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みんなで川をきれいにしよう
県央相模川サミット県央相模川サミット六市町村合同六市町村合同

日時　�5月22日　7時30分～8時30分� �
※荒天中止。当日6時15分ごろ市HPでお知らせ

場所　相模川三川合流点、 旭町スポーツ広場
申当日直接会場へ。

　近隣の５市町村（相模原・海老名・座間市、愛川町、清川村）
と協力し、私たちの手で美しい相模川を守りましょう。
� 問河川ふれあい課☎225-2381

2019年の活動の様子2019年の活動の様子
来場の際は公共交通機関を利用して来場の際は公共交通機関を利用して
ください。ください。
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　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。

催 し

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」
　5月21日、6月18日。13時30分～
14時10分。日本語字幕とナレーショ
ン付きの番組。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。先着順。
■プラネタリウム特別番組
「銀河クルージング」
　5月22日、13時30分～14時10分。
双眼鏡を使い銀河や星団を見る。
定員90人。大人200円（中学生以
下50円）。申当日9時から観覧券を
販売。先着順。
■コスモシアター・
夏のプラネタリウム番組
　6月4日～8月31日。毎日＝15時～
「ハナビリウム・花火って、なんであ
るの？」土・日曜、祝日、夏休み（7
月21日～8月31日）＝10時～「土曜：
きらきらタイム」「土曜以外：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」、11時30分～「地球ミュージ
アム」、13時30分～「ハローキティ�
トゥインクル☆ムーンライト」。各回
45分。番組前半は夏の星座解説（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。先着順。
■ミニ工作教室
「七夕星形モビール」
　6月12日、①13時30分～②14時30
分～（各回30分）。紙を使って七夕の
飾りを作る。定員24人。無料。申当
日9時から電話で受け付け。先着順。
■土曜科学実験室
「火薬を使わない花火を作ろう」
　6月25日、13時30分～15時30分。
線香花火を作る。小学生以上24人
（付き添いの方も要予約）。無料。
申6月4日から申し込み。抽選。

■天体望遠鏡工作教室
　8月6日、16時～20時30分。天体
望遠鏡を作り夏の星空を観察。小
学生と大人（家族など）45人。望
遠鏡1台3000円。申6月1日から申
し込み。抽選。
■昼寝タリウム
　木曜（6月2日を除く）、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。先着順。
　いずれも会場、問い合わせは子
ども科学館☎221-4152。

《「催し」は2面に続きます》

問危機管理課☎225-2190

全国瞬時警報システム（J
ジェイ

-アラート）
全国一斉情報伝達試験

　J-アラートの確認のため、防災
行政無線で試験放送を実施します。

日時　5月18日　11時
気象状況により中止の場合あり。

編 集・ 発 行 ／ 厚 木 市 広 報 課
〒243-8511　神奈川県厚木市中町 3-17-17
TEL.046-223-1511㈹　FAX.046-223-9951
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イベント情報や街の話題などを紹介

他にもツイッターやインスタグラムなど、さまざま
なソーシャルメディアで情報を発信中

広報テレビ・ラジオ番組
AIC「あつぎ元気Wave」
①12時～②19時 30分～③22時 45分～
（各15分）

ケーブル
テレビ

tvkデータ放送
テレビリモコンのdボタンを押して、厚木市
の一押し情報をチェック

tvk「猫のひたいほどワイド」
毎月第1・3月曜、13時ごろ（3分程度）

テレビ

FM ヨコハマ
「ラブリーデイ」（84.7MHz）
毎月第1・3火曜、9時 35分ごろ（3分程度）

ラジオ

詳しくは 厚木市　ソーシャルメディア 検索

=申し込み　　 =問い合わせ　
☎=電話番号　 =ファクス番号　
=Eメール　 HP=ホームページ

ウェブ▼アプリ▼
広報あつぎデジタル版

マイ広報紙 あつぎ 検索

登録受付中

災 害情報
防災行政無線の内容も配信

のメールマガジン

災害や市民生活に影響を及ぼす
緊急性の高い情報を発信します

LINE

市役所への郵便物は「〒243-8511
◯◯課」で届きます。
申

＝講座予約システム
インターネットで申し込み可

公式
アカウント

市HPでもPDF版を掲載
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申ハガキ、ファクス、Eメールに、希望日時、
〒住所、氏名、電話番号、Eメールアド
レスを書き、6月14日（必着）までに〒�
243-8511市街地整備課 224-4802・
5000@city.atsugi.kanagawa.jpへ。抽選。

申市街地整備課や市HPにある申込書を、
直接または郵送、Eメールで5月27日�
（必着）までに〒243-8511 5000@city.�
atsugi.kanagawa.jpへ。抽選。

　本を10冊読むごとに、缶バッジやハン
ドタオルなど図書館オリジナルのあゆコ
ロちゃんグッズをプレゼントします。

本を読んでプレゼントをもらおう

こども読書
マラソン

問中央図書館☎223-0033

申中央図書館や依知北・睦合北・睦合西・
荻野・小鮎・玉川・南毛利・相川・森の
里公民館図書室、わかあゆ号で本の通帳
を受け取り、読んだ本を記録して提出。
詳しくは市HPに掲載。

期間　2023年3月31日まで
対象　12歳までの子ども
費用　�無料

　検討を進めている基本設計の進
しん

捗
ちょく

内容
の意見交換会を実施します。

　ワークショップ形式で複合施設での
「過ごし方」を考えてみませんか。

《日時》6月�①22日　19～20時� �
②25日　15～16時

《日時》6月4日　14～17時

《場所》市役所第二庁舎《定員》各回30人
《場所》市役所第二庁舎　《費用》無料
《対象》�市内在住在勤在学の高校生以上� �

30人
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複合施設基本設計に
関する意見交換

あつぎ過ごすラボ
ミーティング

２

斎場施設見学会
　5月23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5月15～22日に市
斎場☎281-8595へ。先着順。

相模川で水防演習
　5月29日、9～12時（小雨実施）。
三川合流点付近。水防工法演習や
消防・警察・自衛隊による救出救
助訓練、車両・パネル展示など。
申当日直接会場へ。問危機管理課
☎225-2190。

あつぎ青春劇場
■唄う！青春劇場カラオケ大会
　6月4日、14時30分～16時。ゲス
トは宮川たかし。
■あつぎ青春劇場落語会
　6月25日、11時～12時30分。出演
は三遊亭花金。
　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。

七沢自然ふれあいセンターの催し
■ななさわ森のようちえん
出張！森のたんけん隊
　7月13日、14時～16時30分。厚木
青少年広場周辺。川探検、自然遊
びなど。市内在住で3～6歳の未就
学児20人。300円（材料費、保険料）。
先着順。

◆大人のための外遊びクラブ
竹筒ご飯・コーヒー染め
　7月24日、10～15時。七沢自然ふ
れあいセンター。炊飯や染め物の
体験。市内在住在勤在学の18歳以
上（高校生不可）25人。1500円（材
料費、保険料）。抽選。
◆星のソムリエⓇと観る天体観望会・
二重星
　7月29日、19～21時。七沢自然ふ
れあいセンター。天体の解説と観
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）。抽選。
　いずれも申6月■1日から◆23日
までに七沢自然ふれあいセンター
☎248-3500へ。

お寺ヨガ
　6月25日、17時 ～19時30分。常
昌院。夜のヨガ体験や境内の花の
ライトアップ（軽食付き）。定員
40人。3500円（食事代、保険料な
ど）。申6月12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
情報プラザのパソコン講座
■中級者向け文書作成講座
　6月5・12日、①9時50分～②13
時10分～（全4回）。文書作成ソフト
で誕生日カードや差出人ラベルな
どを作る。定員12人。2000円。
■初心者向け住所録作成講座
　6月8日、9時50分～。表計算ソフ
トで住所録を作り、データ入力や
文字の装飾、配置変更などを学ぶ。
定員12人。500円。
■初心者向け文書作成講座

　6月8・15・22日（全3回）、13時
10分～。文書作成ソフトで文字入
力、編集、表や図形の挿入などを
学ぶ。定員12人。1500円。
■初心者向け表作成講座
　6月15日、9時50分～。表計算ソ
フトで表を作り、データ入力や罫
線、塗りつぶし設定などを学ぶ。
定員12人。500円。
■子ども向けプログラミング講座
　6月19日、①9時50分～②13時10
分～。絵や図を使いコンピュー
ターの仕組みを知り、プログラミ
ングの楽しさを体験。小学3～6年
生各回12人。無料。
■初心者向けカレンダー作成講座
　6月22日、9時50分～。表計算ソ
フトでカレンダーを作り、データ
入力や画像の挿入など基本操作を
学ぶ。定員12人。500円。
　いずれも会場は情報プラザ。各
回120分。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、5月24日（必着）までに〒243-�
0021岡田3050情報プラザ☎220-
2711へ。抽選。

フレイルチェック
　6月①24日、10～12時＝老人福祉
センター寿荘②28日、13時30分～
15時＝あつぎ市民交流プラザ（全
2回）。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、5月
31日（必着）までに〒243-8511介
護福祉課☎225-2388へ。抽選。

カラダ快活★講座
　6月10日、10時30分～12時。保

　施設の老朽化や児童の安全性の確保などが課題だった厚木北児童館の移転工事が
完了し、３月から供用が始まりました。新しい機能を備え、利用しやすい施設として
生まれ変わりました。

子育て環境
を充実

問青少年課☎225-2581

新しい厚木北児童館がオープン

新しい施設の機能

新しくなった児童館で遊ぶ児童たち

・�キッズルームや授乳スペースなど
を整備し、子育て機能を充実

・�障がい者用駐車場の設置や、全て
の諸室の段差を解消

・�太陽光発電や自然と触れ合える畑・ 
緑地などを整備
・�災害時に活用できる蓄電池やト

イレ用水を確保

児童館の役割
　いつでも誰でも遊べる
場で、遊びを通して健康
や豊かな心を育む

・�市内には38館を開設

・�平日の午前中、乳幼児
と保護者を対象に開放
する「おひさまタイム」
を実施



あつぎ
郷土博物館館學藝員のススメ

　厚木を代表する作家で名誉市
民第1号の「和田傳

つとう

」。小・中学
生の皆さんには「和田傳

でん

文学賞」
でおなじみかもしれません。
　和田は本名が「つとう」、筆
名が「でん」とされてきました
が、戦時下の一時期、積極的に
「つとう」名義で著作を発表し
ています。当時、農林大臣の有
馬頼

より

寧
やす

を中心に結成された農民
文学懇話会で、和田は幹事長に
就任。文学的立場から政策に関
わろうとしていました。
　しかし戦後『日本近代文学大
事典』の作成時、和田は自ら年

す。皆さんならこ
の謎をなんと解か
れますか。
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32回 　博物館の学芸員が、あれ
これを語り倒すコーナー。

謎解きは
展示の前で

　指導員から体操が学べます。みんな
で楽しく体を動かしませんか。

譜を書き、本名
は「でん」で「つ
とう」は誤りと
執筆者に伝えま
す。結果、大人
気になった作品
『大

おお

日
ひ

向
なた

村
むら

』も
「つとう」の名
も記載はありませんでした。
　今まで気に留める人も少な
かった和田の本名と筆名。そこ
に込められた作家の思いはどの
ようなものだったのでしょう
か。著作の奥付には振り仮名の
ないものも多く、謎は深まりま

大塚 真由美

博物館では本や解説
などを展示（撮影は
加藤 芳明）

問予防課☎223-9371

日時　6月6日　10～12時
場所　あつぎ市民交流プラザ
対象　市内在住20人
費用　�無料

　楽しみながら
防災体験をして、 
災害への意識を
高めましょう。

日時　7月22日　9～16時

■応急手当普及員再講習会
日時　6月18日　場所　睦合分署
対象　市内在住在勤在学で有効期限内の応急手当普及員15人
内容　普及員の有効期限の更新や技能の維持・向上
■小児・乳児への応急手当普通救命講習会
日時　6月24日　場所　消防本部
対象　�市内在住在勤在学の中学生以上� �

10人
内容　�応急手当の重要性、自動体外式� �

除細動器（AED）の取り扱いなど

場所　県総合防災センター

対象　市内在住の小学3年～中学生20人
内容　�消防車両乗車体験、放水体験など

費用　520円（昼食代）
申参加費と印鑑を持ち、6月1～10日に直
接、予防課へ。先着順。 申 5月27日までに健康づくり課☎

225-2201へ。抽選。

いずれも9～12時。�
無料。申5月16～25
日に救急救命課☎
223-9365へ。抽選。

少年少女少年少女
消防教育消防教育

みんなで楽し
く

みんなで楽し
く

あゆコロちゃんあゆコロちゃん
体操講座体操講座

大切な命を守るために

　心肺蘇生の手順や機器の使い方
など救命活動を学び、いざという
時に備えませんか。

救急救命講習会

３2022(令和４)年５月15日

健福祉センター。健康あつぎ推進
リーダーから骨盤体操や口の体操
などを学ぶ。市内在住の方15人。
無料。申5月27日までに健康づく
り課☎225-2201へ。抽選。

健康運動指導士による未病運動講座
　7月5・14・28日、①9時30分～
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�
6月14日までに健康づくり課☎
225-2203へ。抽選。

スポーツ協会のスポーツ教室
■初心者弓道教室
　6月2・6・9・13・16・20・23・
27・30日、7月4日（全10回）。18
時30分～20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30人。3000円。
■ソフトバレーボール教室
　6月11・18・25日（全3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20人。1000円。
◆ジュニアトランポリン教室
　6月18・19日（全2回）。1部＝9
時～、2部＝11時～（各回90分）。
猿ケ島スポーツセンター。市内在
住の小学生各回30人。1000円。
　いずれも基礎技術の講習。申ハ
ガキ、ファクス、Eメールに教室名
（◆は希望の部）、〒住所、氏名（ふ
りがな）、年齢、学年、電話番号
を書き、5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。

認知症サポーター養成講座
　5月25日、10時～11時30分。JAあ
つぎ本所。認知症や家族への手助
けや認知症予防体操などを学ぶ。
市内または清川村在住の方30人。
無料。申 5月15日からJAあつぎ☎
225-7716へ。先着順。

夏のアート書道講習会
　7月7日、10～12時。JAあつぎ本

所。顔彩や水彩絵の具で暑中見舞
いを描く。JAあつぎ組合員また
は市内・清川村在住の方20人。
900円（材料費他）。申5月16日か
らJAあつぎ☎221-6881へ。先着順。

おうちで楽しむ発酵食
ぬか漬け＆塩こうじパウダー
　7月15日、10時30分～12時。JAあ
つぎ本所。ぬか漬けの作り方と塩
こうじの粉を使った料理の実演
（土産あり）。JAあつぎ組合員ま
たは市内・清川村在住の方24人。
1000円（材料費他）。申5月16日か
らJAあつぎ☎221-6881へ。先着順。

日本赤十字社救急法基礎講習会
　6月5日、9時～13時30分。保健福
祉センター。傷病者の一時救命処
置など救急法の基礎を学ぶ。15歳
以上30人。1500円（教材費、保険
料）。申往復ハガキに住所、氏名�
（ふりがな）、生年月日、電話番号
を書き、5月23日（必着）までに
〒243-8511福祉総務課☎225-2200
へ。抽選。

子育て
離乳食マスターセミナー
（カミカミ教室）
　6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カ月の赤ちゃんと
保護者各回8人。無料。申5月16日
から健康づくり課☎225-2597へ。
先着順。

親子ふれあい遊び・1歳児
　6月3日、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。市内在住の

1歳の子どもと保護者15組。無料。
申5月27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
　6月①10日②24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
で生後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①5月25日～6月3
日②6月8～17日に子育て支援セン
ター☎225-2922へ。抽選。

パパと一緒にベビーマッサージ
　6月18日、10時30分～11時30分。
あつぎ市民交流プラザ。父親がベ
ビーマッサージを通して赤ちゃん
との触れ合い方を学ぶ。市内在住
で生後1～6カ月の赤ちゃんと父親
10組。300円（オイル代）。申6月
10日までに子育て支援センター☎
225-2922へ。抽選。

子育てリフレッシュ講座
　6月13日、10～12時。あつぎ市民
交流プラザ。せっけん作りを楽しむ。

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。5月31日までに要予約）。1000
円。申電話または子育て支援セン
ター、公民館、市HPにある申込書
を、郵送、ファクスで5月18日から
〒243-8511子育て支援センター☎
225-2922・ 223-1684へ。先着順。

募　集
太陽光パネルの共同購入者
　太陽光発電設備や蓄電池を一括
で発注し安く購入するため、購入
希望者を募集します。申8月31日ま
でに参加登録。詳しくは県HPに
掲載。問環境政策課☎225-2749。

《「募集」は4面に続きます》
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　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

アネット
5月7～20日ニトラム NITRAM

林檎とポラロイド
かば

5月14～27日英雄の証明
吟ずる者たち
親愛なる同志たちへ

5月21日～
 6月3日ジョン・コルトレーン　

チェイシング・トレーン
今はちょっと、ついてな
いだけ

5月28日～
 6月10日

TITANE チタン 6月4～17日

市立病院の職員（障害者枠）
　市立病院で働く職員を募集しま
す。
　《職種》看護師、薬剤師、理学
療法士、作業療法士、臨床工学技
士、管理栄養士、診療情報管理士

《対象》1988年4月2日以降生まれ
で①身体障害者手帳の交付を受け
ている②活字印刷文による出題に
対応できる③応募職種の資格を持
つまたは2023年実施の各資格試験
で取得見込み―の全てに該当する
方各職種若干名。申市立病院や市
役所本庁舎、本厚木・愛甲石田駅
連絡所、市立病院HPにある申込書
を直接または郵送で、6月15日（消
印有効）までに〒243-8588水引1-�
16-36病院総務課へ。書類選考後、
合格者に二次試験の案内を連絡。
問病院総務課☎221-1570。

農業委員･農地利用最適化
推進委員（非常勤特別職）

■農業委員
　《対象》農業に関する識見を持
ち、職務を遂行できる方13人（う
ち1人は農業者ではなく、利害関
係のない方）《内容》農地の権利
移動の許可・転用などの審議、遊
休農地に対する措置など。
◆農地利用最適化推進委員
　《対象》農地などの利用最適化
の推進に熱意と識見を持つ方14人
（依知、睦合、荻野、小鮎、南毛利、
玉川、厚木・相川地区各2人）《内
容》農地の集積・集約化、耕作放
棄地の発生防止・解消など。
　いずれも任期は10月17日～（3年
間）、報酬は月額3万9400円。申農

業政策課、農業委員会、市政情報
コーナー、公民館、市HPにある申
込書を、直接または郵送で6月1～
30日（必着）に〒243-8511■農業政
策課☎225-2800◆農業委員会☎
225-2480へ。詳しくは市HPに掲載。

市営住宅の入居者
　《対象》宮の里ハイツ（宮の里
1-1-8）1LDK＝2戸、2LDK＝1戸、
3DK＝2戸、3DKR＝1戸《入居日》
9月1日《資格》①夫婦（婚約者や
内縁、パートナーシップ宣誓受領
証を持つ方を含む）や親子主体の
家族で、市内に住民登録後1年以
上続けて居住または市内に1年以
上続けて勤務②収入が基準に該当
③市税（延滞金を含む）を滞納し
ていない④住宅困窮事情がある⑤
入居者の中に暴力団員がいない―
の全てを満たす方《家賃》団地、
部屋の大きさ、収入などに応じて
決定。申住宅課や市役所本庁舎、
公民館、本厚木・愛甲石田駅連絡
所などにある申込書を、5月16～
31日に直接、住宅課☎225-2346へ。

環境教育等推進協議会委員
　環境教育に関する行動計画を検
討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3回程度）に出席できる
③他の審議会などの委員でない④
市の議員・職員でない―の全てを
満たす方2人《任期》8月～（2年間）

《報酬》日額7800円（交通費含む）。
申公民館や市HPなどにある申込
書を、直接または郵送、Eメールで
6月17日（消印有効）までに〒243-�

合は、登録が必要です。
　《検査時期》6～12月《対象》南
部地域＝厚木北、厚木南、南毛利、
南毛利南、相川、緑ケ丘（5丁目
の一部）。問消費生活センター☎
225-2155。

国民年金保険料の追納制度
　免除、納付猶予、学生納付特例
の期間がある方は、保険料を全額
納付した場合と比べて、老齢基礎
年金の受け取り額が少なくなりま
す。10年以内に追納すると、将来
受け取る年金を増額できます。問
厚木年金事務所☎223-7171。

国民健康保険被保険者証
（兼高齢受給者証）を送付
　7月中旬から特定記録郵便（転送
不要）で送付します。窓口受け取
りや簡易書留を希望する方は、6月
17日までに連絡してください。職
場の健康保険に加入している場合
などは、脱退の届け出をしてくだ
さい。問国保年金課☎225-2120。

老齢年金受給開始の上限
年齢を75歳まで引き上げ
　受給開始が66～75歳に引き上げ
られます。その場合、年金の額が
増えます。問厚木年金事務所☎
223-7171。

宅建協会合同無料相談会
　5月21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5月20日までに宅建協会県央支
部☎224-6561へ。

教育委員会とフリースクー
ルなどによる不登校相談会
　6月11日、13～16時。県立青少
年センター。不登校経験者や保護
者による座談会、フリースクール
の活動紹介、個別相談会など。無
料。申当日直接会場へ。問県子ど
も教育支援課☎045-210-8292。

暴力団被害無料電話
　6月3日、10時～17時30分。暴力
団・反社会的勢力の被害や紛争な
どの悩みを弁護士や警察官、相談

8511環境政策課☎225-2749・ 3100�
@city.atsugi.kanagawa.jpへ。書類
選考あり。

　 お知らせ
特定不妊治療費の助成
　体外受精や顕微授精による不妊
治療を受けた夫婦に、治療費を助
成します。
　《対象》①夫婦のいずれかが申
請日の1年以上前から市内に在住
②県の治療費助成が決定―の全て
を満たす夫婦《助成額》県の助成
対象治療費から助成額を控除した
額（10万円が限度）。申治療終了
日から1年以内に子育て給付課☎
225-2241へ。

特設人権相談
　6月1日の人権擁護委員の日にち
なみ、法務大臣から委嘱を受けた人�
権擁護委員が悩み事や困り事の相
談に応じます。秘密は厳守します。
　《6月1日》午前＝依知北・南毛
利公民館、午後＝依知南・愛甲公
民館《2日》午前＝睦合北公民館、
午後＝厚木南・睦合南公民館《3日》
午前＝睦合西・玉川公民館、午後
＝荻野・森の里公民館《6日》午
前＝緑ケ丘・相川公民館、午後＝
小鮎公民館（午前は9時～、午後
は13時30分～。各150分）。問市民
協働推進課☎225-2215。

国の布製マスクを市役所
などで配布
　《期間》5月16日～《場所》市民
課、国保年金課、健康長寿推進課、
公民館。申直接配布場所へ。先着順。�
問健康長寿推進課☎225-2174。

はかりの定期検査
　取引や証明で使うはかりは、2
年に一度の検査が義務付けられて
います。県計量協会の検査員・検
査補助員が、事業所や店舗を巡回
して検査します。計量士に依頼し
た場合は、市の定期検査は不要。
新たに市に定期検査を希望する場

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）

6月1～7日 第60回厚木市文化協会美術会会員展
（絵画・陶芸・手工芸等）

6月4～7日 ハクビ和紙ちぎり絵�本厚木教室作品
展（ちぎり絵）

6月8～14日 第36回おぎの絵の会展（絵画作品）
6月22～28日 日本画天利重子展（日本画）

ロードギャラリー
（厚木地下道） 6月17日～7月20日 フォトグループあゆ写真展

問あつぎ市民交流プラザ
☎225-2510

6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。6月

14・28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

1・15・29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

2・16・30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

3・17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

7・21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

8・22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

9・23日 長谷公園
毛利台児童館

14：30～15：10
15：30～16：00

10・24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 上依知・妻田 15日 下古沢・温水恩名

2日 森の里・戸室・厚木ガスリセ 16日 愛甲原・上落合

3日 古松台 17日 妻田東・七沢

6日 荻野 20日 愛甲・小野

7日 中依知 21日 荻野新宿

8日 宮の里 22日 下川入・上戸田

9日 飯山中部・及川 23日 山際・緑ケ丘・金田

10日 鳶尾・上荻野 24日 岡田・藤塚

13日 中戸田 27日 浅間山

14日 三田・まつかげ台 28日 毛利台・吾妻町

　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
6月
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員が対応。無料。問県弁護士会☎
045-662-4581。

電波のルールを守ろう
　6月1～10日は電波利用環境保護
周知啓発強化期間です。不法な無
線局はテレビ放送や携帯電話、救
急用無線などを妨害します。電波
はルールを守り、正しく使いま
しょう。問関東総合通信局☎03-
6238-1939。

春秋叙勲候補者
一般推薦を受け付け
　地域のために活躍した候補者を
募集しています。
　《対象》①概ね20年以上地域で
幅広く公共のために活躍した70歳
以上②20歳以上の推薦者1人と賛
同者2人がいる（自分自身または
二親等内の親族関係でない）─の
全てを満たす方（その他要件あ
り）。申内閣府HPにある推薦書を、
郵送で〒100-8914東京都千代田区
永田町1-6-1内閣府賞勲局一般推
薦担当☎03-3581-2868へ。

申対象住宅に住民票を移した後、
住宅課や市HPにある申請書など
を、登記完了から6カ月以内に直
接、住宅課へ。

　市外から転入する、または市内
在住で新たに家を買う子育て世帯
の方に、費用の一部を補助します。

《対象》①世帯主または配偶者が
40歳未満②中学生以下の子がいる
③3年以上居住予定─の全てを満
たす世帯

《対象住宅》所有権の保存または
移転の登記から6カ月以内の市内の�
戸建て住宅または分譲マンション

　一定の基準を満たし適切に管
理されているマンションを、市
が認定する制度です。建物の老
朽化や区分所有者の高齢化など
の課題を背景に、資産価値の維
持向上や安全で快適なマンショ
ン維持のために始まりました。

募集 参加者募集ジュニアエコリーダー

期間　7～11月（全5回程度）
対象　小学4～6年生15人
内容　実験や施設見学など
申学校、公民館、市HPにある申込
用紙を、直接または郵送で5月31日
（消印有効）までに〒243-8511環境政
策課☎225-2749へ。抽選。

　実験や施設見学
を通して環境問題を考える、
ジュニアエコリーダーを募集します。 日程　7月26～29日（3泊4日）　場所　網走市内、知床半島など

内容　文化施設の見学、マスの解剖、知床訪問など
保護者説明会　7月2日、厚木シティプラザ
事前研修　�7月16～17日（1泊2日）、七沢自

然ふれあいセンター
事後研修　8月7日、厚木シティプラザ
対象　�全日程に参加できる市内在住の小学

5・6年生30人
費用　4万円

雄大な自然に囲まれて貴重な体験をしよう

問問文化生涯学習課☎225-2508文化生涯学習課☎225-2508

　市の友好都市・北海道網走市で自然の厳しさや大切さを学び、
友情の輪を広げませんか。 問青少年課☎225-2580

夏休み！
あばしり青少年
自然文化体験研修

厚木で暮らそう
子育て世帯の
マイホーム購入を
応援します

野外歴史博物館の「網走監獄」を訪問野外歴史博物館の「網走監獄」を訪問

対象　�市内在住または出身の2002年4
月2日・03年4月1日生まれの方
10人程度

内容　�月1・2回程度の会議で式典の企
画・運営や案内状の作成など

申市HPにある申込書を直接または郵
送、Eメールで5月31日（消印有効）ま
でに〒243-8511青少年課☎225-2580・
8700＠city.atsugi.kanagawa.jpへ。

「はたちのつどい」「はたちのつどい」
実行委員募集実行委員募集

　2023年1月に開催す
る「はたちのつどい」
を企画・運営するメン
バーを募集します。

伝統文化親子教室
茶道や生け花、日本舞踊などの日本の伝統文化に触れてみませんか。茶道や生け花、日本舞踊などの日本の伝統文化に触れてみませんか。
■こども華道教室
　5月～2023年1月の土曜（全10
回）、9時30分～12時。あつぎ市
民交流プラザ。各回800円（花
代）。小学生30人。
申揚石☎090-7182-6040。

■こども茶・華道教室
　5月～2023年1月の土曜（全9
回）、9時30分～12時。あつぎ市
民交流プラザ。各回1000円（花・
茶菓代）。小学生～高校生15人。
申澤内☎090-8857-6312。

■豊かな子どもに！日本舞踊教室
　5月～2023年1月の土曜（全25
回）、13～14時。稽古場（宮の里）。
幼児～中学生15人。1500円（足
袋代）。申山本☎090-2724-3776。

●睦合こどもいけばな・茶道教室
　5月～2023年1月の土曜（全10
回）、9時30分～12時。睦合南公
民館他。各回1000円（花・茶菓
代）。小学生～高校生20人。申
齋藤☎090-3536-6175・ piro.han�
saku0301@gmail.com。

■日本舞踊教室
　6～11月の土曜（全30回）。13～�
15時、厚木南公民館他。小学生
～高校生15人。2000円（資料代）。
申速水☎090-1116-1977。

　　いずれも先着順。いずれも先着順。申5月15日5月15日
から電話（から電話（●はEメールも可）はEメールも可）
で各担当者へ。で各担当者へ。

問住宅課☎225-2330

マンションを所有する方へ 市の認定を受けませんか
マンションの管理計画認定制度始まる

申（公財）マンション管理センターの管理計画認定手続支援システム
から申し込み。申請前に、マンション管理士による事前確認が必要。

《対象》　市内の分譲マンション
《メリット》・�市場での評価向上

につながる
　　　　　・�住宅金融支援機構

の融資制度の金利
が引き下げられる

《認定基準》管理組合の運営の
実態や長期修繕計画など16項
目。詳しくは市HPに掲載

厚木市　マンションの管理計画　要綱 検索

補助金額

基本額 20万円

定住促進地域※に住宅を取得 10万円

１年以上市内に通勤 10万円

最大補助額 40万円
※��依知北、睦合北、荻野、小鮎、玉川、緑ケ丘、
森の里、毛利台１〜３丁目、王子１丁目

広報あつぎが
全国広報コンクール入選

　県広報コンクールで最優秀賞
を受けた広報あつぎ11月1日号
が、全国広報コンクールで入選
しました。

広報あつぎ　広報コンクール
詳しくは

検索

問広報課☎225-2040

申5月15～31日
に申し込み。詳
しくは青少年課
や公民館、市HP
にあるチラシに
掲載。抽選。
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　集団接種会場でキャンセルが発生したとき、予約の空き情報を
お知らせします。市公式アカウントの友だち登録が必要です。

空き情報をお知らせ
L
ラ イ ン

INEでキャンセル情報を発信

《情報を受け取る方法》
①スマートフォンなどにラインのアプリをインストール
　「App Store」または「Google Play」で「LINE」を検索しインストール
②アプリを起動しユーザー登録
③市公式アカウントを友だち登録
　「ホーム」上部の検索窓にID「atsugi_city」を入力
　または右の二次元コードから友だち登録
④受信設定
　トーク画面の「受信設定」→「お知らせ受信設定」
　を押し、「市からのお知らせ」「医療・保健・福祉」
　がオン（青色）になっていることを確認
⑤空き情報が届いたら左記の方法で予約

公式アカウント

　集団接種の接種機会を拡充しました。
２回目接種から6カ月後に3回目の接種
が受けられます。希望する方は接種券が
届き次第、予約してください。

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

　3月上旬に接種券を発送しました。希望する方は予約してください。
※5〜11歳は接種するよう努める「努力義務」の対象ではありません。

●本会議予定日（9時～）
6月1日……議案など質疑
7 ・ 8 ・ 9日……… 一般質問
23日…… 委員長報告･討論･採決

●常任委員会・分科会予定日（9時～）
6月1 ・ 22日……予算決算
13日……総務企画
14日……市民福祉
15日……環境教育
16日……都市経済

●広報広聴特別委員会予定日
6月23日（本会議などの終了後）

問議会総務課☎225-2700

市 議 会
6月定例会議

　職員の欠員や出産休暇など
の際、補助業務に当たる職員
の登録者を随時募集します。

《職種》一般事務、保育士、保健師など
《任期》最長1年（4月1日～）
《対象》18歳以上（職種によって要資格）。職種
や給与など詳しくは市HPに掲載
《採用フロー》
①エントリーシートを提出②必要に応じて書類
選考③選考結果により面接④任用開始

申職員課や市HPにあるエントリーシートを、
直接、職員課へ。

問職員課☎225-2070問青少年課☎225-2580

会計年度任用職員の
登録者を募集

市役所で働きませんか

申市子ども会育成連絡協
議会☎221-1110。

■集団接種の予約方法

■集団接種（木〜土曜は夜間接種を開始）拡充 ■個別接種

集団接種を拡充　ワクチン接種情報
問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 ※情報は4月25日時点

子ども会に入ろう

《対象》市内在住の小学生
《活動内容》新入生歓迎会、
夏祭り、ハロウィーン、ク
リスマス会、ミュージカル
鑑賞会など（地域で異なる）

あの子もこの子もみんなの子

◆電話予約
　申 8時30分～17時15分にコールセンター☎0570-054-666へ。
　手元に接種券を準備して電話してください。

◆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

◆予約なしでも接種できます 拡充
　 申接種券、本人確認書類を持ち、最終受け付け時間の1時間前

までに来場。

《場所》保健福祉センター

★=拡充

　かかりつけ医などで接種できます。
《ワクチン》ファイザーまたはモデルナ社製
　 申希望する医療機関へ。申し込み方法は医療

機関によって異なる。

《持ち物》接種券（切り離さない）、記入済みの予診票、健康保険証な
どの本人確認書類、お薬手帳（お持ちの方）

拡充のポイント
・ 夜間接種を開始
・ ファイザー社製ワクチン接種日を設定
・ 予約なしでも接種可能に

詳しくは
こちら

《ワクチンの種類》ファイザー社製（子ども用）
《接種回数》2回 （通常3週間の間隔）
《実施場所》市内・愛川町の21医療機関
《予約方法》 接種券に同封する医療機関一覧表や

市HPに掲載

・�接種には、保護者の同意と立ち合いが必要です。効果と副反応を理解した上で、
保護者と本人の意思で判断してください。詳しくは市HPに掲載。
・接種履歴を管理するため、母子健康手帳をお持ちください。
・�他のワクチンとの接種間隔や、基礎疾患があるなど、疑問や不安がある場合は、
かかりつけ医に相談してください。

詳しくは
こちら

　子ども会は、文化活動やス
ポーツなどを通じて、子ども
を健やかに育てるための地域
組織です。年齢を超えた交流
で、家庭や学校ではできない
経験をしてみませんか。

３回目のワクチン接種

５～11歳の接種

接種当日の注意

日 月 火 水 木 ★ 金 ★ 土 ★

時間 10時～
16時30分

10時～
16時30分

10時～
16時30分

10時～
16時30分

13時30分
～20時

13時30分
～20時

13時30分
～20時

ワクチン モデルナ モデルナ モデルナ モデルナ モデルナ モデルナ ファイザー
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こいのぼりを見てみんな笑顔に

　恩曽川沿いの地
じ

蔵
ぞう

橋
ばし

親
しん

水
すい

広場で３年ぶ
りにこいのぼりが飾られるとのことで、作
業当日にお話を伺ってきました。作業をし
ていたのは、「恩曽川をきれいにする会」
の皆さん。たくさんのこいのぼりは、市内
外の皆さんから寄付されたものだそうで
す。その数、なんと約150匹！それぞれに

我が子の成長を願う気持ちが込められてい
ると思うと、より壮観です。
　一つ一つ手作業で揚げるのはかなり大変
な作業だったと思いますが、会の皆さんは
見どころを教えてくれたり過去の写真を見
せてくれたりととてもうれしそうで、私も
自然と笑顔になりました。地域の方も毎年
楽しみにしていて、感染症でお休みしてい
た間は残念がる声が多かったそうです。
　コロナの終息まではまだ時間がかかりそ
うなので安全
には配慮しつ
つ、こういっ
た季節の楽し
みがあると、
日々頑張れま
すね。

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

多くの人が関わって開催

◆木曜会　5月18～24日、10～17時。あつぎ市民交
流プラザ。掛け軸、額、壁掛け、屏

びょう

風
ぶ

など110点を
展示。無料。申当日直接会場へ。問和田☎223-4644。
◆ヨガ・シャンティ　火曜、10時25分～11時45分。
あつぎ市民交流プラザ。ヨガやストレッチ、呼吸法
など。月会費3500円（講師代他）。体験あり。問小川
☎080-6726-7058。
◆フラダンス「カマアイナ・チームE」　水曜（月3
回）、17時～17時40分。南毛利公民館。未就学～小
学3年生の女性。月会費1000円（未就学500円、3歳以
下無料。講師代他）体験あり。問伊藤☎248-2650。
◆太鼓集団舞彩駒　日曜（月4回）。ジュニア＝10時
～12時30分、大人＝14時～16時30分。上荻野小学
校、農村環境改善センター（愛川町）他。月会費2000
円（中学生以下1000円。会場代他）。HP、体験あり。
問沢田☎080-3483-8904。

伝言板 サークルの情報などを紹介。

市民リポーター
森田 恵子さん（51・戸室）

感染を防ぐ対策を
新型コロナウイルスの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

　暑くなり初めの季節は体が気温に慣れておらず、熱中症のリスクが高まります。マスクは
感染症予防には効果的ですが、高温多湿の場合、体に負担がかかることがあります。マスク
は適切に使い分けましょう。

　一般的なマスクでは、不織
布が最も高い効果を持ちます。
着用例：人と近距離で接する
とき、電車内など

　不織布→布→ウレタンの順
で効果が高いです。
着用例：人と距離を取れるス
ポーツをする際など

《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

・ 屋外で人と十分な距離（２㍍以上）
が取れるときは、マスクを外す

・ 喉が渇いていなくても小まめに水分
補給を

・ マスク着用時は激しい運動を避ける
・ 涼しい服装や日傘、帽子などを上手

に活用

・ 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）■熱中症に注意！マスクは適切に着けましょう

◇人との接触を減らす

◆マスクの着用

不織布マスク

布マスク
ウレタンマスク

◆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

◇暑くなったら気を付けること

新型コロナウイルス
感染症専用ダイヤル 音

　
声
　
案
　
内1全日（24時間）

2348平日（9〜17時）

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16・17・18弾に関すること

1

2

8

3
4

0570-056-774
045-285-0536☎

3月10月 11月 12月 1月

26人 1人 22人

1258人

2月

6193人

3639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
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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

6月14日、13時15分～15時20分　要予約
6月2９日、９時15分～11時20分　要予約

健康づくり課
☎225-2201

3階

自殺予防
6月2日、９時～12時 要予約（前日まで）
6月20日、13時～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

ひとり親
家 庭 等

月～金曜、8時30分～17時
ひとり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 5月16日、6月6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 6月13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

5月23日、13～16時
要予約（前週から受け付け。先着6人）

交通事故 5月20・27日、6月10日。13～16時
行 政 5月26日、6月９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 6月2日、13～16時
公 証 人 5月20日、6月3日。13～15時
行政書士 6月6日、13～16時
人 権 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  

※新型コロナウイルス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。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

開発したノートを手に取る渡辺さん

ブルーベリーの奥深い魅力を伝えたい
ブルーベリー狩り観光農園　園主

渡辺 豊さん（47）
　上荻野にブルーベリー農園を開いて２年にな
ります。以前は農業とは縁のない会社に20年間
勤めていましたが、東日本大震災を機に自分の
働き方を見直し、いつか起業をしたいと思い描
いていました。
　調べていくうちに、育て方や売り方を自分で
工夫できる農業に興味が湧きました。そんな時、
夏の農園で摘みたてのブルーベリーを食べ、今
まで食べたことのない甘みや香り高さに驚きま
した。詳しく調べると、多様な品種や効能があ
ることを知り、ブルーベリーの奥深さに魅了さ
れていきました。
　ブルーベリーは国内だけでも100種以上あり、
それぞれ甘み・酸味・香りが異なるところが最

大の魅力です。その魅力を知ってもらうため、
子どもでも簡単に甘みや酸味などをグラフに書
き込めるノートを開発しました。味わいながら、
品種の違いを楽しんでもらえたらうれしいです。
　今後は日本中の人にブルーベリーの魅力を伝
えていくととも
に、「自分も農
業をやってみた
い」と思える人
が増えるよう、
作物を育てる楽
しさも多くの人
に伝えていきた
いです。 旬を迎える6月の開園に向けて準備


