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T O P I C S
《新型コロナウィルス感染症対策》
「全数把握簡略化」
１．発生届の対象を (1)65 歳以上 (2) 入院が必要な人
(3) 重症化リスクがあり、 治療薬や酸素投与が必要な人
(4) 妊婦─に限定。
２．「発生届」 の届け出対象外となる人向け
（１）「陽性者登録窓口」 ―陽性を証明する書類の届け出を
求める。 検査キットの画像や医療機関の領収証といった
陽性を証明する書類や本人確認書類を届け出るオンラインの
登録窓口を開設。
（２）療養中の相談に応じる 「療養サポート窓口」
（３）体調急変時の連絡先 「コロナ 119 番」 の電話番号を
伝える。 宿泊療養施設への入所や配食サービスを希望する
場合も届け出が必要。
茅ヶ崎市の方は茅ヶ崎市保健所 55-5395 へ

（症状が完全!介護がラクになる）
和田秀樹 リベラル社 1,540 円

景子の神奈川行脚
3日

文教常任委員会 県教組挨拶

6日

ファイバーリサイクル 立憲民主党街宣活動

7日

議運 団会議 こども食堂打ち合わせ
選対会議 中国大使訪問 日中友好40周年パーティ

8日
9日

憲法学習会 立憲街頭活動
ネットワーク研修 ジェンダー平等＠オンライン会議

11日

打ち合わせ 年金相談 選対会議

12日

フラダンス大会

13日

市民相談 こども食堂受け取り 田中慶秋さん偲ぶ会

14日

文教部会 議運 本会議

15日

全国フェミニスト議員連盟＠オンライン会議

16日

ネットワーク研修

17日

本会議

18日

じゃがいも掘り 平野選対会議

19日

15区街宣街頭活動 寺崎決起集会

20日

本会議 文教勉強会

21日

個人情報保護検討委員会 本会議

22日

選挙ポスターはり こども食堂準備

23日

本会議 商工会議所懇談会

24日

本会議

25日

おひさま保育舎総会

26日

パリテキャンペーン参議院選挙2022＠オンライン会議

27日

しゃもじくんとおたまちゃん見学

28日

お悔み ライオンズクラブ納会

29日

打ち合わせ 立憲街頭活動

30日

ネットワーク研修 こども食堂＠リモート会議

1日

こども食堂準備 文教、特別委員会勉強会

2日

サザンビーチ海開き 参議院選応援

5日

参議院選応援

6日

ちらしまき こども食堂3周年記念懇親会
文教勉強会 挨拶まわり こども食堂準備 つながる

7日
9日
10日
12日
13日
14日

就労支援 A 型事業視察

ネットワーク研修＠オンライン会議
WE21ジャパンちがさき定例会 参議院選応援

全国フェミニスト議員連盟国際部会＠オンライン会議
特別委員会 高教組挨拶 全国フェミニスト議員連盟世

16日

地方議員交流会実行委員会

19日

組合挨拶まわり 平野選対会議

20日

こども食堂準備 団会議 個人情報保護検討委員会

21日

団会議 本会議 こども食堂

22日

市予算要望ヒアリング 街頭活動 組合挨拶まわり

23日

～24日 地方議員交流会IN川崎

25日

ちらしまき

「BPSD」 という言葉を聞いたことはあります
か？認知症には、 物忘れなどの中核症状と、
BPSD などの周辺症状があります。 具体的に
は、 不機嫌、 イライラ、 抑うつ、 暴言暴力、
妄想などの精神症状が多く、 認知症の対応
に不安を感じる大きな要素となっています。
重要な要因は周囲の人との関係性の変化
（悪化）と言われています。 周囲から物忘れ
などを指摘され不安が強くなること、 それにより
周囲の接し方が変化し安心した関係性が崩れ
てしまうことなどが影響するようです。
認知症は治りませんし、 治さなくても良いの
です。 周囲や地域が認知症を正しく理解し対
応するなど、 私たちにできる事があります。 そ
んな事も認知症カフェでお話しましょう。 お待ち
しています！

「幸町オレンジカフェ」

茅ヶ崎市幸町 24－６
茅ヶ崎駅南口徒歩３分

くさか景子のほっとコラム 県のウクライナ避難民支援ヒアリング

幸町オレンジカフェ
組合挨拶まわり

28日

予算要望ヒアリング

29日

児童福祉審議会 予算要望ヒアリング

参議院選応援

挨拶回り こども食堂準備 選対会議

5日

つながるネットワーク研修
市民相談 挨拶回り こども食堂準備

6日

仕掛け絵本講習会 街頭活動

9日

Qの会講演会4＠オンライン会議

11日

つながるネットワーク研修

13日

WE21ジャパン定例会

14日

選対会議

15日

選対会議 街頭活動 平和のつどい

18日

つながるネットワーク研修

20日

立憲民主党夏季研修会

21日

小笹医院マルシェ

22日

湘南シニアクラブテニス同好会

23日

幸町オレンジカフェ 演劇鑑賞会
挨拶回り 良い映画を見る会 平野選対会議

25日

全国フェミニスト議員連盟国際部会
朝駅頭 こども食堂

27日

大曲花火大会(～28日)

31日

認知症でも安心して暮らせる地域づくり②

日米地位協定県要請行動

27日

24日

ソーシャルワーカー

話人会＠オンライン会議
茅ケ崎日中友好協会監査 年金相談
つながるネットワーク研修
15区会議 文教常任委員会 こども食堂相談

4日

平野みぎわ

調査 中海岸神社式典 懇談会
文教常任委員会 団会議 個人情報保護検討委員会

15日

26日

福祉のプロフェッショナル

議運 挨拶回り 夕駅頭
国民連合総括会議＠オンライン

こども食堂夏祭り

小磯妙子市議の一般質問で、 テーマは 「地域で育つ子どもたちへの施策に
ついて」 （9 月 28 日の本会議）。 社会教育施設である公民館 ・ 図書館など、
地域の中で子どもが参加できる機会がコロナによって減少していることに関し、
学校とも家庭とも違う第三の子どもにとっての居場所となりえる
ことから、 教育施設、 地域と学校との連携を求める。
また、 コミュニティ ・ スクールの実施を通し、 小 ・ 中学生間
の交流やヤングケアラーの地域での早期発見の可能性につ
ながるという指摘は興味深かった。
吉川ひかりさん （中海岸在住）

