
申ハガキに「ミュージカル参加希望」、〒住所、
氏名（ふりがな）、年齢（学年）、性別、電話
番号を書き、7月13日（必着）までに〒243-8511
文化生涯学習課へ。選考あり。
■出演者練習
《費用》1000円
《日程》�9月～2023年2月の日曜（1回5～6時間

程度）、20回程度

■ボランティアスタッフ
《内容》�練習の補助、公演の受け付けなど
申 8月31日までに文化生涯学習課☎225-2508へ。

市民参加ミュージカル・西遊記
出演者・ボランティアスタッフ募集　市民芸術祭

　市民によるミュージカルを３年ぶりに開催します。舞台芸術に親しみませんか。問文化生涯学習課☎225-2508

■出演者オーディション
《日時》�7月31日　10～16時
《場所》�あつぎ市民交流プラザ
《対象》�小学3年生以上40人程度

公演日

文化会館
2/12

2019年の上演作品「白雪姫」2019年の上演作品「白雪姫」

あつぎ青春劇場
■唄

うた

う！青春劇場カラオケ大会
　7月2日、14時30分～16時。ゲス
トは水島じゅん。
■あつぎ青春劇場落語会
　7月23日、11時～12時30分。出演
は林家たけ平。
　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
■プラネタリウム特別番組
「ライブ投影」
　6月26日、13時30分～14時10分。
星空と注目の天文現象を解説。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。
■キッズ☆プラネタリウム
「たなばたさま」
　7月3日、①10時～②13時30分～
（各回40分）。子どもと一緒に星空
を楽しむ。定員90人。200円（中
学生以下50円）。申6月19日（年間
パスポートを持つ方は18日）、9時
から電話で受け付け。
■ミニ工作教室「ウインドカー」
　7月10日、①13時30分～②14時
30分～（各回30分）。風で走る車

を作る。定員24人。無料。申当日
9時から電話で受け付け。
■ラジオ工作教室
　8月21日、13～16時。ラジオを組
み立て仕組みを学ぶ。小学生と保護
者24人。3000円。申6月25日（市外の
方は26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。

古民家岸邸の七夕
　6月29日～7月18日（7月4・5・11・�
12日は休館）、10～17時。古民家
岸邸。ささ竹や短冊などを飾る。
無料。申当日直接会場へ。問あつ
ぎ郷土博物館☎225-2515。

斎場施設見学会
　6月26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6月15～25日に市
斎場☎281-8595�へ。先着順。

消費者問題講演会
　7月22日、13時30分～15時30分。
厚木商工会議所。「食に関する深い
～話」がテーマの講演。手話通訳
あり。定員50人（託児あり。1歳～小
学3年生5人。7月4日までに要予約）。
無料。申6月15日から直接、電話また
はファクスで消費生活センター☎

225-2155・ 294-5801へ。先着順。

救急救命講習会
■応急手当普通救命講習会
　7月21日、13時30分～16時30分。
消防本部。心肺蘇生法や自動体外
式除細動器（AED）の取り扱い
など。市内在住在勤在学の中学生
以上15人。
◆応急手当普及員講習会
　8月2～4日（全3回）、9～17時。
睦合分署。事業所や地域などで応
急手当を教える資格の取得。市内
在住在勤在学の18歳以上15人。
　いずれも無料。申■6月15～22
日◆6月27日～7月11日に救急救命
課☎223-9365へ。抽選。

健康運動指導士による未病運動講座
　8月8・16・25日（全3回）、①9時
30分～②10時45分～（各回45分）。
保健福祉センター。正しい歩き方、
腰痛・膝痛予防の運動などの助言
と実技。市内在住の20歳以上各回
20人。無料。申7月14日までに健
康づくり課☎225-2203へ。抽選。

ポッコリお腹撃退・
カラダスッキリ講座
　7月21日、14時～15時30分。南毛
利公民館。保健師、栄養士が生活
習慣病予防を解説。市内在住の40～
64歳15人。無料。申7月1日までに健
康づくり課☎225-2201へ。抽選。

　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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　市民の憩いやにぎわいをつくる健康増進拠点をコンセプトに掲げ、5月から再整備をス
タートしました。新たに流れるプールや足湯などを設置する他、地域の交流・防災拠点と
なるように工事を進め、2023年夏のオープンを目指します。

健康増進の
拠点に

問環境事業課☎225-2791

ふれあいプラザの再整備事業が開始

新たな施設の機能 環境に配慮した施設に

ふれあいプラザの完成予想図

・�多世代で交流できる足湯
・�災害時に入浴できる温浴施設
・�遊泳・歩行用プールや流れる
プールを新設

・�車いす、障がい者、親子で使
う方に配慮し、プールに直結
した多目的更衣室を設置

　プールにはごみ焼却の余
熱を利用した高温水を使
い、二酸化炭素の排出量を
削減。新ごみ中間処理施設
稼働後は、焼却熱で発電し
た電力を用い、100％再生
可能エネルギーを使います。

夏休みを楽しく過ごそう

七沢自然七沢自然
ふれあいセンターふれあいセンターのの催催しし

　いずれも七沢自然ふれあいセンター。申■7月1日から講座予約
システムで申し込み。7月●8日◆22日までに七沢自然ふれあいセ
ンター☎248-3500へ。

■ななさわ森のようちえん・森のたんけん隊
　8月17日、14時～16時30分。森探検や森遊びなど。市内在住の3
～6歳の未就学児20人。300円（材料費、保険料）。先着順。
●チャレンジキャンプ
　8月8～12日（4泊5日）。登山、クラフト作り、野外炊事など。市内在
住の小学5年～中学生24人。1万5000円（材料費、リネン代他）。抽選。
◆ステップアップキャンプ
　8月21～23日（2泊3日）。川遊びや野外炊事など。市内在住の小
学4～6年生36人。8000円（材料費、リネン代他）。抽選。

　二次審査通過者は音楽スクールで特別
講座が受けられる他、優勝者はメジャー
レコード会社から配信デビューできます。

あつぎミュージックフェスティバルあつぎミュージックフェスティバル
新人シンガー発掘オーディション新人シンガー発掘オーディション

参加者
募　集

申文化生涯学習課や市HPにある応募用紙に、音源1曲分（CD-R）と参加
費を添え、直接または現金書留で7月31日（必着）までに〒243-8511文化
生涯学習課☎225-2508へ（音源は市HPからも提出可）。

優勝者は有名アーティストと共演優勝者は有名アーティストと共演
詳しくは詳しくは
あつぎミュージックフェスティバル 検索

《対象》①市内在住在勤在学②市内の
学校を卒業③活動拠点が市内―のいず
れかに該当する方が半数を占める中学生
～30歳で構成するグループまたは個人
（プロダクションと契約がない方。未成年
者は保護者の同意署名が必要）
《参加費》1000円（高校生以下は500円）
《審査》一次は書類・音源審査。合格者は8月
21日の二次審査に出場。11月6日に最終審査

フレイルチェック
　7月①21日、13時30分～15時30分
＝老人福祉センター寿荘②26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、
6月30日（必着）までに〒243-8511
介護福祉課☎225-2388へ。抽選。

情報プラザのパソコン講座
■中・上級者向け仕事に使える表
計算関数講座
　7月3・10日、①9時50分～②13時
10分～（全4回）。表計算ソフトで
関数を学ぶ。定員12人。2000円。
■シニア向けインターネット安全
教室
　7月5日、9時50分～。電子決済時
の詐欺などの対処法を学ぶ。60歳
以上12人。500円。
■中級者向け表計算講座
　7月5・12・19・26日（全4回）、
13時10分～。表計算ソフトで住所
録や収支管理表などの作り方を学
ぶ。定員12人。2000円。
■初心者向けお知らせ文書作成講座
　7月12日、9時50分～。文書作成
ソフトで文字入力や用紙の設定な
どを学ぶ。定員12人。500円。

■子ども向けプログラミング講座
　7月①24日②31日、9時50分～。
絵や図を使いコンピューターの仕
組みを学ぶ。小学3～6年生12人。
無料。
　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、6月23日（必着）までに〒243-�
0021岡田3050情報プラザ☎220-
2711へ。抽選。

前期危険物取扱者保安講習
　8月31日。第1種（給油取扱所）
＝9時40分～、第3種（一般取扱所）
＝13時20分～（各回180分）。文化
会館。関係法令や施設の安全管理
などの講習。危険物取扱者免状を
持つ方各回300人。4700円（県収
入証紙代）。申消防本部や分署に
ある申請書を、6月20日～7月22日
（消印有効）に〒238-0011横須賀
市米が浜通1-7-2-204県危険物安
全協会連合会へ。先着順。問予防
課☎223-9369。

夏休み下水道教室
　7月①26日＝扇町水再生センター
（小田原市）②29日＝酒

さか

匂
わ

水再生セ
ンター（小田原市）。8月③4日＝柳
島水再生センター（茅ケ崎市）④9日
＝四之宮水再生センター（平塚市）、�

9時30分～または13時30分～（各
回150分）。下水処理場の見学や微
生物の観察など。県内在住の方各
30人程度。無料。申7月7日までに県
下水道公社HPから申し込み。抽選。
問県下水道公社☎0463-55-7438。

市民水泳選手権大会
　8月7日、8時40分～16時30分。
荻野運動公園。50・100㍍（自由形・
平泳ぎ・背泳ぎ・バタフライ）、
200㍍（個人メドレー、自由形・
メドレー・混合フリーリレー）。
市内在住在勤在学の小学5年生以
上。1000円。申ハガキ、ファクス
に〒住所、氏名（ふりがな）、性別、
年齢、学年、電話番号、種目（2
種目まで）を書き、7月15日（必着）
までに〒243-0203下荻野1082-3市
水泳協会・佐々木☎・ 241-0938
（電話は19～20時）へ。リレーは
当日会場で受け付け。

スポーツ協会のスポーツ教室
▲キッズテニス教室
　7月17日、①10時～②13時30分
～（各回120分）。東町スポーツセ
ンター。基礎技術の講習。市内在
住の①年中～小学3年生②年中～
小学生各30人。800円。
◆初心者バウンドテニス教室
　7月23・30日（全2回）、10～12時。
東町スポーツセンター。基礎技術
の講習。市内在住在勤在学の小学

生以上20人。800円。
■夏休みジュニアサッカー教室
　7月26・27・28日（全3回）、9～
11時。及川球技場。インストラク
ターらによる講習。市内在住の小
学生100人。1500円。
■夏休みジュニアゴルフ教室
　7月27・28日（全2回）、10時～
11時30分。本厚木カンツリークラ
ブ練習場。基礎技術の講習。市内
在住の小学3～6年生10人。2000円。
◆初心者ボウリング教室
　7月30・31日（全2回）、10時30
分～12時30分。厚木ツマダボウル。
基礎技術の講習。市内在住在勤在
学の小学生以上30人。1500円。
●レベルアップゴルフ教室
　7月6・13・20・27日（全4回）、
19～21時。厚木ゴルフプラザ。中
級者向けの講習。市内在住在勤在
学のゴルフ経験者8人。5000円。
●あつぎスポーツアカデミー・
キッズ野球アカデミー
　7月9日、10時～11時30分。南毛
利スポーツセンター。スポンジ
ボールを使った体験。市内在住の
年中～小学2年生20人。100円。
▲キッズスポーツチャレンジ・
キッズダンスにチャレンジ
　7月24日、①9時30分～②10時45
分～（各回45分）。南毛利スポー
ツセンター。音楽に合わせて体を
動かす。市内在住の年中～小学1
年生各回20人。無料。
　いずれもハガキ、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、
▲は学年・希望の時間を書き、6月
●25日■◆▲30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。

中依知の日蓮上人の旧跡を辿る
　7月7日、9時30分～12時30分。中平
バス停集合。観光ガイドと旧跡をた
どる。500円（資料・保険代）。定員
25人。申6月18日から東丹沢七沢観
光案内所☎248-1102へ。先着順。

親子ふれあい遊び
■2歳児
　7月1日。市内在住の2歳児と保護

２



芸術の秋を楽しむ

申文化生涯学習課や公民館、市HPにある申
込書を■7月15日（歌謡は9月30日）までに各
問い合わせ先へ。◆直接または郵送、ファク
ス、Eメールで7月5日（必着）までに〒243-
8511文化生涯学習課・ 225-3130・ 0350
＠city.atsugi.kanagawa.jpへ。抽選。

　秋の文化芸術の祭典に出演する方を
募集します。日頃の活動の成果を披露
しませんか。
� 問文化生涯学習課☎225-2508 日時　7月9日　10～12時

場所　�①保健福祉センター� �
②オンライン

定員　①30人②100人
費用　無料

市民文化祭市民文化祭のの
� 出演者� 出演者をを募集募集

市民協働提案事業

　子宮頸
けい

がん・ワクチンのこと
を、医師や経験者の講師が話し
ます。

がん
防災セミナー

申 6月30日までに団体HPまたは
電話でがんと働く応援団・関戸
☎050-6871-0812へ。先着順。

問健康づくり課☎ 225‒2201

◆舞台発表団体
　《発表日》11月6日
　《場所》文化会館
　《内容》ミュージカル、演劇、演奏など
　《対象》①市内を拠点に10人以上で活動し、他の日程で
市民文化祭に出演しない②未成年で構成する場合は成人の
指導者がいる③営利目的でない④自主運営ができる⑤発表
時間が90～150分―の全てに該当する団体1組

■芸能音楽発表会　《場所》文化会館
発表日 催し物 問い合わせ
10月16日 歌踊・ダンス 望月☎228-7289

詩吟 井内☎247-8043
10月29日 剣詩舞 望月☎228-7289

民謡 鈴木☎241-9390
義太夫 宇津木☎247-3025

10月30日 音楽発表会 飯塚☎291-1787
謡曲 枡野☎248-0081

11月 3 日 箏曲 荒井☎228-3826
歌謡 中村☎090-7718-0122

11月 6 日 地域文化芸能発表会 倉石☎226-1577
11月12日 日舞 山本☎090-2724-3776

あつぎ
郷土博物館館學藝員のススメ

　展示室の融合展示コーナーを
今年度のテーマ「火」「光」に
合わせリニューアルしました。
その中から、日蓮宗を開いた鎌
倉時代の僧侶の日蓮の伝記「日

にち

蓮
れん

聖
しょう

人
にん

註
ちゅう

画
が

讃
さん

（1632年・版本）」
を紹介します。
　日蓮は、法華経の教えを広め
る過程で、鎌倉幕府や他の宗派
を批判したため、幕府に捕らえ
られ、佐渡（現在の新潟県）に
流罪となりました。佐渡に行く
途中に愛甲郡依智郷（現在の依
知地区）を所領とする本

ほん

間
ま

重
しげ

連
つら

の屋敷に送られました。

を約束しました。こ
れが、「星下りの奇瑞」
と呼ばれています。
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33回 　博物館の学芸員が、あれ
これを語り倒すコーナー。

　屋敷に到着した夜、庭に立っ
た日蓮は法華経を唱えました。
月に向かい、法華経の教えに従
い、修行する者を守護しないこ
とを責めたところ、梅木に星の
光と共に、太陽に先立ち世界を
照らし、闇を破る帝釈天の従者
「明
みょう

星
じょう

天
てん

子
し

」が現れ、今後の守護

「
星
下
り
の
奇
瑞
」
の

挿
絵
の
ペ
ー
ジ
を
展
示

日蓮ゆかりの
地が市内に
山岡　裕子

者15組。
●7カ月から歩き始めの子ども
　7月15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）。
◆1歳児
　7月29日。市内在住の1歳児と保
護者15組。
　いずれも10時30分～（各回50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■6月24
日、7月●8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
　7月8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
6月22日～7月1日に子育て支援セン
ター☎225-2922へ。抽選。

ブックスタート
　赤ちゃんの心と言葉を育む絵本
などをプレゼントします。中央図
書館＝9～17時。依知北・睦合北・
小鮎・玉川・相川・森の里・睦合
西公民館の図書室＝10時～12時30
分、13時30分～17時。荻野・南毛
利公民館の図書室＝10～17時。移
動図書館わかあゆ号。市内在住で
2021年4月2日以降に生まれた赤
ちゃんと保護者（1人1回）。生後4
カ月頃からが最適。無料。申母子
健康手帳を持ち、直接会場へ。詳
しくは市HPに掲載。問中央図書館
☎223-0033。

市立病院
夏のインターンシップ参加者を募集
　①7月29日②8月3日、8時40分～
12時。市立病院。病院の紹介と見
学、看護体験。看護学生各回20人。
無料。申6月30日までに市立病院
HPから申し込み。抽選。問病院総
務課☎221-1570。

国民健康保険運営協議会委員募集
　国民健康保険事業の運営を審
議・検討する委員を募集します。
　《対象》①国民健康保険被保険

者②市内在住で1950年9月1日～
2004年8月31日生まれ③平日昼間
の会議（年4回程度）に出席でき
る④他の審議会などの委員でない
⑤市の議員・職員でない―の全て
を満たす方4人《任期》9月1日～（3
年間）《報酬》日額7800円（交通費
含む）。申国保年金課や公民館、
市HPにある申込書を、直接または
郵送、Eメールで7月19日（消印有
効）までに〒243-8511国保年金課
☎225-2125・ 2700@city.atsugi.
kanagawa.jpへ。書類選考あり。

情報公開審査会と個人情報
保護審査会の委員を募集
　情報公開や個人情報開示の決定
などの審査請求を調査審議する委
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（各年5回程度）に出席でき
る③他の審議会など委員でない④
市の議員、職員でない―の全てを
満たす方各1人《任期》9月1日～《報
酬》日額7800円（交通費含む）。
申市政情報コーナーや市HPなど
にある申込書を、直接または郵送、
ファクス、Eメールで7月15日（必着）
までに〒243-8511行政総務課☎
225-2287・ 223-4058・ 0650@
city.atsugi.kanagawa.jpへ。選考
あり。

高齢者福祉施設等の事業者を募集
　特定施設入居者生活介護または
認知症対応型共同生活介護（グルー
プホーム）を設置運営する事業者を
募集します。申市HPにある申請書
と必要書類を、8月1～31日に直接、
介護福祉課☎225-2240へ。

あつぎ環境写真展の作品を募集
　「あなたの環境写真・みんなの
アクションあつぎ」がテーマの写
真展です。
　《募集作品》①2021年8月以降に
市内で撮影②合成などの加工をし
ていない③肖像権の承諾を得てい
る―の全てに該当する未発表作品
《応募点数》1人または1グループ2
点まで。組み作品は1点3枚まで《規
格》写真=六つ切りまたはA4サイ

ズ。データ＝jpeg（10メガバイト
以下）《対象》市内在住在勤在学
の方。申写真と環境政策課や市
HPにある応募票を、直接または
郵送、Eメールで8月31日（消印有
効）までに〒243-8511環境政策課
☎225-2749・ 3100＠city.atsugi.
kanagawa.jpへ。

心身障害者医療証送付用
封筒への広告主を募集
　心身障害者医療費助成対象者に
送付する窓付き封筒の広告主を募
集します。
　《発送枚数》約4000枚《対象》
市内に事業所がある事業者。詳し
くは市HPに掲載。問障がい福祉
課☎225-2154。

「A
ア ロ ハ
loha E

エ
 K

 コ モ  
omo M

マ イ
ai ぼうさいの丘

公園！2022」フラダンス出場者を募集
　《日時》8月27日、11～14時《場所》
ぼうさいの丘公園《対象》フラ・タヒ
チアンダンスで活動する12団体《参
加費》無料。申ハガキ、ファクスに
〒住所、代表者氏名（ふりがな）、
チーム名、人数、年齢、曲名（1組10
分程度2曲まで）、電話番号を書き、

7月20日（消印有効）までに〒243-
0036長谷626-1市環境みどり公社☎
225-2778・ 248-9502へ。抽選。

あつぎ観光ボランティア
ガイド協会会員を募集
　市内の文化財の紹介やハイキン
グのガイドなどをする会員を募集
します。説明会あり。問東丹沢七
沢観光案内所☎248-1102。

厚木医師会在宅医療相談
室の職員を募集
　在宅医療の相談窓口で、住み慣
れた地域で自分らしく暮らすサポー
トをする任期付き職員を募集します。
　《対象》保健師または看護師の
資格を持つ方1人《勤務条件》平
日週4日程度、9～17時。問厚木医
師会☎222-1259。

にぎわい美化清掃
　金曜、15時～15時30分（雨天中
止）。本厚木駅周辺のゴミを拾う。
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。
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国民年金保険料を納めま
しょう
　20～59歳の方は、国民年金の加
入が義務付けられています。自営
業者や学生などの「第1号被保険
者」は、自分で保険料を納める必
要があります。納め忘れがあると
老齢基礎年金の計算に含まれない
他、障害・遺族基礎年金が受給で
きない場合があります。問日本年
金機構ねんきん加入者ダイヤル☎
0570-003-004。

国民健康保険被保険者証
（兼高齢受給者証）を送付
　7月25日までに特定記録郵便で
郵送します。窓口受け取りや簡易
書留を希望する方は6月17日まで
に国保年金課☎225-2120へ。

国民健康保険料が決定
　《納入通知》6月中旬に発送《医
療分》①所得割＝21年の総所得金
額など（譲渡所得含む）から基礎
控除43万円を差し引いた額の5.79
％②均等割＝1人2万3372円③平等
割＝1世帯2万2391円《後期分》①
所得割＝21年の総所得金額など

（譲渡所得含む）から基礎控除43
万円を差し引いた額の2.06％②均
等割＝1人8175円③平等割＝1世帯
7832円《介護分》①所得割＝21年
の総所得金額など（譲渡所得含む）
から基礎控除43万円を差し引いた
額の2.08％②均等割＝1人9795円
③平等割＝1世帯6780円《限度額》
医療分65万円、後期分20万円、介
護分17万円。所得金額が基準以下
の世帯や未就学児のいる世帯は軽
減措置あり。納付は、口座振替や

コンビニ、ペイジー（インターネッ
トやATMで納付できるサービ
ス）などを利用してください。詳
しくは市HPや同封のチラシに掲
載。困窮により納付できない場合
は分割納付、減免などもあり。問
国保年金課☎225-2123。

5歳児健康調査
　子どもの気持ちや行動のコント
ロール、他人の気持ちの理解など
の強みと苦手の傾向を確認するア
ンケートです。
　《対象》市内在住で2022年度に5
歳になる幼児《方法》幼稚園・保
育園から配られる調査票を記載し
提出。通園していない場合は自宅
に送付。詳細は、在席園から配布
される案内に掲載。問健康づくり
課☎225-2597。

戦没者などの遺族へ特別
弔慰金を支給
　特別弔慰金は、戦没者などに弔
慰の意を表するため、国から戦没
者などの遺族に支給されます。
　《申請期限》2023年3月31日。詳
細は市HPに掲載。問福祉総務課
☎225-2200。

一人親家庭への支援
■自立支援教育訓練給付金
　《講座》雇用保険制度の教育訓
練給付指定講座（介護職員初任者
研修、医療事務、パソコン研修な
ど）《支給額》1万2001円～20万円
（受講料の60%）、看護師などの専
門資格の取得を目指す講座を受講
した場合は上限160万円（受講料
の60％、修業年数に応じる）。
◆高等職業訓練促進給付金

■荻野運動公園（施設屋外50メートル）
　《期間》7月1日～8月31日《時間》
9時30分～20時30分《料金》410円
（小・中学生210円、幼児無料）《休
場日》月曜（祝日の場合は翌平日）。
問荻野運動公園☎225-2689。

飯山グラウンド（野球場）の休場
　改修に伴い10月～23年3月は休
場。問スポーツ推進課☎225-2530。

　《資格》看護師、准看護師、介
護福祉士、保育士、理学療法士、
作業療法士、歯科衛生士、美容師
など《支給期間》修業する全期間
（上限48カ月）《支給額》前年の所
得に応じ、月額10万円（最終1年
間は14万円）または7万500円（最
終1年間は11万500円）。
●高等学校卒業程度認定試験合格
支援事業給付金
　《講座》高等学校卒業程度認定
試験の合格を目指す講座（通信制
講座を含む）で市長が適当と認め
たもの《支給額》受講開始時給付
金4001円～7万5000円（受講料の
30％）、受講修了時給付金は受講
開始時給付金と合わせて上限10万
円（受講料の10％）、合格時給付
金は受講開始時給付金と受講修了
時給付金を合わせて上限15万円

（受講料の20%）。
　いずれも対象は①20歳未満の子
どもを養育②児童扶養手当を受給
または同等の所得水準③過去に給
付を受けていない④◆は養成訓練
を1年以上継続し資格を取得見込
み（2021年4月1日～23年3月31日に
修業を始める場合は6カ月以上）
―の全てを満たす市内在住の一人
親家庭の親（●は子どもも可）。
事前相談が必要。問子育て給付課
☎225-2241。

心配な家庭を見つけたら
　「怒鳴り声や泣き声が頻繁に聞
こえる」「虐待か分からないが、
気になる親子がいる」などに気付
いたら、連絡をお願いします。問
家庭相談課☎225-2244。

ゼロ円ソーラー
　初期費用負担なしで自宅に太陽
光発電設備を導入できます。詳細
は県HPに掲載。問環境政策課☎
225-2749。

屋外プールオープン
■市営プール（施設屋外25メートル）
　《期間》7月21日～8月31日《時間》
①9時30分～12時②14時30分～17
時《定員》各回60人。先着順《料
金》100円（小・中学生50円、幼児
無料）。問市営プール☎224-3799。

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）

7月7～10日 華書芸展（書作品）
7月13～19日 第31回虹の会展（絵画）
7月23～26日 第9回蓉筆会書展（書道）

7月27日～8月2日 リュウケイ�in�アミュー2022（絵画、
立体/工芸、写真）

ロードギャラリー
（厚木地下道） 7月22日～8月17日 厚木美術会　ロードギャラリー展

問あつぎ市民交流プラザ
☎225-2510

7月の

日時　《初級編》�7月14日　10～12時　
2月1日　18～20時

　　　《中級編》�9月12日、11月7日、
12月12日、1月13日　
10～12時

場所　あつぎ市民交流プラザ
対象　�市内在住在勤在学の方50人（託

児・手話通訳あり）

　発達障がいへの理解を深めませんか。

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。7月

12・26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

13・27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

14・28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

1・15・29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

5・19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

6・20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

7・21日 長谷公園
毛利台児童館

14：30～15：10
15：30～16：00

8・22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 古松台 15日 妻田東・七沢

4日 荻野 19日 荻野新宿

5日 中依知 20日 下古沢・温水恩名

6日 上依知・妻田 21日 愛甲原・上落合

7日 森の里・戸室・厚木ガスリセ 22日 岡田・藤塚

8日 鳶尾・上荻野 25日 浅間山

11日 中戸田 26日 毛利台・吾妻町

12日 三田・まつかげ台 27日 下川入・上戸田

13日 宮の里 28日 山際・緑ケ丘・金田

14日 飯山中部・及川

　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
7月

問福祉総務課☎225-2252

無料発達障がい
　　　基礎講座

申ファクス、Eメールに、氏名、電話番�
号、Eメールアドレスを書き、各開催
日の10日前までに厚木ASD支援セン�
ター☎204-8134・ 204-8165・ atsu�
giasd.office@tomoni.or.jpへ。抽選。

みみ んん ななの で
つくる
声声

ままちち
《パブリックコメント》
■本厚木駅周辺歩いて楽しいまち
づくり推進計画・vision 2040
　《閲覧期間》6月15日～7月15日

《閲覧場所》市街地整備課、市政
情報コーナー、公民館、本厚木・
愛甲石田駅連絡所、保健福祉セン
ター、中央図書館、あつぎ市民交
流プラザ、市HP《応募方法》閲
覧場所にある用紙で確認。問市街
地整備課☎225-2470。

《意見交換会》
■個人情報保護条例の改正
　7月4日、18時30分～19時30分。
市役所本庁舎。申当日直接会場へ。
問行政総務課☎225-2287。

春の叙勲・褒章
市内で受章された方を紹介します。

―――― 旭日双光章 ――――
内田隆文さん（70・愛甲西）
労働行政功労＝現東京都労働委員
会委員
―――― 瑞宝双光章 ――――
川村理志さん（70・妻田北）
消防功労＝元市消防監
武部規さん（75・毛利台）
教育功労＝元公立小学校長
山本金五さん（71・宮の里）
教育功労＝元公立小学校長
―――― 瑞宝単光章 ――――
加藤英師さん（73・関口）
警察功労＝元警視庁警部補
鈴木冨士夫さん（73・森の里）
警察功労＝元県警部補
―――― 藍 綬 褒 章 ――――
堀真治さん（60・森の里）
保健衛生功績＝元県歯科医師会常
務理事
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厚木で働く保育士や幼稚園教諭を応援

　6月23～29日は男女共同参画週間。
全ての人が、職場や地域、家庭、学
校で個性と能力を発揮できる社会を
目指しましょう。

男女共同参画週間男女共同参画週間

問市民協働推進課☎225-2215

2021年度 下半期・３月末

　市民の皆さんに財政事情をお知らせするた
め、毎年6・ 12月に予算の執行状況を公表して
います。今回は、2021年度下半期（3月31日現在）
の執行状況をお知らせします。

　市の予算は、一般会計と特別会計に区分
されます。一般会計は地方公共団体の一般
的・基本的な事業の収入・支出を経理する
会計です。特別会計は特定の事業を実施す
るため、特定の収入と支出を一般会計から
切り離して経理する会計です。
　病院事業と公共下水道事業は特別会計で
すが、公営企業会計のため、他の特別会計
とは区分しています。

予算執行
状況 会計区分 予算現額＊ 収入済額 収入割合 支出済額 支出割合

一般会計 1050億5247万円 945億9668万円 90.0% 900億364万円 85.7%

特
別
会
計

公共用地取得事業 17億6116万円 8億5948万円 48.8% 15億9041万円 90.3%

後期高齢者医療事業 32億7648万円 31億1997万円 95.2% 30億1267万円 91.9%

国民健康保険事業 218億2698万円 201億5715万円 92.3% 203億9985万円 93.5%

介護保険事業 157億7021万円 148億5367万円 94.2% 142億8111万円 90.6%

小計 426億3483万円 389億9027万円 91.5% 392億8404万円 92.1%

合　計 1476億8730万円 1335億8695万円 90.5% 1292億8768万円 87.5%

■一般会計・特別会計の状況

予算と収入支出の状況

収入済み割合収入済み割合

90.590.5％％
支出済み割合支出済み割合

87.5％87.5％

� 問財政課☎225-2170

一般会計の内訳

公営企業会計の状況

区　分 予算現額 収入済額 収入割合
個人市民税 142億4938万円 138億7404万円 97.4%
法人市民税 46億3982万円 48億225万円 103.5%
固定資産税 195億2021万円 198億5633万円 101.7%
軽自動車税 4億9312万円 4億7872万円 97.1%
市たばこ税 18億7306万円 18億8315万円 100.5%
都市計画税 23億6723万円 23億9454万円 101.2%
入湯税 238万円 232万円 97.5%
合　計 431億4520万円 432億9135万円 100.3%

種　別 現在高

公
有
財
産

土　地 4077882.41㎡

建　物 569138.24㎡

有価証券 5378万円

出資による権利 10億1030万円

基
　
金

財政調整基金 152億9262万円

国民健康保険事業基金 9億312万円

社会福祉基金 2億433万円

みどりの基金 1億7696万円

庁舎整備基金 60億3550万円

その他15基金 63億7220万円

基金（計） 289億8473万円

款　名 予算現額 収入済額 収入割合
市税 431億4520万円 432億9135万円 100.3%
地方譲与税 5億1000万円 5億3099万円 104.1%
地方消費税交付金 51億4800万円 57億6419万円 112.0%
国庫支出金 246億1549万円 223億4356万円 90.8%
県支出金 55億6901万円 41億7736万円 75.0%
繰越金 54億3544万円 54億3544万円 100.0%
諸収入 38億2930万円 35億6401万円 93.1%
その他 168億3万円 94億8978万円 56.5%

合　計 1050億5247万円 945億9668万円 90.0%

区　分 予定額 執行額 執行割合
病
院

事業収益 129億1626万円 132億4972万円 102.6%
事業費用 117億4299万円 111億2202万円 94.7%

下
水
道

事業収益 64億2122万円 63億6397万円 99.1%
事業費用 62億6271万円 59億8682万円 95.6%

款　名 予算現額 支出済額 支出割合
議会費 4億4818万円 4億3142万円 96.3%
総務費 129億9680万円 102億9073万円 79.2%
民生費 423億2119万円 383億8032万円 90.7%
衛生費 128億4833万円 107億5960万円 83.7%
労働費 2億3220万円 2億188万円 86.9%
農林水産業費 7億4149万円 4億8502万円 65.4%
商工費 41億5139万円 38億5618万円 92.9%
土木費 130億5954万円 97億1628万円 74.4%
消防費 41億99万円 36億9952万円 90.2%
教育費 87億7435万円 69億5234万円 79.2%
公債費 53億2844万円 52億3035万円 98.2%
予備費 4957万円 0円 —

合　計 1050億5247万円 900億364万円 85.7%

■市の財産

◆歳入 ■市税の内訳

◆歳出

区　分 現在高

一般会計 521億4361万円

公共用地取得事業特別会計 19億7248万円

合　計 541億1609万円

■地方債（借入金）
区　分 現在高

病院事業会計 150億1842万円
下水道事業会計 189億7499万円

■地方債（借入金）

＊�予算現額には、一般会計と特別会計との資
金調整としての繰入金、繰出金が含まれて
います。それらを差し引いた予算現額合計
は、1432億5922万円となります。

　特別会計の病院事業と下水道事業は公営企業
会計です。� （消費税含む）

区　分 現在高
病院事業企業職員退職手当基金 9623万円
病院整備基金 2億798万円

合　計 3億420万円

■基金

2022年度キャッチフレーズ　
「あなたらしい」を築く、
� 　「あたらしい」社会へ

■転入奨励助成金
　 《対象》①市内の保育園・幼稚園に常勤職員とし
て就職またはすでに勤務②市外から転入―の全て
を満たす方

　《助成額》最大20万円
■奨学金返済助成金
　 《対象》市内在住で①採用後3年未満の市内保育園・
幼稚園の常勤職員②奨学金を利用して資格を取得
し返済中―の全てを満たす方

　《助成額》年上限20万円（最長3年間）
■復職等奨励助成金
　 《対象》市内在住で①保育士・幼稚園教諭として
働いていない期間が1年以上ある②市内の保育園・
幼稚園に常勤職員として復職―の全てを満たす方

　《助成額》10万円
問こども育成課☎225-2262（幼稚園教諭）
　保育課☎225-2768 （保育士）

《日時》7月30日　13～16時
《場所》レンブラントホテル厚木
《内容》厚木市・愛川町の私立幼稚園の合同説明会
《費用》無料　
申当日直接会場へ。
問厚木地区私立幼稚園協会☎229-0491

幼稚園就職セミナー
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問スポーツ推進課☎225-2531
　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

マイ・ニューヨーク・ダイ
アリー 6月18日

� ～7月1日パリ13区
私はヴァレンティナ
オードリー・ヘプバーン

6月25日
� ～7月8日

私だけ聴こえる
いまはむかし父・ジャワ・
幻のフィルム
ベルイマン島にて

7月2～15日

インフル病みのペトロフ家
アンノウン・ソルジャー
英雄なき戦場オリジナル・
ディレクターズ・カット版
イントロダクション

医院名 対象 予約方法 電話番号 予約受け付け日時など

ワクチン接種
４回目のお知らせ

　4回目接種の接種券を順次送ります。接種券が届き次第、
希望する方は予約をお願いします。

■集団接種　《ワクチン》モデルナ
　　　　　　《場所》保健福祉センター（7月まで）
　　　　　　　　　  老人福祉センター寿荘（8月から）
■個別接種　《ワクチン》ファイザーまたはモデルナ
　　　　　　《場所》市内医療機関（詳しくは市HPまたは下表参照）

■接種券の発送　① 3回目接種から5カ月前後で送付（申請不要）
　　　　　　　　 ②③かかりつけ医と相談の上、接種する場合は

市HPまたは相談窓口☎225-2792から申請

■対象　①60歳以上　②基礎疾患がある18～59歳
　　　　③感染症の重症化リスクが高いと医師が認めた18～59歳

新型コロナウイルス関連情報

●●か優先…かかりつけ患者を優先して受け付け
●かのみ…かかりつけ患者のみ受け付け
3・4のみ…3・4回目の接種のみ受け付け
●❹のみ…4回目の接種のみ受け付け

●電…電話
●窓…窓口
HP…該当医院のホームページ

対象 予約方法

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
詳細はこちら

日時　7月16日　19時～
　　　（アビスパ福岡戦）
席種　バックA指定席
価格　1枚1500円
対象　市内在住の方1人4枚まで
　　　（同伴者は市外在住も可）
申6月25日12時～試合前日に湘南ベルマーレHP
からチケットを購入。

　■生き物から学ぶ　■生き物から学ぶ
　　エコなデザイン　　エコなデザイン
日時日時　7月28日 10～12時
場所場所　東京農業大学
対象対象　小学4～6年生15人
費用費用　300円（教材費）

  ■手の技を使って  ■手の技を使って
  　絵本を作ろう  　絵本を作ろう  
日時日時　8月23日 10～12時
場所場所　松蔭大学
対象対象　小学1～3年生5人
　　　（保護者同伴）
費用費用　無料

申Eメールに氏名（ふりがな）、〒住所、
年齢、電話番号を書き、7月3日までに
文化生涯学習課☎225-2512・ 0350@
city.atsugi.kanagawa.jpへ。抽選。

厚
木

近藤病院 3・4のみ ●電 �●窓  221-2375 平日13時30分～16時。土曜13時30分～16時
本厚木かかりつけクリニック HP � 297-1919
有泉こどもクリニック ●か優先 HP � 4～28日先まで予約可。初診の方は接種2日前までに来院
イオン厚木オアシス診療所 ●電 �●窓  297-4123 平日9～17時

わたなべ泌尿器科クリニック ●●❹のみ
●●かのみ ●窓  平日（水曜除く）9～12時30分、15時～18時30分

第2・4土曜9時～12時30分、14～17時
笹生循環器クリニック ●電 �●窓  227-1919 平日9時30分～11時30分、15時30分～17時30分。土曜9時30分～11時30分
佐々木内科クリニック ●か優先 ●窓  221-0088
星こどもクリニック ●❹のみ HP � 294-5666 土曜12時30分～13時30分
あつぎファミリークリニック ●電 �●窓  221-1115 平日（水曜除く）9時～17時45分。土曜9時～14時45分
酒井医院（旧：杉浦医院） ●電 � 221-0121 平日・土曜14～16時。初診の方は来院

高野クリニック ●❹のみ
●か優先 ●電 � 227-1177 平日（木曜除く）14～16時。土曜12～14時

塩塚小児科 ●か優先 ●電 �●窓  090-8589-7639
厚木市立病院 ●かのみ 221-1570 診察時に予約。詳細は HPに掲載
厚木中町クリニック ●電 � 221-4114 平日（水曜除く）13～15時

うめぞの内科クリニック ●❹のみ
●か優先 ●電 �●窓  224-7110 平日（水曜除く）、土曜。定期受診日に相談可

つるくぼ耳鼻咽喉科 ●かのみ ●電 �●窓  221-4187 金曜午後
ゆみの内科クリニック ●電 � 259-5217 平日（水曜除く）15時30分～17時

ヘルスケアクリニック厚木 ●❹のみ
●か優先 ●電 � 227-2006 平日8時～16時30分。土曜8時～16時30分

受け付けは7月1日から

新井医院 ●❹のみ
●か優先 ●電 � 229-4341 平日（木曜除く）9～11時。土曜9～11時

厚木循環器・内科クリニック ●か優先 ●窓  227-3015 平日（月・木曜除く）8時30分～12時30分、15～17時
相
川 高橋内科医院 ●❹のみ

●かのみ ●電 � 229-0188 平日（木曜除く）8時45分～11時45分、14時45分～17時45分
土曜8時45分～11時45分

▲購入はこちら

▲申し込みは
　こちら

※情報は6月1日時点

ホームタウンチケットホームタウンチケット
を特別価格で販売を特別価格で販売

チケットがお得に買える

あつぎ協働大学
特別講座

　市はサッカーJ 1リーグ湘南ベルマーレを
ホームタウンとして支援しています。市民の方
はチケットがお得に購入できます。迫力ある試
合を現地で応援しませんか。

　市内の大学で最新の研究や取り組みなどを学べます。

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）

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☎

2348
　平日（9〜17時）

受講生募集
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◆あさひ囲碁同好会　月5回、13～17時。厚木南公民館。
初心者（有段者の指導あり）・女性歓迎。年会費2000円。
問江口☎228-4153。
◆フラダンス「カマアイナ・チーム ‘OLI’ OLI」　金曜

（月3回）、10～11時。南毛利公民館他。女性の方。子ど
も連れ可、初心者歓迎。無料体験あり。月会費3000円（会
場・講師代他）。問内村☎090-6007-8056。
◆きこえない・きこえにくい方のためのサロン　7月11
日、13時30分～15時。保健福祉センター。自由に会話を
楽しむ。文字通訳あり。「きこえ」に不安のある方10人。
無料。申7月6日までにあつぎ文字通訳「道」・水尾☎・
245-6851・ atsugi.michi@gmail.comへ。先着順。
◆自分の身を守ろう！夏休み親子護身術教室　7月24
日、10時30分～12時。南毛利公民館。合気道の気や技を
使った簡単な護身術。小学生以上の親子25人。無料。申
7月17日までに合気普及会・大野☎080-5080-8535・
kishou@aiki-seisinkan.orgへ。先着順。

伝言板 サークルの情報などを紹介。

医院名 対象 予約方法 電話番号 予約受け付け日時など

　平和への思いを描いた絵やメッ
セージを募集し、展示します。

展示期間　8月4～8日
場所　あつぎ市民交流プラザ
申福祉総務課や公民館などにあるハガ
キに絵やメッセージを書き、7月22日ま
でに回収箱へ。

問福祉総務課☎225-2200

睦
合

林眼科クリニック ●3・4のみ ●電 �●窓  225-6820
古屋産婦人科医院 ●電 �●窓  224-8803 平日（月曜除く）9～12時、14～16時。土曜9～12時
妻田内科クリニック ●電 �●窓  223-3121
ちどりこどもクリニック ●か優先 ●電 � 297-7715 当院で接種歴のある方。詳細は HPに掲載。平日（水曜除く）14～15時
並木産婦人科クリニック ●❹のみ ●電 � 223-1103 平日（木曜除く）13～15時。土曜13～15時
えんどう耳鼻咽喉科 ●❹のみ

●かのみ ●電 � 297-4187 平日（木曜除く）10～12時
厚木胃腸科医院 平日（火曜除く）、土曜12～15時に直接来院。予約不要
鈴木内科クリニック 3・4のみ

●かのみ ●電 � 297-3131 平日（木曜除く）10～12時、15～18時。土曜10～14時

田島外科 ●電（●かのみ）、
●窓  241-8715 平日9～12時、15～19時。電話予約15～17時。当日接種可能な場合あり

丸山内科クリニック ●3・4のみ
●か優先 ●電 �●窓  221-6480 平日（水曜除く）9～12時、15～17時

もうえクリニック ●窓  平日（木曜除く）9～12時、15～18時。土曜9～12時

荻
野

住友内科医院 ●電 �●窓  080-2114-6192 月・火・木曜9時～11時30分、15時～17時30分。水・土曜9～12時
相州病院 ●かのみ ●電 �●窓  241-3351 平日9時30分～16時30分
あらかわクリニック ●か優先 ●窓  241-1616 平日（水曜午後除く）9～12時、15時～17時30分。土曜9～12時
林医院 ●電 �●窓  241-1205 平日（木曜午後除く）8時30分～11時30分、15時30分～17時

土曜8時30分～11時30分
馬嶋医院 ●か優先 ●電 � HP � 241-1350 月・水・金曜13時30分～15時30分。 HPは来院歴のある方のみ
鳶尾診療所 ●電 � 241-7100 平日（水曜除く）12～14時
荻野クリニック ●か優先 ●電 �●窓  242-3062 平日（木曜除く）9～12時。土曜9～12時
ひだかクリニック 3・4のみ

●かのみ ●窓  平日（木曜除く）9時～12時30分、15時～18時30分。土曜9～14時

小
鮎

松田内科クリニック 3・4のみ
●か優先 ●電 � 243-5225 火・水曜　午前中のみ

米澤外科内科 ●電 � 242-1111 平日15～17時
梶浦医院 3・4のみ

●か優先 ●電 �●窓  241-1932 平日（木曜午後除く）9～12時、14時30分～18時。土曜9～12時

玉
川

厚木佐藤病院 ●電 �●窓  070-1414-5166 月・火・木曜14～16時
神奈川リハビリテーション病院 ●電 � HP � 249-2220 平日9～12時、13～16時
亀田森の里病院 ●かのみ ●電 �●窓  247-2121 土曜午後
黄金井形成外科小児科クリニック ●か優先 ●電 �●窓  248-7777 平日（水曜午後除く）11～12時、14～16時
ＡＯＩ七沢リハビリテーション病院 ●電 �●窓  402-5511 平日8時30分～17時30分

緑
ケ
丘
池田クリニック ●電 � 221-5353
窪田医院 ●か優先 ●窓  221-2200 平日（木曜除く）16時～17時30分。土曜9～11時

南
毛
利

落合医院 3・4のみ ●電 �●窓  247-1577 平日（水曜除く）9～19時。土曜9～12時
とうめい厚木クリニック ●❹のみ

●か優先 ●電 �●窓  229-3377 平日8時30分～17時。土曜8時30分～12時
戸室耳鼻科 ●❹のみ ●電 � 223-8749 平日（木曜除く）9時30分～11時30分
トレリス内科クリニック ●電 � 200-9628
光ヶ丘医院 ●か優先 ●電 �●窓  221-1811 平日（木曜除く）9時～18時30分。木・土曜9～13時
石井耳鼻咽喉科医院 ●❹のみ

●か優先 ●電 �●窓  248-0082 詳細は HPに掲載
今岡医院 ●かのみ ●電 � 248-1046 平日9～12時、14～18時（木曜除く）。土曜9～12時、14～17時
湘南厚木病院 ●❹のみ ●電 � HP � 223-3684 詳細は HPに掲載
はせべ内科医院 3・4のみ ●電 �●窓  295-1241 平日（火曜除く）14時～14時45分、17時～17時45分
重田内科医院 ●❹のみ

●かのみ ●電 �●窓  247-0027 平日9～12時、15時～17時30分
すずき糖尿病内科クリニック ●か優先 ●電 � 281-8885 平日12時30分～13時30分

依
知

神奈川中央病院 ●電 �●窓  HP � 050-3612-9267 平日（木曜除く）10時～11時30分、14時～15時30分
徳川ファミリークリニック 3・4のみ ●電 �●窓  281-8651
とみた小児科 ●電 �●窓  222-3321 平日（木曜除く）9時～11時30分、15～17時。土曜9～11時
箕浦メディカルクリニック ●電 �●窓  245-0146

募
集ピースメッセージ放課後児童クラブ

夏季指導員を募集
　子どもの学びや遊びを
支援してみませんか。
対象　健康で児童の健全育成に熱意のあ
　　　る18歳以上
内容　入所児童の生活指導や見守りなど
期間　①7月21日～8月31日②8月1～31日
時間　7時30分～19時のうち6時間程度の
　　　交代勤務（勤務時間は調整可）
勤務先  市内各小学校など
募集人数　各クラブ若干名
報酬　時給1077円（通勤手当は通勤距離
　　　に応じて支給あり）
申市HPやこども育成課にあるエントリー
シートを直接または郵送で6月28日（必着）
までに〒243-8511こども育成課☎225-2582
へ。面接あり。
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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

7月1９日、９時15分～11時20分　要予約
7月25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
7月7日、９～12時 要予約（前日まで）
7月25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 6月20日、7月4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 7月11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

6月27日、13～16時
要予約（前週から受け付け。先着6人）

交通事故 6月17・24日、7月8日。13～16時
行 政 6月23日、7月14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 7月7日、13～16時
公 証 人 6月17日、7月1日・15日。13～15時
行政書士 7月4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4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

「野生生物のたくましく生きる姿はかっこいい！」と笑顔

野生生物が生きられる環境を守りたい
環境保全活動・野生生物調査団体「森

も

里
り

」代表

小林 夏子さん（25・鳶尾）
　小学生の頃から、市内の野生動物を守る活動
を続けています。傷ついた野鳥を県自然環境保
全センターに連れて行ったのがきっかけで、救
護活動に興味を持ちました。初めは獣医師を目
指していましたが、勉強やボランティア活動を
しているうちに、自然の中で伸び伸びと生きる
動物たちを守るために何かできないか考えるよ
うになりました。野生生物は、災害や開発です
みかがなくなっても適応できる強さを持ってい
ます。どんな状況でも生き抜こうとする姿を見
て、傷ついた動物を治すよりも、生息環境を守
る活動がしたいと思うようになりました。
　今は、七沢の里山で地元の方に協力してもら
いながら、生き物の調査や環境整備に取り組ん

でいます。人の手で草刈りや水路の泥出しをす
るのは重労働ですが、整備した道を通るアナグ
マや、泥を出した水場を使う野鳥がカメラに映
るととてもうれしいです。地元の方に環境の変
化を喜んでもらえるのも、喜びの一つです。
　今後は、人と自然のつながりを考えた森づく
り活動を広げてい
くつもりです。多
くの人に、自然を
生きる動物たちに
親しんでもらい、
環境保全に興味を
持ってもらいたい
と思っています。

記録した映像はＳＮＳで発信して
いる




