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T O P I C S
《新型コロナウィルス感染症対策》
茅ヶ崎市の新型コロナウイルス 4 回目ワクチン接種情報（６月 15 日現在）
１．接種期間（現時点）2022 年 9 月 30 日まで
２．対象者 3 回目接種の完了から 5 か月以上が
経過した人。
(1) 60 歳以上
(2) 18 歳以上で基礎疾患を有する、 その他
重症化リスクが高いと医師が認める人
３．使用するワクチン
１～３回目に接種したワクチンの種類に関わらず、
ファイザー社またはモデルナ社のワクチン
４．接種体制
(1) 市内医療機関における個別接種
(2) 市の集団接種

くさか景子のほっとコラム
男性トイレに
サニタリーボックス設置!

お知らせ

福祉のプロフェッショナル

議会ハラスメント調査
報告書できました!

平野みぎわ
ソーシャルワーカー

認知症でも安心して暮らせる地域づくり①

全国フェミニスト議員連盟で
作りました。 1,000 円。
ご興味のある方はご連絡
ください。

（認知症を抱える人が接客する
不思議であたたかいレストラン）
小国士朗 あさ出版 1,400 円

認知症は加齢性の変化であり、 誰もがなりうるものです。 物忘れなどの記憶
障害、 日付や場所が分からなくなる見当識障害だけでなく、 理解力や判断力の
低下が起こったり、 中にはうつ状態や幻覚妄想を伴う場合もあります。
現在、 65 歳以上の約 16％が認知症であると推計されています。 2025 年に
は高齢者の５人に１人、 全国民の 17 人に１人が認知症になるものと予測され
ています。
認知症の予防研究も進んできていますが、 根
本的な治療方法はありません。 しかし、 認知症
について正しい知識を持ち、 上手に制度を利用す
ることで住み慣れた地域で生活し続けることができ
ます。
認知症になっても、 安心して生活できる地域を
つくるための一つの試みとして、 認知症カフェがあり
ます。 茅ヶ崎市内にも複数の認知症カフェがあり、
当事者だけでなく、 家族や友人などケアラーの方
も安心して相談ができたり、 認知症について学ぶ
ことができる居場所です。
この７月には平野みぎわ代表 「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）もオープンしました。 今後月に１回開催します。 ぜひ
ご利用ください。
景子の神奈川行脚

1日

常任委員会 特別委員会勉強会

1日

こども食堂準備

6日

ポスターはり こども食堂準備

2日

児童福祉審議会 市民相談 打ち合わせ

2日

茅ケ崎革新懇総会

8日

参議院選決起集会 選対会議＠オンライン会議

3日

予算勉強会 常任委員会 つながるネットワーク研修

4日

こども食堂準備

5日

JR小田原支部総会

6日

7日

臨時県議会

8日

常任委員会

9日

こども食堂準備

10日 特別委員会 こども食堂
12日

WE21ジャパンちがさき定例会
小山田大和さん出版記念会＠オンライン会議

ファイバーリサイクル

11日 参議院選選対会議＠オンライン会議

つながるネットワーク研修＠オンライン会議

12日 駅南口駅頭 つながるネットワーク研修

つながるネットワーク研修＠オンライン会議

14日 WE21ジャパンちがさき定例会

７日

つながるネットワーク研修＠オンライン会議

15日 WE21ジャパンちがさき総会 参議院選駅頭

8日

～9日 WE２１ジャパンちがさき熱海研修

17日 議運 本会議

4日

11日 議運 つながるネットワーク研修＠オンライン会議
12日

18日 議運 団会議

立憲民主党参議院選候補者女性政策意見交換会

19日 こども食堂

全国フェミニスト議員連盟世話人会＠オンライン会議

20日 議運 本会議

13日 こども食堂準備

21日 選対会議

14日 予算委員会

14日 市民相談 こども食堂

22日 三線のど自慢大会

15日 予算委員会 こども食堂会議

15日 全国フェミニスト議員連盟内閣府ヒアリング

23日 NPO法人ワーカーズコレクティブぷらねっと監査

16日 予算委員会

16日 湘南シニアクラブ総会

17日 予算委員会 つながるネットワーク研修

17日 15区会議 県政報告会

18日 常任委員会
19日 WE21ジャパンちがさき定例会 ら・ぱれっと会議

18日

24日

25日 本会議

つながるネットワーク研修＠オンライン会議

良い映画を見る会「輝ける人生」鑑賞
26日 15区街頭活動 つながるネットワーク研修

20日 こども食堂＠リモート会議

24日 議運 つながるネットワーク研修

21日 つながるネットワーク研修＠オンライン会議

25日 議運 本会議 白百合会 内閣府ヒアリング打ち合わせ

22日 ～23日 福島県いわき市視察

31日

学童野球大会開会式 15区街頭＆ウクライナ募金活動
後援会打ち合わせ
チラシまき
全国フェミニスト議員連盟定例会＠オンライン会議

＠オンライン会議

WE21ジャパンちがさき監査

23日 議運 本会議

26日

議運 本会議 地方議員交流会実行委員会

こども食堂＠オンライン会議
28日 全国フェミニスト議員連盟総会

25日 つながるネットワーク研修＠オンライン会議
こども家庭庁って、何?～ 子育ては家庭の仕事?

27日 （講演）前川喜平（現代教育行政研究会代表）

29日

ちらしまき 日中50周年記念講演会IN横浜
水野もとこ街頭支援

31日 郷土会総会 学習支援「応援丸」見学

＠オンライン会議
28日 団会議
29日 全国フェミニスト議員連盟＠オンライン会議

予算委員会

内閣府ヒアリング

福島視察

女性副議⾧と

