
総合防災訓練
いつ起きるか分からない災害に備えて

　地震や台風、大雨などの大規模な災害に備え、
訓練を実施します。訓練に参加し、この機会に
日頃の備えを見直しましょう。

日　時　�９月４日　８時30分～
場　所　�各自主防災隊の訓練場所
訓練内容　※自主防災隊により異なる
　・�避難経路や備蓄品などの確認
　・�避難所の開設
　・�発電機などの防災資機材の点検
　・�消火器などを使った初期消火

事前に確認
オールハザードマップ

　洪水・浸水、土砂災害、
地震で想定される被害の危
険性を地図で確認できます。

《配布場所》危機管理課や
公民館（市HPにも掲載）。

厚木中央公園では市職員や消防本部などが訓練を実施

感染症の状況を踏まえた訓練などを各地区で実施

各自主防災隊の訓練場所や内容、実施状況
などは、回覧や市HPに掲載。

催 し
あつぎ青春劇場

■唄
う た

う！青春劇場カラオケ大会
　9月3日、14時30分～16時。ゲス
トは寿

す み

美。
■あつぎ青春劇場落語会
　9月24日、11時～12時30分。出演
は林家けい木。
　いずれもアミューあつぎ。定員100
人。500円。申当日直接会場へ。先着
順。問商業にぎわい課☎225-2840。

神奈川工科大学
厚木市子ども科学館の催し

■字幕付きプラネタリウム
「見えない宇宙に挑む」
　８月20日、9月17日。13時30分～
14時15分。日本語字幕とナレー
ション付きの番組。定員各回90人。
200円（中学生以下50円）。申当日
9時から観覧券を販売。

■アロマプラネタリウム・夏
「大人のための癒しの時間」
　８月27日、1８～19時。香りや安ら
ぎの音楽などを楽しむ。15歳以上
90人（中学生は除く）。200円。申
当日9時から観覧券を販売。
■プラネタリウム特別番組

「銀河クルージング」
　８月2８日、13時30分～14時10分。
双眼鏡で銀河や星団を楽しむ。定
員90人。200円（中学生以下50円）。
申当日9時から観覧券を販売。
■コスモシアター・
秋のプラネタリウム番組
　9月3日～11月27日、毎日＝15時
～「手ぶくろを買いに」。土曜＝
10時～「きらきらタイム」。日曜、
祝日＝10時～「ハローキティトゥ
インクル☆ムーンライト」。土・
日曜、祝日＝11時30分～「プラネ
タリウムでチコちゃんに叱られる!�
チコとキョエの宇宙大冒険!無知と
の遭遇」。13時30分～「ハナビリ
ウム・花火って、なんであるの？」。
各回45分。番組前半は秋の星座解
説（10時の回は除く）。各回90人。

200円（中学生以下50円）。申当日
9時から観覧券を販売。
■昼寝タリウム
　9月８・15・22日、12時15分～12時
45分。満天の星の下、ゆったりと
過ごす。定員90人。200円（中学生
以下50円）。申当日9時から観覧券
を販売。
■ミニ工作教室「もちつきぺったん」
　9月11日、①13時30分～②14時
30分～（各回30分）。ストローで
餅つきウサギのおもちゃを作る。
定員各回24人。無料。申当日9時
から電話で受け付け。
■天体観望会
　9月23日、1８～20時。天体望遠鏡
で夏の星座、土星などを観察。定員
25人。無料。申８月27日（市外の方
は2８日）9時から電話で受け付け。
■大人のためのプラネタリウム

「皆既月食徹底ガイド」 
　10月29日、1８～19時。皆既月食
の楽しみ方を解説。15歳以上90人
（中学生は除く）。200円。申9月1８日
（年間パスポートを持つ方は17日）
9時から電話で受け付け。
　いずれも先着順。会場、問い合
わせは子ども科学館☎221-4152。

問危機管理課☎225-2190

《「催し」は2面に続きます》

　新型コロナウイルスの影響で掲載の催しが中止となる場合や、利用に
制限のある施設があります。市HPで随時お知らせします。
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　市では、買い物施設や医療機関などの生活利便施設が不足する地域への立地を促すた
め、補助金を交付しています。補助金を利用し、８月までに２件の施設の立地が決まりま
した。今後も、コンパクト・プラス・ネットワーク型のまちづくりを進めていきます。

人にやさしい都市
を目指して

問都市計画課☎225-2400

生活利便施設の立地が２件決定

立地が決まった施設 生活利便施設立地促進事業
補助金

診療所を開設する社会医療法人社団三思会の
野村理事長に補助金交付決定通知書を交付

◆診療所
　《立地場所》宮の里地区
　《開始予定》11月
◆スーパーマーケット
　《立地場所》飯山地区
　《開始予定》3〜4月

　対象区域に次の施設を立地す
る場合、補助金を交付しています。
補助上限額
スーパーマーケット＝1億円／ド
ラッグストア／5千万円／コンビニ
エンスストア／2千万円／診療所＝ 
2100万円　※詳細は市HPに掲載

市民体育祭

・荻野運動公園　�ソフトバレーボール・卓球＝８時45分～� �
ターゲット・バードゴルフ＝9時～

・南毛利スポーツセンター　�バドミントン＝８時45分～� �
グラウンド・ゴルフ＝9時～

・及川球技場 飯山グラウンド　ソフトボール＝9時～
・金田ゲートボール場　ゲートボール＝８時45分～

《期日》�９月11日� �
※雨天時は屋内競技のみ

《開始式》�８時30分～（各競技会場で実施）
《会場・種目・開始時間》

　アルツハイマー月間に合わせた
講座をあつぎ市民交流プラザなど
で開催します。  市内15地区の代表が、練習の成果を

競います。

あつぎオレンジフェスタあつぎオレンジフェスタ20222022

コンパクト・プラス・ネットワークとは？
　住まいと生活に必要な施設の距離が近
く、公共交通機関などでつながれた状態

9月23日

■認知機能測定や相談
《時間》10～16時
◆認知症サポーター養成講座

《時間》10時～11時30分
《内容》�認知症の理解とケアを学

ぶ講座
《定員》50人
◆認知症VR体験会

《時間》14時～15時30分
《定員》40人

■管理栄養士による食生活セミナー
《時間》�①10時30分～�②14時30分～� �

（各回45分）
《定員》各回50人

◆講演会･対談「認知症と共に生きる」
《日時》10月5日� 14時～15時30分
《場所》あつぎのえいがかんkiki
《内容》�若年性アルツハイマー型認知症

の診断を受けた方の講演と対談
《定員》100人

いずれも無料。申■は当日直接会
場へ。◆は8月15日〜9月9日に地
域包括ケア推進課☎225-2047へ。
先着順。 問スポーツ推進課☎225-2531

親子森のようちえん・秋
　10月８日、10～15時。七沢自然
ふれあいセンター。森探検や火起
こし体験など。市内在住の未就学
児と保護者50人。600円（材料費、
保険料。3歳未満は保険料45円）。
申9月８日までに七沢自然ふれあい
センター☎24８-3500へ。抽選。

星のソムリエ®と観る天体
観望会・土星
　10月21日、19～21時。七沢自然
ふれあいセンター。天体の講座や
観望など。市内在住の小学生以上
30人（中学生以下は保護者同伴）。
100円（材料費、保険料）。申9月
15日までに七沢自然ふれあいセン
ター☎24８-3500へ。抽選。

斎場施設見学会
　８月27日、10時30分～12時。市斎
場。施設見学と葬儀の説明。定員
30人。無料。申８月15～26日に市斎
場☎2８1-８595へ。先着順。

観光協会の催し
■苔

こけ

玉クラフト体験
　9月23日、①10時～②13時～（各
回120分）。元湯玉川館草庵。コケ
玉作りを体験（飲み物付き）。定
員各回20人。2500円（材料費、講
師代他）。
◆「手ぶらde書」アート書道体験

　８月27日、9月25日。①10時～（9
月25日を除く）②11時～③13時～
④14時～⑤15時～（各回60分）。
アミューあつぎ。アート書道を体
験（菓子付き）。定員各回10人。
2000円（材料費、講師代他）。
■ガラスフュージング体験
　9月24日、①10時～②11時～③
13時～④14時～⑤15時～（各回90
分）。元湯玉川館草庵。細かいガ
ラスを溶かして箸置きを作る（軽
食付き）。定員各回８人。3000円（材
料費、講師代他）。
　いずれも申９月11日（◆の初回は
8月21日）までに観光協会HPまたは
東丹沢七沢観光案内所☎248-1102
へ。抽選。

講　座
救急救命講習会

■応急手当普通救命講習会
　9月21日、13時30分～16時30分。市
内在住在勤在学の中学生以上15人。
■応急手当普通救命講習会

（小児・乳児）
　9月29日、9～12時。市内在住在
勤在学の中学生以上10人。
　いずれも消防本部。応急手当の
重要性、心肺蘇生法、自動体外式
除細動器（AED）の取り扱いなど。

無料。申8月15～24日に救急救命課
☎223-９365へ。抽選。

介護職員初任者研修
　10月4日～11月1８日の火・木・
金曜（11月3日を除く全20回）、８時
40分～17時。あつぎ介護職員研修
センター。介護を必要とする高齢
者や障がい者をサポートする方の
養成研修。介護職を目指す方、自
宅での介護に役立てたい方など15
人。5万9950円（教科書代他）。市
からの助成金あり（要件あり）。
申三思会HPにある申込書を郵送で
８月15日～9月14日（必着）に〒243-�
0034船子322-1さつきの里あつぎ☎
227-11８８へ。先着順。

情報プラザのパソコン講座
■未経験者向けタブレット体験講座
　9月4・11日（全2回）、9時50分～。
タブレットの基本操作やカメラの
使い方、アプリのダウンロード方
法などを学ぶ。1000円。
■初・中級者向けフォトアルバム
作成講座
　9月6・13日（全2回）、9時50分～。
プレゼンテーション作成ソフトで
アルバムの作り方や写真の加工方
法を学ぶ。1000円。
■未経験者向けパソコン講座
　9月7・14・21・2８日（全4回）、9時50�
分～。基本操作やファイル管理方
法、インターネット、Eメール、セキュ�

リティー対策などを学ぶ。2000円。
■中級者向け表計算講座
　9月7・14・21・2８日（全4回）、
13時10分～。データを効率よく集計
する機能や印刷技術などを学ぶ。
2000円。
　いずれも会場は情報プラザ。各
回120分。定員12人。費用はテキス
ト代他。申電話またはハガキに講
座名、〒住所、氏名、年齢、電話
番号、市外在住の方は勤務先また
は通学先を書き、8月24日（必着）
までに〒243-0021岡田3050情報プ
ラザ☎220-2711へ。抽選。

ポッコリお腹撃退・
カラダスッキリ講座
　①9月27日、14時～15時30分＝
小鮎公民館②10月13日、14時～15
時30分＝森の里公民館。保健師、
栄養士による体がスッキリする生
活習慣病予防の講座。短時間でで
きる「ちょいトレ」プログラムの
体験あり。血管年齢・骨健康度測
定も同時開催。市内在住の40～
64歳15人。無料。申いずれも9月
15日までに健康づくり課☎225-
2201へ。抽選。

フレイルチェック
　9月①21日、10～12時②27日、
10時～11時30分（全2回）。あつぎ
市民交流プラザ。フレイル（加齢
で筋力や心身の活力が低下した状
態）の測定と対策を学ぶ。市内在
住の65歳以上10人。無料。申直接、
電話またはハガキに講座名、〒住
所、氏名、生年月日、電話番号を
書き、８月31日（必着）までに〒�
243-８511介護福祉課☎225-23８８
へ。抽選。

健康運動指導士による未病運動講座
　10月4・12・27日、①9時30分～

２



期日・場所　�10月 3日　小鮎公民館� �
10月11日　保健福祉センター

内容　�睡眠と健康の関係や眠りの改善方法を
保健師が講義。ゲートキーパー養成講
座も同時開催。香り袋作りの体験あり。

対象　市内在住の40～64歳15人
費用　無料

あつぎ
郷土博物館館學藝員のススメ

　開催中の特別展「有孔鍔
つば

付
つき

土
器と人体装飾文の世界」で展示
中の、ミニチュア有孔鍔付土器
を紹介します。
　この土器は、山梨県の釈

しゃ

迦
か

堂
遺跡から出土したもので、大き
さは５㌢にも満たない非常に小
型の土器です。ミニチュア土器
は、縄文時代の遺跡からまれに
出土し、日用品ではなく玩具や
祭
さい

祀
し

など特殊な役割を持つ道具
だと考えられています。ただで
さえレアなミニチュア土器の中
でも有孔鍔付土器は非常に珍し
いものです。よく見ると特徴的

がちですが、じっ
くりと観察してみ
てください。
詳しくは博物館HPに掲載

施設案内▲
問あつぎ郷土博物館☎225-2515

第35回 　博物館の学芸員が、あれ
これを語り倒すコーナー。

な穴や鍔が精巧に表現されてい
るのが分かります。本来は赤く
塗られていたようで、表面や内
部に赤色顔料も残っています。
　小さい史料ですので見落とし

釈迦堂遺跡博物館所蔵・写真提供

珍しい
ミニチュア土器
佐藤　健二

　いずれも14時～15時30分。申 ９月15日までに
健康づくり課☎225-2201へ。抽選。

睡眠力アップ睡眠力アップ
� 基礎講座� 基礎講座

眠れるココロと
カラダの作り方 　市の魅力をみんなで発信・共有する

ハッシュタグ（検索目印）「#niceatsugi」
が付いた写真を使って地図を作ります。�
ぜひ奮って投稿してください。

《対象》投稿者自身が市内で撮影した、
今の厚木の魅力が伝わる写真

※�スタンプや文字入れなどの著しい
加工は不可

※�1人何点でも投稿可
※�被写体の肖像権などは、投稿者が
承諾を得る 問広報課☎225-2040

申アプリ「インスタグラム」で、
9月16日 ま で に ハ ッ シ ュ タ グ

「#niceatsugi」を付け、撮影
場所を記入して投稿。

②10時45分～（各回45分）。保健福
祉センター。健康運動指導士によ
る正しい歩き方、腰痛・膝痛予防
の運動、おなか回りをスッキリさ
せる体操などの助言と実技。市内
在住の20歳以上各回20人。無料。
申9月14日までに健康づくり課☎
225-2203へ。抽選。

下水道排水設備工事責任
技術者試験・更新講習会
　《試験》10月31日、13時30分～
15時30分。川崎市教育文化会館、
カルッツかわさき。6400円《講習
会》11月10・11日の午前・午後の
いずれか希望する日時。サンピアン
かわさき。6400円。申８月15～31
日に下水道総務課で配布する申込
書（講習会対象者には郵送）を、
9月9日（消印有効）までに県下水
道協会指定場所へ。詳しくは協会
HPに掲載。問県下水道協会☎044-
200-2８74。

初・中級テニス教室
　9月15・22・29日、10月6日（全4回）。�
9時30分～11時。南毛利スポーツ
センター。初・中級の方30人。1300円。
申往復ハガキ、Eメールに〒住所、
氏名、電話番号を書き、9月1日（必
着）までに〒243-0035愛甲2-11-
1-509市ファミリーテニス協会・
石川☎247-2941・ hi-ishikawa@
msj.biglobe.ne.jpへ。抽選。

JAあつぎの講座
■ハーブソーセージ作り講習会
　10月21日、①10時～②13時30分
～（各回120分）。ハーブを使った
ソーセージ作り。
■みんなのよい食プロジェクト・
ブロッコリー＆カリフラワー
　10月26日、10～12時。野菜ソム
リエによるブロッコリーとカリフ
ラワーを使った料理の実演・実習。
　いずれもJAあつぎ本所。JAあつ
ぎ組合員、市内・清川村在住の方14
人。1100円（材料費他）。申 8月15日
からJAあつぎ☎221-6881へ。先着順。

人とペットの防災セミナー
　9月25日、13時30分～15時30分。
海老名市役所。災害時にペットと

避難するための講演。犬猫の飼い主
や動物防災に関心がある方100人。
申８月15日～9月10日に厚木保健福
祉事務所☎224-1111へ。先着順。

スポーツ協会の教室
■初・中級テニス教室 
　9月2・7・9・14・16・21日（全6回）、�
19時～20時45分。南毛利スポーツ
センター。市内在住在勤在学の方
50人（小・中学生を除く）。3000円。
◆少林寺拳法教室
　9月10・17日（全2回）、9時30分
～11時30分。南毛利スポーツセン
ター。市内在住在勤在学の小学生
以上20人。無料。
◆なぎなた体験教室 
　9月11日、10～12時。東町スポー
ツセンター。市内在住在勤在学の
小学生以上20人。無料。
■ゲートボール教室
　9月13・14日（全2回）、9時30分
～11時30分。金田ゲートボール場。
市内在住在勤在学の方10人（児童・
生徒は除く）。無料。
◆初・中級卓球教室 
　9月13・15・20・22・27日（全5
回）、1８時30分～20時30分。南毛
利スポーツセンター。市内在住在
勤在学の小学生以上40人。2000円。
■初心者弓道教室
　9月17・24日、10月８・15・22・29
日（全6回）。9時30分～12時30分。
東町スポーツセンター。市内在住在
勤在学の中学生以上20人。3000円。
▲幼児運動アカデミー（2学期）
　10月7・14・21・2８日、11月4・
11・1８・25日、12月2・9日（全10
回）。16時30分～17時30分。南毛
利スポーツセンター。跳び箱や柔
軟体操などで運動能力を高める。
市内在住の5・6歳12人（小学生は
除く）。各回500円。
●小学生トレーニングアカデミー

（2学期）
　10月7・14・21・2８日、11月4・11・
1８・25日、12月2・9日（全10回）。17
時50分～1８時50分。南毛利スポー
ツセンター。運動能力を高めるト
レーニング講習会。市内在住在学
の小学3～6年生15人。各回500円。
　いずれも■◆は基礎技術の講習。�
申ハガキ、ファクス、Eメールに教

室名、〒住所、氏名（ふりがな）、
年齢、電話番号、◆●は学年を書
き、8月25日（必着）までに〒243-
003９温水西1-27-1スポーツ協会☎
247-7212・ 248-7151・ info@
atsugi-sports.comへ。抽選。

宅建協会合同無料相談会
　9月10日、10～16時。宅建協会
県央支部。専門家による法律や税
金、不動産取引などの相談。無料。
申9月9日までに宅建協会県央支部
☎224-6561へ。

子育て
親子ふれあい遊び
■2歳児
　9月9日。市内在住の2歳児と保護
者15組。
◆1歳児
　9月2８日。市内在住の1歳児と保
護者15組。
●7カ月～歩き始めの子ども
　9月30日。市内在住の生後7カ月

～歩き始めの子どもと保護者10組
（既受講者を除く）。
　いずれも10時30分～11時20分。
あつぎ市民交流プラザ。親子で触れ
合い遊びを楽しむ。無料。申９月■2
日◆20日●22日までに子育て支援
センター☎225-2９22へ。抽選。

ベビーマッサージ
　9月①2日②16日、10時30分～11
時30分。あつぎ市民交流プラザ。
オイルを使ったマッサージで赤
ちゃんとの関わり方を学ぶ。市内
在住の生後1～6カ月の赤ちゃんと
保護者10組（既受講者を除く）。
300円（オイル代）。申①８月17～
26日②８月31日～9月9日に子育て
支援センター☎225-2922へ。抽選。

一緒に伸ばす赤ちゃんの発達
　9月20日、10時～11時30分。保健
福祉センター。理学療法士による
講義と子どもの発達を促す体を
使った遊び。市内在住の7カ月～
歩く前の子どもと保護者10組。無
料。申８月15日から健康づくり課
☎225-2597へ。先着順。

《「子育て」は4面に続きます》

良質な睡眠で毎日を元気に みんなで作る

マップ
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子育てリフレッシュ講座
　9月28日、10～12時。厚木ガスリ
セ。ハロウィーンのケーキ作り教
室。市内在住で未就学児の保護者
15人（託児あり。3カ月以上の子
ども15人。9月14日までに要予約）。
500円。申電話または子育て支援
センター、市HPにある申込書を、
郵送、ファクスで9月1日から〒243-	
8511子育て支援センター☎225-
2922・ 223-1684へ。先着順。

離乳食マスターセミナー
（カミカミ教室）
　9月29日、①9時30分～②11時～
（各回60分）。保健福祉センター。管
理栄養士から離乳食を学ぶ。市内
在住で9～11カ月児の乳児と保護
者各回10人。無料。申8月15日から	
健康づくり課☎225-2597へ。先着順。

募　集
市住宅運営審議会の委員
　市営住宅の供給計画や建設の審
議をする委員を募集します。
　《対象》①市内在住在勤在学で
応募日現在18歳以上②平日昼間の
会議（年2回程度）に出席できる
③他の審議会などの委員でない④
本市の職員・議員でない―の全て
を満たす方2人《任期》11月1日～
（2年間）《報酬》日額7800円（交

通費含む）。申住宅課や市HPにあ
る申込書を、直接または郵送、ファ
クス、Eメールで9月15日（消印
有効）までに〒243-8511住宅課☎
225-2346･ 224-0621・ 5550＠city.	
atsugi.kanagawa.jpへ。

公募「厚展」の作品
　9月22日～10月2日に文化会館で
開催する公募「厚展」の出品絵画
作品を募集します。
　《出品料》①大作＝2点まで5000
円②小作＝1点まで4000円（いずれ
も30歳以下は半額）。詳細は市HP、	
文化生涯学習課にあるチラシに掲	
載。問厚展事務局・神崎☎288-1426。

　 お知らせ
納税コールセンターを
9月1日に開設
　市県民税や固定資産税（都市計
画税・償却資産税）、軽自動車税
の納付を忘れた方や期限を過ぎて
も納付の確認が取れない方に、オ
ペレーターが電話で呼び掛けま
す。ATM操作や指定口座への振
り込み指示、自宅訪問はしません。
詳細は市HPに掲載。問収納課☎
225-2021。

年末年始のテニスコート利用
　市内4カ所のテニスコートが利
用できます。

止）。本厚木駅周辺のごみを拾う。
参加者には、まちのコイン「アユ
モ」を進呈。申当日直接セーフティ
ステーション番屋へ。問商業にぎ
わい課☎225-2840。

建築物防災週間（8月30日～9月5日）
木造住宅耐震診断無料相談会
　8月30日～9月5日の平日、10～
17時。建築指導課。1981年以前に
完成した在来軸組工法の木造住宅
に住む方の相談。申希望日の前日
までに建築指導課☎225-2434へ。

8月は電気使用安全月間
　電気は正しく安全に利用しま
しょう。問環境政策課☎225-2749。

市有地の売却
　《物件》船子字長ケ町171番20・
21（156.22平方㍍）。申8月17～30日
に申し込み。詳しくは市HPに掲
載。問財産管理課☎225-2089。

保健福祉センターの工事
に伴う利用制限
　《期間》2023年2月14日まで《利
用停止》1階＝ホール、6階＝全フロ
ア《利用制限》2階＝12月24日～
23年1月12日は健康づくり課窓口
が3階に移設、出入口は通行不可。
問健康長寿推進課☎225-2525。

あつぎ地区看護職合同就
職相談会
　9月11日、12時30分～15時30分。

　《期間》12月29日～2023年1月3
日《時間》9～17時《場所》厚木・
若宮公園・荻野運動公園・南毛利
スポーツセンター。申9月1日～公
共施設予約システムで申し込み。
抽選。問行政経営課☎225-2099。

屋上緑化整備の費用を補助
　都市空間の緑化を進め、生活環
境の向上やヒートアイランド現象
の緩和、大気汚染の低減などを進
めるため、屋上緑化整備の費用を
補助します。
　《対象》市内の建築物の屋上な
どを3平方㍍以上緑化《金額》①1
平方㍍2万5000円②対象経費の2分
の1―のいずれか少ない額（上限
50万円）。申着工前に公園緑地課
☎225-2412へ。	

歯と歯ぐきの健康相談
　9月15日、9時30分～11時30分。保
健福祉センター。歯科衛生士が歯
磨きや口の悩みに答える。参加者
には歯間ブラシとデンタルフロス
をプレゼント。無料。申当日直接会
場へ。問健康づくり課☎225-2201。

厚木青少年音楽コンクール
の入賞者が決定
　ピアノ、バイオリン、声楽のコ
ンクールを無観客で開催しました。
　《市長賞》内田愛（三田小6年）

《教育長賞》吉安実來（愛甲小4年）
佐藤美優（南毛利中2年）。その他
の入賞者は市HPに掲載。問文化
生涯学習課☎225-2508。

還付金詐欺に注意
　市職員を名乗り、医療費や税金
の還付のためATMへ誘導し、現
金を送金させる「還付金詐欺」が
急増しています。市職員は還付金
の手続きでATMへは誘導しませ
ん。電話での還付金やATMなど
の言葉には注意しましょう。留守
番電話の設定や迷惑電話防止機能
付き電話機を設置するなどで詐欺
被害を防ぎましょう。問セーフコ	
ミュニティくらし安全課☎225-2148。

にぎわい美化清掃
　金曜、15時～15時30分（雨天中

会　場 日　程 催し名

あつぎ
アートギャラリー
（�アミューあつぎ5階
あつぎ市民交流プラザ）

9月7～13日 フォト彩遊第8回写真展

9月15～19日 C
チ ャ ン キ ー

hunky�N
ナ ッ ツ

utsのアートギャラリー
展（油絵他）

9月21～27日
写真同好会ストロボ第11回作品展
示会
ちずパッチワーク個展（布作品）

9月29日～10月3日 シャドーボックスTAEKO作品展
vol.5

9月29日～10月4日 キルトde音布第4回合同作品展（タ
ペストリー他）

ロードギャラリー
（厚木地下道） 9月16日～10月19日 陶芸愛好会作品展

問あつぎ市民交流プラザ
☎225-2510

9月の

移動図書館

わかあゆ号 問中央図書館☎223-0033

貸し出しは１人10冊まで。
雨天中止。9月

6・20日
ｴスﾃスクｴア本厚木
勝見公園
緑ｹ丘北公園

13:30～14:00
14:30～15:00
15:30～16:00

7 ・ 21日
たちばな幼稚園前
そりだ公園
妻田東児童館

13:15～13:45
14:15～15:00
15:30～16:00

8・22日
くすのき公園
山際公園
西ﾉ久保公園

13:30～14:00
14:30～15:00
15:30～16:00

9日
宮の里公園
下戸田菅原神社
上戸田児童館

10:30～11:30
14:00～14:45
15:15～16:00

13・27日
まつかげ台中公園
大谷公園
鳶尾児童館

13:30～14:00
14:15～15:00
15:30～16:00

14・28日
愛名第二公園
愛甲宮前公園
愛甲児童館

13:30～14:10
14:45～15:15
15:30～16:00

1・15・29日 長谷公園
毛利台児童館

14:30～15:10
15:30～16:00

2・16・30日
子合児童遊園
本厚木スｶｲﾊｲツ
山際児童館

10:30～11:30
14:00～14:45
15:30～16:00

1日 森の里・戸室・厚木ガスリセ 14日 宮の里

2日 古松台 15日 愛甲原・上落合

5日 荻野 16日 妻田東・七沢

6日 中依知 20日 荻野新宿

7日 上依知・妻田 21日 下古沢・温水恩名

8日 飯山中部・及川 22日 山際・緑ｹ丘・金田

9日 鳶尾・上荻野 26日 浅間山

12日 中戸田 27日 毛利台・吾妻町

13日 三田・まつかげ台 28日 下川入・上戸田

　厚木ガスリセ以外は全て児童館。保護者・子ども同士
の交流と子育て相談の場。小学校就学前の子どもと保護
者。
　《時間》10時15分～11時45分。申当日直接会場へ。

子育てサロン移動

問子育て支援センター☎225-2922
9月

　鑑賞料、上映時間などの詳細は、直接劇場へ。
問あつぎのえいがかん kiki☎240-0600

メイド・イン・バングラ
デシュ 8月13日～9月2日

ベイビー・ブローカー 8月20日～9月9日
リフレクション

8月21日～9月2日
アトランティス
バッドマン 史上最低の
スーパーヒーロー 8月27日～9月9日
キャメラを止めるな！
わたしは最悪。 8月27日～9月16日
ボイリング・ポイント／
沸騰

9月3～16日海上48hours－悪夢のバ
カンス
神々の山嶺
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あつぎ市民交流プラザ。厚木地区
の病院による就職説明会と市内の
看護学校による相談コーナー
（キッズスペース有り）。看護職を
目指す・就職したい方、子育てや
休職中で職場復帰を考えている
方。申当日直接会場へ。問厚木地
区看護部長会☎284-2121。

厚木産のナシ・ブドウを販売
　市内の農家が栽培し旬を迎える
ナシ・ブドウを、JAあつぎ農産
物直売所「夢未市」などで販売し
ています。詳しくはJAあつぎHP
に掲載。問JAあつぎ☎221-2273。

国民年金保険料の納付は
口座振替で
　納め忘れがない口座振替が便利
です。早割制度や6カ月前納など
の割引あり。申年金手帳と預金通
帳、金融機関届出印を持ち、厚木
年金事務所または金融機関へ。10
月分からの6カ月前納の申し込み
は、8月31日まで。問厚木年金事務
所☎223-7171。

建設業退職金共済制度
　事業主が労働者の働いた日数に
応じて掛け金を払い、労働者が退
職したときに建退共から退職金を
支払う制度です。
　《加入できる方》建設業を営む
方《対象》建設業の現場で働く方

《掛け金》日額320円。詳しくは建
退共HPに掲載。問建設業退職金
共済事業神奈川県支部☎045-201-
8454。

問企画政策課☎225-2450

《実施期間》《実施期間》11月～2023年3月11月～2023年3月

《テーマ》地域の魅力
《部門》①ひと②自然③景観④自由⑤中学生以下
《応募点数》一人3作品まで　
《対象》市内在住の方

申市HPで市HPで申し込み方法や注意事項などを確申し込み方法や注意事項などを確
認し、9月14日までに企画政策課へ。選考あり。認し、9月14日までに企画政策課へ。選考あり。

申Eメールに氏名、タイトル、撮影場所、写真のエピソード、部門を書き、
写真（20メガバイト以下）を添え10月14日までにEメールでTobioギャ
ラリー写真まつり係 tobioproject@yahoo.co.jpへ。

活気あふれる空間に活気あふれる空間に

地下道活性化提案事業を募集地下道活性化提案事業を募集

　本厚木駅前東口地下道がにぎわいあふれる歩行空間になる　本厚木駅前東口地下道がにぎわいあふれる歩行空間になる
よう、事業の実施を希望する団体を募集します。よう、事業の実施を希望する団体を募集します。

　11月1日からTobioギャラリー（鳶尾
団地内）で開催する写真まつりの作品を
募集します。
	 問市民協働推進課☎225-2141

■市内の空き家の現状
　市では1年以上居住などに使われていない一戸建て住宅
の空き家の実態調査をしています。2016年度の調査は755
戸、21年度の調査は844戸で年々増加していて、中には管
理不全の空き家も確認しています。管理不全になると問題
の解決が難しくなるため空き家にさせない予防が重要です。

　少子高齢化や核家族化による世帯構成の変化や人口減少などで空
き家は年々増加しています。自宅が空き家にならないように、今か
ら対策に取り組みましょう。　　	 問住宅課☎225-2330

将来を考えて
今から始める　空き家対策

将来、誰が家を引き継ぐか、家族
間で話し合う

■空き家にしないために

住まいの将来を
家族と相談

作品募集

TT
と び おと び お

obioobioギャラリーギャラリー
� 写真まつり� 写真まつり

市立病院の受診には紹介状をお持ちください
　かかりつけ医などからの紹介状には、患者さんの病名や症状、
検査データなどが書かれています。医師が患者さんの状態を把握
し、適切な医療行為をするためにも紹介状をお持ちください。

かかりつけ医を持ちましょう
　かかりつけ医は、気軽に相談できる地域の身近な医師です。専
門的な診療が必要になったときに市立病院などの総合病院へつな
ぐ役割も担います。誰もが適切な診療を受けられるよう、かかり
つけ医を持ちましょう。

《変更日》　10月1日
《変更内容》

問医事課☎221-1570

区　分 変更前 変更後
紹介状を持たない方の初診 5500円 7700円
他の医療機関へ紹介した方の再診 2750円 3300円

適正な空き家の管理を
市空家等対策協議会　
委員　松下　啓一　さん（71）

現在の不動産登記を確認し、
不動産情報を整理する

不動産登記の
情報整理

登記簿

空き家になる前に、あらかじめ
家財などの持ち物を整理する

家財の整理

市立病院からのお知らせ市立病院からのお知らせ
紹介状がないときの金額が変わります紹介状がないときの金額が変わります

みみ んん ななの で
つくる
声声

ままちち
《意見交換会》
■カーボンニュートラルロード
マップ策定・地球温暖化対策実行
計画改定
　8月26日、19～20時。市役所本庁
舎。申電話またはファクス、Eメー
ルに意見交換会名、〒住所、氏名
（ふりがな）、電話番号を書き、8
月24日（必着）までに環境政策課
☎225-2749・ 223-1668・ 3100
＠city.atsugi.kanagawa.jpへ。

　国の制度改正に伴い、市立病院を　国の制度改正に伴い、市立病院を
受診するときに、他の医療機関から受診するときに、他の医療機関から
の紹介状を持たない方が負担する選の紹介状を持たない方が負担する選
定療養費を変更します。定療養費を変更します。

詳しくはこちら詳しくはこちら

　日本では、人口減少などの
影響で空き家が増えていま
す。空き家は、倒壊の危険性に加えて放火
などの犯罪の発生や公衆衛生の悪化など、
周辺の住環境にも影響します。
　空き家にならない方法、空き家になった
ときの管理方法などを家族内で事前に話し
合うことが大切です。その他にも、近所の方
と日頃からコミュニケーションをとってお
くと、空き家になった際に相談ができるな
どのメリットもあります。将来を考えて、
事前に対策を進めましょう。

《老朽空き家解体工事補助金》
　空き家を放置すると近隣に悪影響
を及ぼすため、解体費用の一部を補
助します。対象や申し
込み方法などは、市
HPに掲載しています。

詳しくはこちら詳しくはこちら
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■対　象　❶60歳以上
　　　　　❷基礎疾患がある18～59歳※1
　　　　　❸�感染症の重症化リスクが高いと医師が

認めた18～59歳
　　　　　❹�18～59歳の医療・高齢者施設などの従

事者

■接種券の発送
　❶３回目接種から5カ月前後で送付（申請不要）
　�❷❸�かかりつけ医と相談し、接種する場合は市HP

や相談窓口☎225-2792から申し込み
　❹市HPや相談窓口☎225-2792から申し込み

《申請期間》3回目接種が5月完了の方＝9月10日まで

ワクチン接種情報
接種を希望する方は、予約を
お願いします。

《場所》老人福祉センター寿荘
《ワクチン》モデルナ
《予約方法》
■電話予約
　申8時30分～17時15分までにコールセンター☎0570-054-666へ。
　※手元に接種券を用意しておかけください。

■インターネット予約
　①予約ページにアクセス
　�　市HPのトップページ
または右の
二次元コー
ドから予約
サイトへ

　②ログイン・日時選択　
　�　接種券番号（10桁）と
接種する方の生年月日を
入力。氏名、電話番号な
どを入力して予約完了

新型コロナウイルス関連情報

問市新型コロナウイルスワクチン接種
コールセンター☎0570-054-666

4回目接種
の詳細

❷�❸の申請

※1�基礎疾患は、次のいずれかに該当する
方を指す。

1　次に該当し、通院または入院している
（1）呼吸器・心臓（高血圧を含む）・腎臓・
肝臓（肝硬変など）の慢性の病気
（2）糖尿病でインスリンや飲み薬で治療
中または他の病気を併発している
（3）血液の病気（鉄欠乏性貧血を除く）
（4）免疫の機能が低下する病気（治療中
の悪性腫瘍を含む）
（5）ステロイドなど、免疫の機能を低下

させる治療を受けている
（6）免疫の異常に伴う神経疾患や神経筋
疾患
（7）神経・神経筋疾患が原因で身体の機
能が衰えた状態
（8）染色体異常
（9）重症心身障害
（10）睡眠時無呼吸症候群
（11）重い精神疾患や知的障害
2　BMI30以上の方
BMI＝体重（㌔㌘）÷身長（㍍）÷身長（㍍）▶集団接種

４回目接種

《日　　時》8月26・27日�
《場　　所》老人福祉センター寿荘
《ワクチン》ファイザー
《対　　象》12歳以上の方
※�18歳以上の3回目接種は施設休館日を除く毎日受け
付け（モデルナ）
◆予約なし接種（３回目接種のみ）
申接種券、本人確認書類を持ち受付終了1時間前までに
　直接会場へ。

３回目接種の
詳細はこちら

３回目接種

❹の申請

《場所》市内医療機関（詳しくは市HPに掲載）
《ワクチン》ファイザーまたはモデルナ
《予約方法》実施医療機関で異なる

▶個別接種

実施医療機関

●本会議予定日（9時～）
9月1日……議案など質疑
9月7 ・ 8 ・ 9日……一般質問
10月6日……�委員長報告･討論･採決
●常任委員会 ・分科会予定日（9時～）
9月1日、 10月5日……予算決算
9月14 ・ 22日……総務企画
9月15 ・ 26日……市民福祉
9月16 ・ 27日……環境教育
9月20 ・ 28日……都市経済
■広報広聴特別委員会
10月6日（本会議などの終了後）

問議会総務課☎225-2700

市 議 会 9月定例会議

　妊娠の仕組みや不妊の
ことなどの話を聞いてみ
ませんか。

《日時》10月1日　10時～11時30分
《場所》保健福祉センター
《内容》産婦人科医による講義。個別相談あり
《対象》妊娠を望んでいる男女10組
《費用》無料
申9月26日までに健康づくり課へ。抽選。

問健康づくり課☎225-2597

妊娠・女性の
こころとからだ

赤ちゃんが欲しくなったら

問■介護福祉課☎225-2220
　●救急救命課☎223-9365

■救急医療情報セット
《配布場所》�介護福祉課や障がい福祉課、公民館�

など
●救急安心カード
《配布場所》�救急救命課や介護福祉課、障がい福祉

課、各消防署、公民館など
《内容》�いずれもかかりつけ医療機関や病名、服薬

の内容、緊急連絡先などを記入し、■は自
宅で保管、●は携帯

もしもの時の備えを

　救急搬送時に救急隊や医療従事者に自分の医療
情報を知らせるカードなどを活用しましょう。

救急医療情報セット ・救急医療情報セット ・
救急安心カード救急安心カードをを配布配布

詳細はこちら

■ノババックスワクチン（武田社製）の接種
《場所》市内6カ所の医療機関（市HPに掲載）
《対象》❶�18歳以上で1～3回目接種の方（3回目は2

回目接種完了から6カ月経過後）
　　　　❷12～17歳で1・2回接種の方

■4回目接種会場までのタクシー費用の一部を助成
《対　象》自宅から接種会場までの移動が困難な方
《助成額》1人500円分
　　　　　（接種のための移動以外には利用不可）
申接種券が届いたら市HPまたは相談窓口で申し込み。
4回目の接種券に同封してある場合は申請不要。
問市新型コロナウイルスワクチン接種相談窓口☎225-
2792（8時30分～17時15分）。

タクシー券
申請

新規

新規

※情報は8月1日時点
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感染再拡大中

感染を防ぐ対策を
　新型コロナウイルスの感染が再拡大し
ています。感染を防ぐには一人一人の基
本的な予防が大切です。

問健康長寿推進課☎225-2174

・�人と会う時は十分な距離を保つ
・�混雑している場所や時間を避ける
・�オンラインの利用や時差出勤など
を実施
・�屋外でも密接、密集を避ける
・�体調に異変を感じる場合は外出を
控える

　換気の悪い密閉空間での感染が確認されています。気温が高い今の季節は、
エアコンを使用中でも小まめに部屋の空気を入れ換えましょう。

・�室温28℃以下を保ち、5～15㌢を目安に2カ所の窓
を常時開放する。常時開放が難しい場合は、30分
に1回を目安に、数分間窓を全開にして換気する

・�換気扇や扇風機を併用する
・�トイレや浴室の換気扇は常時運転する
・�窓開けによる換気は、対角線上にあるドアや窓を
2カ所開放すると効果的。窓が1つしかない場合は、
扇風機などを窓の外に向けて運転する

・�換気後はエアコンの温度を再設定する

《会話時は必ず着用》
・鼻出し・顎

あご

マスクはしない
・隙間なく着けるなど正しく使う
・ワクチン接種済みでも着用を徹底

《３密の回避》
・�密接、密集、密閉の一つの密でも避ける
・人と人との距離は十分にとる
・定期的に換気をする

《手洗い・消毒は小まめに》
・�指先や爪・指の間、手首も忘れずに洗う
・�共用物に触った後や食事の前後、公共交通
機関の利用後などは必ず実施

・�パーテーションの設置や換気などの
感染対策を徹底し、ガイドラインを
守った店舗を利用

・��できるだけ少人数・短時間で、大声
で会話しない

・�飲食以外はマスクを着用
・�屋外でも密接・密集を避ける
・�テークアウトやデリバリーを積極的に活用

■市内の新規陽性者数（月別）■適切な換気で感染・熱中症を防ぐ

◇人との接触を減らす

◆マスクの着用

《ポイント》

◆ゼロ密を心掛ける

◆手洗い ・手指消毒を徹底

◇飲食の場面に注意

3月 4月 5月 6月

3639人

2256人

1111人
417人

7月

4226人

新型コロナウイルス感染症の
情報は市HPに掲載

引き続き基本的な感染予防策の徹底を

前月と比較して
約10倍

　魅力あふれる厚木の写真を
　市内の景観や魅力などの写真を募集する
広報写真コンクールが開催されているという
ことで、広報課の方に話を聞いてきました。
今年で開催50周年を迎えるこのコンクール。
募集作品テーマは「みんなに伝えたい　住み
たいまち厚木」です。今回は一般・インスタ
グラム部門に加え、50周年記念部門も設けら
れ、自分に合った部門を選んで作品を応募で

きます。インスタグラム部門と50周年記念部
門は、市公式インスタグラム（atsugi_city）を
フォローしてハッシュタグを付け投稿するだ
けでエントリーできるので、スマートフォンで
撮影した写真でも簡単に応募できます。
　1年を通して豊かな自然が楽しめる厚木。今
年はイベントも再開し始めているので、その
様子などを撮影するのも楽しみの一つです
ね。私も「行ってみたい」「住んでみたい」と
思えるような
厚木の良さ
を探してみよ
うかなと思い
ます。皆さん
もぜひエント
リーしてみて
ください。

市民リポ
ーター

市民リポ
ーターがが

活動活動をを紹
介紹介

審査結果発表は2023年2月下旬を予定

◆アカンサス　第1・3日曜、10～16時。玉川公民館。
東京芸術大学の指導者から風景・静物画などを楽
しく学ぶ。月会費3000円。問貞方☎080-6571-3394。
◆韓国語初心者講座　10月2・9・16・30日（全4回）、
9時30分～11時30分。厚木南公民館。韓国語を学ぶ。
2000円（教材費他）。申9月16日までにEメールで
chie_mat@hotmail.comへ。問松村☎090-5210-3724。
◆都

と

久
く

之
の

輔
すけ

の舞体操　第2・4水曜、13～15時。老人
福祉センター寿荘。舞から生まれた楽しい健康体操。
1回500円。問山田☎090-7834-5633。
◆フラダンス「カマアイナ・チームL

ル ア ハ カ

uahaka」水曜
（月3回）、20時15分～21時15分。市民交流プラザ。女
性の方。子ども連れ可、初心者歓迎。無料体験あり。
月会費3500円（会場・講師代他）。問伊藤☎248-2650。

伝言板
サークルの情報など
を紹介。

市民リポーター
白貝　眞理子さん（厚木町）

音
　
声
　
案
　
内

経営相談

マスク飲食実施店認証制度相談

L
ラ イ ン

INEコロナお知らせシステム、その他

発熱や咳などの症状のある方、感染の不安のある
方、健康･医療、診療できる医療機関の案内、コロナ
接触確認アプリC

コ コ ア

OCOA・濃厚接触者のことなど

協力金第17・18弾に関すること、第9～18弾
までの再度の申請受付のこと

1

2

8

3
4

新型コロナウイルス
感染症専用ダイヤル

1全日（24時間）

0570-056-774
045-285-0536☎

2348
　平日（9〜17時）
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児童虐待
Ｄ Ｖ

月～金曜、９～17時
DV相談は女性専用

家庭相談課
☎221-0181・0182

7階
市
役
所
第
２
庁
舎

女性一般 月～金曜、10～17時
生き方や家庭、職場の悩みなど 女性のための

相談室
☎221-0123女性法律 第3金曜（祝日の場合は第2金曜）、

13～16時 要予約

教 育 月～金曜、９～17時（火曜は20時） 要予約
子どもの教育※電話・Ｅメールでの相談可

青少年教育相談センター
☎221-8080 6階

ボランティア 第3金曜、13～16時 市民協働推進課
☎225-2141 3階

生 活 困 窮
からの自立 月～金曜、９～17時 福祉総務課

☎225-28９5 1階

成年後見 第2・3水曜、13～16時 要予約 司法書士
第3木曜、13～14時 要予約 弁護士 権利擁護支援センター

☎225-2９3９ 4階
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

終 活 第2・3火曜、13～15時 要予約 司法書士

生活習慣病
予 防

９月20日、９時15分～11時20分　要予約
９月30日、13時15分～15時20分　要予約

健康づくり課
☎225-2201

3階

自殺予防
９月1日、９～12時 要予約（前日まで）
９月12日、13～16時 要予約（前日まで）
臨床心理士による「いのちのサポート相談」 2階

健 康 月～金曜、９～17時

子 育 て 8時30分～17時15分 子育て支援センター
☎225-2９22 8階 あ

つ
ぎ
市
民
交
流
プ
ラ
ザ

（
ア
ミ
ュ
ー
あ
つ
ぎ
）

就 労 月～土曜、10～17時 要予約
15～4９歳のニートや引きこもりの方の就労

若者サポートステーション
☎2９7-3067 7階

勤労者のための
法律相談（夜間）

第4金曜、17時20分～20時 要予約
労働条件、賃金不払い、解雇、生活のトラブルなど 産業振興課

☎225-2585 5階
働く人の
心の悩み 偶数月の第4水曜、18時～20時50分 要予約

歯と口の
健康相談 月～金曜、９～17時 厚木歯科医師会

☎221-8733

地 域 の
困りごと

月～土曜、8時30分～17時15分（土曜は12時
まで）家族の介護や健康の悩み、地域の高
齢者の相談など

各地区の地域包括支援センター
（地域包括ケア推進課

☎225-2224に確認）

高 齢 者
介 護

月～金曜（水曜除く）、９～17時
高齢者の生活・介護全般

介護福祉課
☎225-2220

2階

市
役
所
本
庁
舎

一 人 親
家 庭 等

月～金曜、8時30分～17時
一人親家庭などが抱える悩みや自立に
関する相談など

子育て給付課
☎225-2241

税 務 ９月5日、13～16時
要予約（前週から受け付け。先着6人）

市民協働推進課
☎225-2100
（人権相談は
☎225-2215）

総
合
相
談
コ
ー
ナ
ー（
１
階
）

登 記 ９月12日、13～16時

法 律 火曜、第2～4水曜、10～16時
要予約（前週から受け付け。先着９人）

司 法 書
士 法 律

8月22日、13～16時
要予約（前週から受け付け。先着6人）

交通事故 8月1９・26日、９月９日。13～16時
行 政 8月25日、９月8日。13～16時

外 国 人 木曜、13～16時
ポルトガル語・スペイン語・英語

不 動 産 ９月1日、13～16時
公 証 人 8月1９日、９月2日。13～15時
行政書士 ９月5日、13～16時
人 権 第1～4水曜、13～16時 
特定開発
事業紛争

金曜、９～16時 要予約
特定開発事業に関する紛争など

都市計画課
☎225-2401

マンション
管 理

第3水曜、13～16時 要予約（7日前まで）
管理組合の運営、長期修繕計画など

住宅課
☎225-2330

精神保健・
認知症相談

月3回程度実施 要予約 心の病気、アルコー
ル・薬物などの依存症、認知症の相談

厚木保健
福祉事務所
☎224-1111

厚木保健
福祉事務所

専 門 的
栄養相談

９時30分～16時 要予約  難病・合併症の方やそ
の家族への食事相談

療育歯科
相 談

月2回程度（火・水曜）。９～12時、13時30分～16時
要予約 病気や障がい、発達の遅れなどがあ
る3歳未満児

エイズ・梅毒の
検査・相談

月2回程度実施（木曜）要予約
相談は匿名可能で随時受け付け

消費生活 月～金曜、９時30分～16時
契約などのトラブルや悪質商法など 消費生活

センター
☎2９4-5800

厚木商工
会議所
（4階）多重債務 第1水曜（祝日の場合は第2水曜）、13～16時 

要予約  

※ 感染症の拡大を防ぐため、中止になる場合があります。
事前に問い合わせてください。

※　　　以外は当日直接会場へ。先着順。
相談無

料 ２４時間年中無休 ◎�発信者番号は通知設定でおかけください
あつぎ健康相談ダイヤル２４ 0120-31-4156

医療機関を受診する前に電話で相談を
相談（健康・医療・介護・育児）・医療機関情報

さわやか1番 よ　　い　 ここ　 ろ

あああああ つつつつつ ぎぎぎぎぎ びびびびび ととととと

今年７月のコンテストで「2022 Miss SAKE JAPAN」
に選ばれた磯部さん

日本の魅力を海外に届けたい
経営コンサルタント

磯部 里紗さん（27・林）
　「日本の魅力を海外に伝えたい」。その夢をか
なえるため、日本企業の海外進出を支える経営
コンサルタントとして働いています。そんな中、
友人の紹介で応募した「2022 M

ミス
iss S

サケ
AKE」コ

ンテストで、グランプリに選ばれました。とて
も驚きましたが、日本酒などの魅力を国内外に
発信するという夢にもつながる活動として、仕
事と両立する日々を送っています。
　日本と海外をつなぐことに興味を持ったの
は、学生の頃のフランス留学がきっかけです。
初めは外の世界を見て語学を学びたいというの
が目的でした。親元を離れてホームシックにも
なりましたが、海外で過ごすうちに、日本食の
繊細で優しい味付けや多彩な食材を用いる魅力

に改めて気付き、海外でも認められていること
を知りました。そして次第にもっと多くの人に
伝えたいと思うようになっていきました。
　コンテスト中の研修では、お酒の他にも料理
や着付け、髪結いなどの文化も学びました。今
も活動の中で多くの人と出会い、新しいことを
知る機会を頂いてい
ます。Miss SAKEと
しての活動は１年間
です。この貴重な経
験を生かして、たく
さんの人に日本の魅
力が届けられたらと
思っています。

フランスの企業に所属し国内外
で業務をこなす

要予約


