Wikipediaより）

合同企業説明会の流れ(令和2年度～コロナ禍ver.)

①受付で参加受付票の記入と検温・アルコール消毒
②気になる企業のブースに行き、説明を聞く
③採用選考に進みたい場合、個人カード※を企業へ提出
④後日、企業と採用選考の面接等を実施

参加費用はかかりますか？

費用は無料です！！

履歴書は必要ですか？

履歴書は不要です！！

服装の指定はありますか？

指定はありません！！
（が、企業の方と会う大事な機会です。）

令和４年度も開催します！

※個人カード：名前、住所、電話番号等を記入した用紙

が

業

Q

A

Q

A

Q

A

「一度の参加で複数の会社の方と話が出来た」
「ネットでは分からないことを実際に聞けた」
「茅ヶ崎や湘南地域の企業が多くて良かった」
「現場で働く方の話を聞けて参考になった」

令和３年度

令和３年度全６回開催の参加者アンケートより

就活中・転活中の方！お待ちしております！

就活中の方



代表

小池 弾 さん

Profile

1989年生まれ、茅ヶ崎市在住。
Capy株式会社取締役、『,COMMA』
代表、京都ワーケーション協議会幹事。

HR・人材採用・組織開発支援を経て、
現在は、Capy株式会社の経営を行
いながら、兼業で株式会社Aerial 
PartnersにてDX事業の立ち上げに
従事。2021年9月に『,COMMA』を
オープン。

移住して感じた「新たな居場所」の必要性

エリアを越えたコミュニティを目指して

#03Shared Office
INTERVIEW

テレワーク促進で現れた“第3人口”の居場所を茅ヶ崎に

茅ヶ崎に移住した時、ビジネス上のネットワークを広げたくても東京に行かないとできない、と感じた

のが開業のきっかけです。都内にいた時につながっていた近い属性の人が茅ヶ崎周辺へ移住していると噂

では聞く一方、 実際には出会えないことに不思議さを感じていました。

コロナによるリモートワークの導入が増えたことにより、最近の移住トレンドの1つは、“都心の人混

みを避け、豊かな自然を求める”こと。これまでマリンスポーツを趣味とする人が移住者の中心だった

茅ヶ崎にも、マリンスポーツ経験はないけれど、せっかくなら自然の近くに住みたい人が増えている感覚

があります。ただ、そんな人たちは新しい土地でコミュニティに入るきっかけが少ないこともあり、彼ら

がまず最初に属しやすいようなコミュニティがあってもいいかな、と。僕自身がそうだったんですよね。

新しいライフスタイルを率先して実行

将来的には、サザンビーチエリアだけでなく、茅ヶ崎・湘南エリア全体の

価値向上に寄与できればと考えています。

例えば ,COMMAでの決済はキャッシュレスのみ。インバウンドの需要や

ユーザーの体験向上、バックオフィスの効率化などあらゆる面でのメリット

がある一方で、まだ現金決済が一般的な地方では、顧客を逃すデメリットも。

それでも、自分としては必ず来ると信じているデジタル化の波にいち早く着

手する店舗が1つくらい存在してもいいよね、と感じています。先進的なライ

フスタイルの人たちが、茅ヶ崎エリアに来た時に不便を感じては、将来的に

エリアとして選ばれないだろうと。未来で見た時にこういう店舗があること

で、強引ではありますが利便性を知るきっかけになればなと思います。

Koike   dan

文章と文章の区切りのように、
日々の小休止の場所として使って
もらいたい。そんな思いを込めて
「,COMMA」と名付けられたそう。

,COMMA
Co-Working,Café and Bar



https://comma.today

＠comma_coworking_cafebar

🏢 南湖4-23-2 茅ヶ崎サザンビーチリゾート&レジデンス 1F&2F 

🕐 10：00～22：00 ㊡ 年末年始

☎ お問合せはホームページのフォームから

読者の方へメッセージをお願いします！
移住者がこの土地・エリアになじむ為のツール・きっかけとして活用

してもらえたら嬉しいです。もちろんローカルの方も大歓迎！ふらっと

立ち寄った時に、色んな方々と交流を楽しむ場所として、ぜひ利用して

ください！

春以降は、体験型ゲーム「マーダーミステリー」を活用した地域活性化

の企画を考えています。プレイヤーにはそれぞれ役が与えられて、その人

物を演じながら事件の真相を暴くといったもの。マーダーミステリーの価

値は、現実世界にゲームという仮想の世界観を持ち込むことで普段の観光

では起こらないような動線や体験を作ることができること。集客に悩んで

いる地域を盛り上げる鍵になるのではないかなと個人的に注目しています。

2F Co-working space 

,COMMA Co-Working,Café and Bar

,COMMA単体ではなく、外にもどういう影響を与えられるか
一番集客があったイべントは、茅ヶ崎周辺の飲食ＭＡＰをＧｏｏｇｌｅ ＭＡＰ上で作るものでした。

移住者は、この辺りにどんなコミュニティ、店舗、ライフスタイルがあるのかわからない。まず「具体的

な体験を想起させること」というのが大事で、こういった取り組みをしていると、今度は会員や参加者で

行こうという動きが生まれて、勝手にイベント化されるんですよね。

1F Café & Bar 

茅ヶ崎は、排他的でなく多様性のあ
る地域と感じているという小池さん。
ビジネスライクよりもアーティス
ティックな感性、自分の価値観を
大事にしている印象とのこと。

@comma_shonan

あと、Slackで,COMMAと別のコミュニティがつながるような仕組みも構築

していこうと考えています。イメージはオンラインでつながる姉妹都市の小さい

版。茅ヶ崎内に閉じるのではなく、外にも広がるコミュニティを目指しています。



詳細はHPを検索👉 しおかぜ湘南

“しおかぜ湘南” は 法人・個人事業主のための

福利厚生サービス です。

サービス内容例 ： 宿泊補助、健康診断補助、

アミューズメント施設等割引 など盛りだくさん！

お問い合わせ・資料請求等は ☎ 0466-50-3900

ワンコインで充実の福利厚生

お知らせ

紹介者特典

加入人数お1人につき
１，０００円分の商品券を

進呈♪

加入者特典

２ヶ月間会費無料！！

小さな負担で大きなサービス！嬉しい特典盛りだくさんの福利厚生！

小さな負担で大きなサービス

新しい働き方・休み方が始まっています！時間単位の有給休暇を取得しましょう！

-急がば学べ-「手に職」が未来を変える。 ひとりひとりに合ったプランを。


