
マイナンバーカードを
� 取得しよう
　マイナンバーカードは本人確認書類や
健康保険証（事前登録が必要）として使
える他、取得するとコンビニで住民票の
写しや印鑑登録証明書が発行できます。

▪1 �申請� �
郵送またはインターネット（地方公共団体情報システム機
構のマイナンバーカード総合サイト）からの申請。マイナ
ンバーカードの申請に対応した証明写真機でも申請可

申
請
か
ら
受
け
取
り
ま
で

▪2 �交付通知書の受け取り� �
市役所からマイナンバーカード交付通知書を発送

▪3 �カードの交付� �
交付通知書、本人確認書類を用意し市民課窓口でカード
を受け取り

問市民課☎225-2039詳しくは　　厚木市�マイナンバーカード　　��検索

持って
便利に

窓口改善で交付をスムーズに 　４月から人員増や受け付け方法の見直しなど
で、効率的な交付ができるようになりました。

・交付窓口の増設、人員の増員
・交付通知書の発送を30日短縮
・１日当たりの最大交付数を約１50件から450件に

・手続きの簡略化
・発送状況の見える化

・交付にかかる時間を60％減
・１カ月先までの発送予定を市ホームページで公開

催 し
親子森のようちえん・夏
　8月29日、１0～１5時。七沢自然ふ
れあいセンター。夏の森探検、水
辺遊び、草木染めなど。市内在住
の未就学児と保護者70人。500円

（材料費、保険料。3歳未満は保険
料45円）。申8月5日までに七沢自
然ふれあいセンター☎248-3500
へ。抽選。 申2002015

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「はや
ぶさ2・小惑星リュウグウへの旅」
　6月１9日、7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25人。200円（中
学生以下50円）。申当日9時から観
覧券を販売。 2013036
■キッズ☆プラネタリウム

「たなばたさま」
　7月4日、①１0時～②１3時30分～

（各回40分）。七夕の星空や音楽など
を楽しむ。定員各回25人。200円（中
学生以下50円）。申6月20日（年間
パスポートを持つ方は１9日）9時
から電話で受け付け。 2113001
■昼寝タリウム
　木曜、１2時１5分～１2時45分。満
天の星の下、ゆったりと過ごす。
定員25人。200円（中学生以下50
円）。申当日9時から観覧券を販売。
1913007

■プラネタリウム特別番組
「ライブ投影」
　6月27日、１3時30分～１4時１0分。

「今夜の星空と注目の天文現象」を
テーマにスタッフが解説。定員25人。
200円（中学生以下50円）。申当日
9時から観覧券を販売。 2113002
■ミニ工作教室「ふわふわテープ玉」
　7月１１日、①１3時30分～②１4時
30分～（各回30分）。カラフルな
シートを使い、回すと形が変わる
おもちゃを作る。定員１0人。無料。
申当日9時から電話で受け付け。

2113003
■夏休み科学教室「ラジオ工作教室」
　8月29日、１3～１6時。ラジオを組
み立てながら仕組みを学ぶ。小学
生と保護者6組。3000円（材料費）。
申6月26日（市外の方は27日）9時
から電話で受け付け。 2113004
　いずれも先着順。会場、問い合
わせは子ども科学館☎221-4152。

あつぎ青春劇場
■唄う！青春劇場カラオケ大会
　7月3日、１4時45分～１6時。ゲス
トは川島由美。
■あつぎ青春劇場落語会
　7月24日、１１時～１2時30分。出演
は林家はな平。
　いずれもアミューあつぎ。定員50
人。500円。申当日直接会場へ。先着
順。問商業にぎわい課☎225-2840。

福祉のしごとフェア
　7月１8日、１0時30分～１6時。ア
ミューあつぎ。市内の介護事業所・
障がい児者支援施設の就職相談や
採用のための相談会。無料。申当
日直接会場へ。問実行委員会事務
局（愛の森学園内）☎248-52１１。
《「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。

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（　印の番号で、ウェブ
上から詳しい情報を確認できます。「 」と
記されたものは、申し込み可）

申

公式
アカウント

市HPでもPDF版を掲載
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展示会　8月5～9日
会　場　�あつぎ市民交流プラザ

　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。

申福祉総務課や公民館などにある
ハガキに平和への思いを込めた絵
やメッセージを書き、7月2１日まで
に回収箱へ。

問福祉総務課☎225-2200

ピースメッセージ
作 品 募 集

⃝問救急救命課☎223-9365

■応急手当普通救命講習会
《日時》7月9日、9～１2時《場所》消防本部《内容》
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《対象》市内在住在勤在学
の中学生以上１5人《費用》無料

　心肺蘇生の手順や機器の使い方を� �
学び、いざという時に備えませんか。

◆応急手当普及員講習会
《日時》7月27～29日（全3回）、9～１7時《場所》睦合
分署《内容》事業所や地域などで応急手当の方法を
教える資格の取得《対象》市内在住在勤在学の１8歳
以上１0人《費用》3740円（テキスト代）
　いずれも申■6月15〜23日◆6月15日〜7月6日に救
急救命課へ。抽選。 申■2041026◆2041027

救急救命講習会救急救命講習会
■チャレンジキャンプ
日時　8月2～6日（4泊5日）
内容　�ハイキング、野外宿泊・炊事、クラフトなど
対象　市内在住の小学5～中学3年生24人
費用　１万3000円（材料費、リネン代、保険料）
◆ステップアップキャンプ
日時　8月22～24日（2泊3日）
内容　�ティピー（円すい型）テント作り、野外炊事など
対象　市内在住の小学4～6年生36人
費用　7500円 （材料費、 リネン代、 保険料）

⃝問七沢自然ふれあいセンター☎248-3500

七沢自然ふれあい七沢自然ふれあい
センターの催し

　いずれも会場は七沢自然ふれあいセンター。�
申7月■8日◆22日までに電話で七沢自然ふれあい
センターへ。抽選。 申■2002003◆2002004

命を救う知識と技術を身につける

２

　4月に待機児童が初めて0人になりました。待機児
童対策を継続し、子育てしやすいまちを目指します。

子育てしやすい
環境づくり

問保育所のこと：保育課☎225-2231　　幼稚園・認定こども園のこと：こども育成課☎225-2262

保育所などの待機児童が０
ゼロ

に
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（人） 待機児童数の推移
待機児童って？
　入所できなかった児童数から、特定
の保育所への入所を希望する児童数な
どを除いたもの
待機児童を減らす取り組み
・受け入れ施設の増加
　�　17年からの3年間で15施設増やし、
約650人分の受け入れが可能に

・保育士などの人材確保
　�　市内に転入して保育施設で働く保
育士を対象に助成金を交付

斎場施設見学会
　6月25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１5～24日に市
斎場☎28１-8595へ。先着順。

講　座
情報プラザのパソコン講座
■中級者向け文書作成・表計算速
習講座
　7月4・１１・１8・25日、①9時50分
～②１3時１0分～（25日は①のみ。
全7回）。文書作成・表計算ソフト
を使った文章や表、グラフの作り
方、差し込み印刷などを学ぶ。定
員8人。3500円。 申2104001
■未経験者向けビデオ通話体験講座
　7月5・１2日（全2回）、１3時１0分～。
オンラインでのビデオ通話を体験。
定員8人。１000円。 申2104003
■シニア向けインターネット安全
教室
　7月１2日、9時50分～。インター
ネット詐欺などネットでのトラブ
ルの事例や対処法を学ぶ。60歳以
上8人。500円。 申2104004
■未経験者向けタブレット体験講座
　7月20・27日（全2回）、9時50分

～。タブレット端末の基本操作や
アプリのインストール、写真デー
タの編集方法などを学ぶ。定員8
人。１000円。 申2104005
■初心者向けカレンダー作成講座
　7月2１日、9時50分～。表計算ソ
フトでカレンダーを作る。定員8
人。500円。 申2104006
■初心者向けお知らせ文書作り講座
　7月2１・28日（全2回）、１3時１0分～。
文書作成ソフトで、自治会やPTA
のお知らせ文書、回覧などを作る。
定員8人。１000円。 申2104007
　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、
申番号、〒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（虚弱）チェック
　7月１2日、１0～１2時。老人福祉

センター寿荘。加齢で筋力や心身
の活力が低下した状態（フレイル）
を検査。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。 申2107002

きっかけ運動教室
　7月8・１5・29日、１0～１2時。あつぎ
市民交流プラザ。市内在住の65歳
以上20人（要介護認定を受けている
方は要相談）。無料。申6月23日から
介護福祉課☎225-2388へ。先着順。

夏休み下水道教室
　7月①22日＝扇町水再生セン
ター（小田原市）②22日＝酒

さか

匂
わ

水
再生センター（小田原市）③27日
＝柳島水再生センター（茅ケ崎市）
④29日＝四之宮水再生センター

（平塚市）。9時30分～１2時（②は
１3時30分～１6時）。下水処理場の
見学や微生物の観察、水質実験な
ど。県内在住の方各回30人。無料。
申7月8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。

伝統文化親子教室
■伝統文化こども茶道・いけばな
教室

　7月～2022年１月の土曜（全8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～高校生各回20人。申6月１5
日から電話で実行委員会・揚石☎
090-7１82-6040へ。先着順。
■伝統文化睦合こどもいけばな・
茶道教室
　7月～2022年１月の土曜（全8回）、
9時30分～１2時。睦合南公民館他。�
各回１000円（花・茶菓代）。小学～高
校生各回20人。申6月１5日から電話
またはEメールで実行委員会・齋
藤☎090-3536-6１75・ piro.hana�
saku030１@gmail.comへ。先着順。
■豊かな子供に！日舞教室
　7月～2022年１月の土曜（全22回）、�
①１3～１4時。宮の里自治会館②１5
～１6時。あつぎ市民交流プラザ。幼
児～中学生20人。１500円（足袋代）。
申6月１5日から電話で実行委員会・
山本☎090-2724-3776へ。先着順。

わくわくクラシック
鑑賞術講座
　①8月24日②9月28日③１0月26日
④１１月30日＝あつぎ市民交流プラ
ザ⑤2022年１月１5日＝文化会館。
１4～１5時。演奏家がクラシック音
楽を聞くこつや舞台の裏話、お勧
めの音楽を紹介。定員40人。１500
円（初回のみ）。申文化生涯学習
課や公民館にある申込書を、6月
１5日からファクスで厚木うきうき
クラシック事務局・佐々木☎228-
458１・ 228-6078へ。先着順。問
文化生涯学習課☎225-2508。

前期危険物取扱者保安講習
　第3種（一般取扱所）＝9月１5日
①9時40分～②１3時20分～③9月１6
日、１3時20分～。第1種（給油取
扱所）＝9月１6日、9時40分～。各回
１80分。文化会館。危険物関係法
令や災害予防対策、施設の安全管
理などの講習。危険物取扱者免状
を持ち、危険物を取り扱う方各回
１50人。4700円（県収入証紙代）。
申消防本部や分署にある申請書
を、7月2１日（消印有効）までに
〒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。



　本厚木駅周辺のゴミを拾うにぎわい美化清掃に参加し
ませんか。参加者には、まちのコイン「アユモ」を進呈
します。� 問商業にぎわい課☎225-2840
　日時　金曜　１5時～１5時30分
　申当日直接セーフティステーション番屋へ。

あつぎ
郷土博物館館學藝員のススメ

　今回は、友好都市あばしりの
眼前に広がるオホーツク海の生
きもの「クリオネ」をご紹介し
ます。クリオネは、巻き貝の仲
間で正式名称は「ハダカカメガ
イ（裸亀貝）」といい、体長は1
～3㌢です。ほぼ透明の体には、
オレンジ色の内臓が透けて見え
ます。神秘的な見た目と、胴体
横の翼足を動かして愛らしく泳
ぐ姿は「オホーツクの天使」と
も呼ばれています。

　なかなか間近で見られない生
きたクリオネを、特別展「友好
都市�あばしりとあつぎの自然」
で展示します。一度
は愛らしい姿を間近
で見てみてください。

オホーツクの天使
「クリオネ」

大塚真由美

詳しくは市HPに掲載
施設案内▲

問あつぎ郷土博物館☎225-2515

第21回 　博物館の学芸員が、あれ
これを語り倒すコーナー。

　新型コロナウイルスの影響
で、生活が困窮している方に
提供する食品を募集します。
日時　�6月27日 １0～１4時� �

（荒天の場合は7月4日）
場所　�市役所本庁舎� �

西側駐車場
受け入れ品　賞味期限が2カ
月以上あり、常温保存できる
未開封の物（米・調味料・缶
詰・菓子・レトルト食品・飲
料水など）や日用品（ペーパー
類・洗剤など）

特別展は、まん延防止等重点措置が
解除され次第開始

問フードバンクあつぎ
☎080-6602-2163（10～15時）

食品食品などのなどの
提供提供にに協力協力をを みんなでみんなで街街をきれいにをきれいに

にぎわいにぎわい美化清掃美化清掃

募集

問企画政策課☎225-2450

まちのコイン「アユモ」
街頭キャンペーン
　清掃活動に参加するとア
ユモがもらえ、アユモを使っ
てエコバッグがもらえる
キャンペーンを実施します。

日時　�6月2１～25日� �
１１～１4時

場所　�本厚木駅北口広場

アユモの
詳細はこちら

「アユモ」もらえます「アユモ」もらえます 春の叙勲 市内で受章された方を
紹介します。

―――― 瑞宝双光章 ――――
今井豊さん（85・旭町）地方自治功労＝元厚木市助役
今
いま

給
き い れ

黎達郎さん（7１・宮の里）警察功労＝元警視正
佐藤孝博さん（72・愛名）警察功労＝元警視正
長坂利夫さん（72・及川）警察功労＝元警視庁警部
三好章雄さん（72・三田）警察功労＝元警視庁警部

―――― 瑞宝単光章 ――――
眞鍋舜子さん（79・まつかげ台）統計調査功労＝元各
種統計調査員
與
よ

良
ら

登美代さん（62・下依知）看護業務功労＝元県立
足柄上病院副院長兼看護局長
小倉宏さん（73・長谷）消防功労＝元横浜市消防司令
安田日出男さん（72・岡田）警察功労＝元県警部補

―――― 緑綬褒章 ――――
秋桜会　社会奉仕活動功績＝社会福祉施設奉仕団体

―――― 黄綬褒章 ――――
馬場大作さん（55・恩名）業務精励（電気機器組立工・
卓越技能）＝NECスペーステクノロジー㈱生産本部
機器製造検査部主任
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発達障がい基礎講座
　7月１5日、9月１3日、１0月１8日、
１１月１7日、１2月１5日、2月8日（全
6回。１回のみの受講も可）。１0～１2
時。あつぎ市民交流プラザ。発達
障がいへの理解を深める。市内在
住在勤在学の方50人（託児・手話通
訳あり）。無料。申開催日の１0日前
までに厚木ASD支援センター・原
﨑☎204-8１34・ 204-8１65・ atsu�
giasd.office＠tomoni.or.jpへ。抽選。

市民水泳選手権大会
　8月１日、8時40分～１4時30分。
荻野運動公園。50㍍（自由形・平
泳ぎ・背泳ぎ・バタフライ）、200
㍍個人メドレー、リレー（フリー、
メドレー、混合）。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、大会当日
の年齢、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〒243-0002元町１5-１9市水
泳協会・渡辺 259-9１33へ。問市
水泳協会事務局・佐々木☎24１-
0938（１9～20時）。リレーは当日
会場で受け付け。7月１9日～8月１
日の健康チェックシートの提出が
必要。詳しくは市スポーツ協会
HPに掲載。

スポーツ協会の教室
■レベルアップゴルフ教室
　7月7・１4・2１・28日（全4回）、１9
～2１時。厚木ゴルフプラザ。技能
向上が目的の中級者向け技術講習。
市内在住在勤在学のゴルフ経験者

（児童・生徒は除く）8人。5000円。
◆キッズテニス教室
　7月22日、①１0～１2時②１3時30
分～１5時30分。東町スポーツセン
ター。基礎技術の講習（スポンジ
ボールなどを使用）。市内在住の
①年中～小学3年生②年中～小学6
年生各部20人。800円。
●夏休みジュニアゴルフ教室
　7月26・27日（全2回）、9時30分
～１１時。厚木ゴルフガーデン。基
礎技術の講習。市内在住の小学3
～6年生１0人。2000円。
●夏休みジュニアサッカー教室

　7月27・28・29日（全3回）、9～
１１時。及川球技場。湘南ベルマー
レスポーツクラブインストラクターら
による基礎技術の講習。市内在住
の小学生１00人。１500円。
●初心者ボウリング教室
　7月3１日、8月１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。
　いずれも申ハガキ、ファクス、
メールに教室名、〒住所、氏名（ふ
りがな）、年齢、学年、電話番号、
◆は参加時間を書き、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。

募　集
農業委員（非常勤特別職）
　《対象》農業に関する識見を持
ち、職務を遂行できる方2人《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《任期》１0月中旬～2022年１0月
１6日《報酬》月額3万9400円。申
農業政策課、都市農業支援セン
ター、市政情報コーナー、公民館、
市HPにある申込書を6月１6日～7
月１5日（必着）に直接または郵送
で〒243-85１１農業政策課☎225-
2800へ。詳しくは市HPに掲載。

市営住宅の入居者
　《対象》旭町ハイツ（旭町2-１１-
１0）3DK＝2戸、妻田東ハイツ（1）

（妻田東１-2１-１）3DK＝１戸、妻田
東ハイツ（3）（妻田東１-2１-3）3DK
＝3戸・2DK＝１戸、宮の里ハイツ
（宮の里１-１-8）１LDK＝１戸・3DK
＝7戸、上向原ハイツＡ（及川2-9-
１）3DK＝１戸、戸室ハイツＡ（戸
室5-2１-１）2DK＝１戸・１K（単身者
用）＝１戸《資格》①夫婦（婚約
者を含む）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（単身者は①の家族要
件を除く）《入居日》１0月１日《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
駅連絡所にある申込書を6月１5～
30日に直接、住宅課☎225-2346へ。

心身障害者医療証送付用
封筒への広告主
　心身障害者医療費助成対象者に
送付するための窓付封筒の広告主
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。

行政改革調査委員会の委員
　市の行政改革に関する事項を審
議・検討する委員を募集します。
　《対象》①市内在住在勤在学の
１8歳以上②平日の会議（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市の議員・職員
でない―の全てを満たす方2人《任
期》委嘱の日から2年間《報酬》

日額7800円（交通費含む）。申行
政経営課や市HPにある申込書を
郵送、ファクス、Eメールで7月
１5日（消印有効）までに〒243-85１１
行政経営課☎225-2１60・ 225-
3732・ 0600@city.atsugi.kana�
gawa.jpへ。7月下旬に面接。

子育て
親子ふれあい遊び
■2歳児
　7月2日。市内在住の2歳児と保
護者１5組。申2112005
◆7カ月から歩き始めの子ども
　7月１6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）。 申2112003
●1歳児
　7月30日。市内在住の１歳児と保
護者１5組。 申2112004
　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「ふ
れあい遊び」を楽しむ。無料。申■6
月25日◆7月9日●21日までに子育
て支援センター☎225-2922へ。抽選。
《「子育て」は4面に続きます》



４

　鑑賞料、上映時間などの詳細は、直接
劇場へ。感染症予防のため、座席の間
隔を空けるなどの対策をしています。
問あつぎのえいがかん kiki☎240-0600

僕が跳びはねる理由
6月5〜24日

街の上で
14歳の栞 6月6〜18日
ブックセラーズ

6月12〜25日アンモナイトの目覚め
花束みたいな恋をした
ビーチ・バム　まじめ
に不真面目

6月19日〜
� 7月2日

王の願い　ハングルの
始まり

6月25日〜
� 7月8日

ラブ・セカンド・サイ
ト　はじまりは初恋の
おわりから

6月26日〜
� 7月9日

ブータン　山の教室

ベビーマッサージ
　7月9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
触れ合い方を学ぶ。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23日～7月2日に子
育て支援センター☎225-2922へ。
抽選。 申2112001

ブックスタート
　感染症拡大防止のため当面の間
読み聞かせは行わず、次の窓口で
絵本などを渡します。母子健康手
帳をお持ちください。①中央図書
館＝9～17時②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③荻野・南毛
利公民館の図書室＝10～17時④移
動図書館わかあゆ号。市内在住で
2020年4月2日以降に生まれた赤
ちゃんと保護者（赤ちゃん1人に
つき1回）。生後4カ月頃からが最
適。無料。詳細は市HPに掲載。
問中央図書館☎223-0033。

あそぼう！まなぼう！
まめの木タイム
　7月12日、11～12時。妻田児童館。
発達に関する講座や、親子触れ合
い遊びなど。乳幼児と保護者10組
程度。申当日直接会場へ。先着順。

問療育相談センター☎225-2252。

お知らせ
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、障害基礎年金や遺族基礎年金
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。

行政相談委員に4人を委嘱
　4月1日に行政相談委員として、
作川茂さん、清田増夫さん、森厚
子さん、渡辺賢子さんが総務大臣
から委嘱されました。社会福祉、
医療保険、年金、国道、労働基準、
雇用保険など、国の行政機関の業
務に関する苦情などの相談に応
じ、解決を手伝います。
　《相談日時》第2・4木曜、13～
16時《場所》市役所本庁舎。問市
民協働推進課☎225-2100。

荻野運動公園屋外プール
オープン
　《期間》7月1日～8月31日、9時
20分～20時30分（土・日曜、7月
17日～8月31日は90分の入れ替え
制。入場は最大120人。詳細は荻野
運動公園HPに掲載）《料金》410
円（小・中学生210円）《休業日》
月曜（祝日の場合は火曜）。問荻

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10〜13日 ハクビ和紙ちぎり絵作品展（ちぎ
り絵）

7月15〜20日 第15回　陶²展（陶芸作品）
7月21〜27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） 7月16日〜8月18日 あつぎ青空アート展〜第30回野外

彫刻造形展〜展示

問あつぎ市民交流プラザ
☎225-25107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。7月

13・27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

14・28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

1・15・29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

2・16・30日※ 宮の里公園
上戸田児童館

10：30〜11：30
15：15〜16：00

6・20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

7・21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

8日 長谷公園
毛利台児童館

14：30〜15：10
15：30〜16：00

9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

※下戸田菅原神社は工事のため5月から休止。

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 19日 愛甲・小野

7日 上依知・妻田 20日 荻野新宿

8日 飯山中部・及川 21日 下古沢・温水恩名

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。6歳までの子どもと保護者《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 2112002
7月

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

「女だから、男だから、ではなく、「女だから、男だから、ではなく、
　　� 　私だから、の時代へ。」　　� 　私だから、の時代へ。」

2021年度のキャッチフレーズ

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

みみ んん ななの で
つくる
声声

ままちち
《意見交換会》
市心身障害者福祉手当支給条例の
一部改正
　7月3日、10時30分～12時。市役
所本庁舎。手話通訳・要約筆記あ
り。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、
電話番号を書き、6月30日までに
障がい福祉課☎225-2221・ 224-
0229・ 2100@city.atsugi.kanaga�
wa.jpへ。

が、気に掛かる親子がいる」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。

献血のお知らせ
　7月21日、10～16時（12時～13時
30分は除く）。本厚木駅北口。本
厚木献血ルームでは、年末年始を
除く9時40分～17時30分に随時受
け付け。内容で時間が異なる。問県
赤十字血液センター☎228-9818。

ゼロ円ソーラー
　「0円ソーラー」を利用すると、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。

野運動公園☎225-2689。

ふれあいプラザの閉館
　再整備に伴い8月31日に閉館しま�
す。新しい施設は2023年7月に開館予�
定。問ふれあいプラザ☎225-2081。

国民健康保険被保険者証
（兼高齢受給者証）を更新
　7月24日頃までに特定記録郵便
（転送不要）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18日までに電話で国保年金
課☎225-2120へ。

国民健康保険料が決定
　2021年度の国民健康保険料の料
率・料額が決まりました。納入通
知書は6月中旬に発送します。
　《医療分》①所得割＝20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
6.14％②均等割＝1人2万2484円③
平等割＝1世帯2万1850円《後期分》
①所得割＝20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2.21％②均等
割＝1人7887円③平等割＝1世帯
7664円《介護分》①所得割＝20年
の総所得金額（譲渡所得含む）から
基礎控除43万円を差し引いた額の
2.25％②均等割＝1人9208円③平等
割＝1世帯6378円《限度額》医療
分63万円、後期分19万円、介護分
17万円。所得金額が基準以下の世
帯は軽減措置あり（20年の所得税の
確定申告または市・県民税の申告
が必要）。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から納付できるサービス）、
L
ラ イ ン
INEP

ペ イ
ay、P

ペ イ
ayP

ペ イ
ay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。

心配な家庭を見つけたら
　外出自粛や在宅勤務のストレス
で、配偶者・パートナーからの暴
力や児童虐待などの増加が懸念さ
れます。「怒鳴り声や泣き声が頻
繁に聞こえる」「いつも一人でいる
子どもがいる」「虐待か分からない
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2020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月と12月に予
算の執行状況を公表しています。
今回は、2020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 1254億4571万円 1127億4710万円 89.9% 1084億5732万円 86.5%

特
別
会
計

公共用地取得事業 15億7989万円 5億9537万円 37.7% 14億6808万円 92.9%

後期高齢者医療事業 32億1312万円 30億4400万円 94.7% 29億3366万円 91.3%

国民健康保険事業 215億2056万円 197億9764万円 92.0% 199億940万円 92.5%

介護保険事業 148億8356万円 145億3913万円 97.7% 135億2647万円 90.9%

小計 411億9713万円 379億7614万円 92.2% 378億3761万円 91.8%

合　計 1666億4284万円 1507億2324万円 90.4% 1462億9493万円 87.8%

■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

90.490.4％％
支出済み割合支出済み割合

87.8％87.8％

� 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 144億6862万円 142億3189万円 98.4%
法人市民税 84億3274万円 85億3046万円 101.2%
固定資産税 202億1680万円 203億9235万円 100.9%
軽自動車税 4億7868万円 4億5797万円 95.7%
市たばこ税 19億239万円 17億5949万円 92.5%
都市計画税 24億3875万円 24億3247万円 99.7%
入湯税 555万円 209万円 37.7%
合　計 479億4353万円 478億672万円 99.7%

種　別 現在高

公
有
財
産

土　地 4075428.46㎡

建　物 567415.13㎡

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 152億6618万円

国民健康保険事業基金 9億297万円

社会福祉基金 2億432万円

みどりの基金 1億7692万円

庁舎整備基金 50億3228万円

その他15基金 48億5830万円

基金（計） 264億4097万円

款　名 予算現額 収入済額 収入割合
市税 479億4353万円 478億672万円 99.7%
地方譲与税 5億2200万円 5億2808万円 101.2%
地方消費税交付金 52億4000万円 53億2845万円 101.7%
国庫支出金 399億7388万円 381億2321万円 95.4%
県支出金 58億7143万円 42億6508万円 72.6%
繰越金 43億8874万円 43億8874万円 100.0%
諸収入 38億130万円 35億645万円 92.2%
その他 177億483万円 88億37万円 49.7%

合　計 1254億4571万円 1127億4710万円 89.9%

区　分 予定額 執行額 執行割合
病
院

事業収益 120億354万円 123億3243万円 102.7%
事業費用 124億1431万円 112億1737万円 90.4%

下
水
道

事業収益 64億3609万円 63億71万円 97.9%
事業費用 62億3842万円 59億9511万円 96.1%

款　名 予算現額 支出済額 支出割合
議会費 4億4998万円 4億3339万円 96.3%
総務費 147億93万円 121億1776万円 82.4%
民生費 586億665万円 560億505万円 95.6%
衛生費 104億4080万円 92億4959万円 88.6%
労働費 3億7723万円 3億5926万円 95.2%
農林水産業費 9億196万円 6億3969万円 70.9%
商工費 53億3487万円 49億6870万円 93.1%
土木費 153億5845万円 89億9700万円 58.6%
消防費 35億9287万円 32億685万円 89.3%
教育費 102億9892万円 73億823万円 71.0%
公債費 53億639万円 51億7180万円 97.5%
予備費 7666万円 0円 —

合　計 1254億4571万円 1084億5732万円 86.5%

■市の財産

◆歳入 ■市税の内訳

◆歳出

区　分 現在高

一般会計 488億4322万円

公共用地取得事業特別会計 19億1149万円

合　計 507億5471万円

■地方債（借入金）
区　分 現在高

病院事業会計 155億9462万円
下水道事業会計 196億3947万円

■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、1620億1587万円となります。

　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 1億1678万円
病院整備基金 9961万円

合　計 2億1639万円

■基金

対象　健康で児童の健全育成に熱意のある方
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24日②8月1～24日（日曜除く）、3日間お盆休みあり
時間　��7時30分～19時のうち6時間程度のローテーション勤務（勤務時

間は調整可）
報酬　時給1045円（通勤手当は市の規定額を支給）
勤務先　市内各小学校の放課後児童クラブ
募集人数　各クラブ若干名

問こども育成課☎225-2582

実務経験がある保健師と保育士を募集します。 　夏休み期間中の子どもたちの学びや遊
びをサポートする指導員を募集します。

申市HPにある申込書を、直接または郵
送で6月25日（必着）までに〒243-8511こ
ども育成課へ。面接あり。

放課後児童クラブ放課後児童クラブ
　夏季臨時指導員　夏季臨時指導員をを募集募集任期付きの市職員を募集経験を生かして

働きませんか

問職員課☎225-2070

■保健師=4人程度
《対象》保健師の実務経験があり、1964年4月2日～91年4月1日に生まれ、
保健師免許と第1種普通自動車運転免許証を持つ方

《内容》母子や成人、高齢者などの健康の増進に関する業務
■保育士=4人程度

《対象》保育士の実務経験があり、
1964年4月2日～91年4月1日に生ま
れ、保育士資格を持つ方

《内容》市立保育所での保育業務
（クラス担任）
申市役所本庁舎や市HPにある申込書
を郵送で6月21日（消印有効）までに
〒243-8511職員課へ（電子申請も可）。
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医院名 対象、予約方法 電話番号 備考 住所

厚
　
木

近藤病院 ●か優先 221-2375 9～16時 東町3-3
厚木循環器・内科クリニック ●●かのみ、☎のみ 水曜14～16時 泉町3-5 厚木フォーラムビル3階
佐々木内科クリニック ●●か優先 221-0088 水引2-1-14
星こどもクリニック ●●かのみ 15～17時 田村町6-39
本厚木かかりつけクリニック ☎のみ 297-1919 中町3-1-15 笹生ビル
有泉こどもクリニック Web 可、※1 224-8878 10～11時 中町2-13-16
イオン厚木オアシス診療所 297-4123 HP参照 中町1-5-10 イオン厚木1階
厚木中町クリニック ●●かのみ 13～15時 中町4-10-2 ハラダ中町ビル1階
あつぎファミリークリニック ●●かのみ 日時指定不可 中町1-6-7
うめぞの内科クリニック ●●かのみ 中町4-4-15 TMビル本厚木1階
仁厚会病院 Web のみ 中町3-8-11
杉浦医院 ●●か優先 221-0121 9時30分～16時 中町1-8-6
ゆみの内科クリニック ●●かのみ 15～16時 中町2-8-7 グランデ本厚木中町1階
わたなべ泌尿器科クリニック Web のみ HP参照 中町1-5-10 イオン厚木店8階
本厚木駅前内科・皮膚科クリニック ●●かのみ HP参照 中町4-14-4 山口ビル3階
ヘルスケアクリニック厚木 ☎のみ 227-2006 旭町1-25-1 本厚木ミハラス3階
新井医院 ●か優先、☎のみ 229-4341 10～12時、15～17時 旭町1-27-5 MSビル3階
笹生循環器クリニック 227-1919 9時30分～12時、15時30分～17時30分 旭町5-47-1
高野クリニック 227-1177 14～16時（土曜は12～14時） 旭町1-15-16 千幸ビル8階
塩塚小児科 ※2 090-8589-7639 14～16時 旭町2-12-15
井上耳鼻咽喉科医院 ●●かのみ 泉町10-16

相
川 高橋内科医院 ●か優先 229-0188 酒井2537

睦
　
合

鈴木内科クリニック ●かのみ 林3-6-38
林眼科クリニック 窓口 可 225-6820 林4-1-10-2階
田島外科 ●か優先、窓口 可 241-8715 16～18時 及川1-12-15
ちどりこどもクリニック ☎のみ 297-7715 妻田北3-17-33
古屋産婦人科医院 窓口 可 224-8803 10～11時 妻田東2-3-3
丸山内科クリニック ●か優先 221-6480 日時指定不可 妻田東2-30-38
妻田内科クリニック 223-3121 10～12時、14時30分～16時30分（土曜は10～13時） 妻田西3-17-8
並木産婦人科クリニック 223-1103 12時30分～15時 妻田西2-17-12
えんどう耳鼻咽喉科 ●か優先 297-4187 9～17時 妻田西3-13-27
もうえクリニック ●かのみ、窓口 のみ 妻田西3-13-36

医療機関での
個別接種を開始

　65歳以上の方が、医療機関でワクチンを接種できる個別接種を
６月７日から始めました。対応医院は下表のとおりです。受け付
けや接種開始日は医療機関ごとに異なります。事前に確認をお願
いします。� ※情報は6月1日時点

※1…初診の方は接種2日前までに来院しカルテを作成　※2…小児科医院のため、持病のない方のみ受け付け

新型コロナウイルスワクチン接種関連情報

●かのみ…かかりつけ患者のみ受け付け
●●か優先…かかりつけ患者を優先して受け付け

…電話受付時間

Web のみ…インターネット予約のみ
Web 可…インターネット予約可能
窓口 可… 病院窓口で予約可能

窓口 のみ…病院窓口でのみ予約受け付け
窓口 優先…窓口での予約を優先
☎のみ…電話でのみ予約受け付け

　新型コロナウイルス感染症の影響が長
期化する中で、ひとり親世帯を対象に、
給付金を支給します。

　パラリンピック発祥の地であるイギリスのストーク・マンデビルで採火
された火と、全都道府県で採火された火を集め、開催都市東京へ送り出す
イベントです。県内全市町村で実施し、火を一つに集め東京へ送り出します。

《対象》①公的年金給付などの受給に
より児童扶養手当を受けていない②
新型コロナウイルス感染症の影響を
受けて家計が急変し、収入が児童扶
養手当の対象となる水準に下がった
―のいずれかに該当する方
《支給額》児童一人当たり５万円

申市HPにある申請書と
必要書類を、直接または
郵送で2022年2月28日（必
着）までに〒243-8511子
育て給付課へ。
詳しくは市HPに掲載。

給付金でひとり親世帯をサポート 開催都市「東京」へ火を送り出そう

低所得の子育て世帯に対する
子育て世帯生活支援特別給付金

問子育て給付課☎225-2241 問企画政策課☎225-2451

東京2020パラリンピック聖火フェスティバル東京2020パラリンピック聖火フェスティバル

◆厚木市の聖火フェスティバル
日時　８月14日　10～11時
　　　雨天時は８月15日に順延
会場　厚木中央公園
内容　�参加者が円形上に集まり、代

表者２人がソーラークッカー
を使い点火棒に採火。点火棒
を参加者が順々に手渡し、火
を一つに集める

対象　�市内在住の30人（中学生以
下は保護者同伴。介助が必
要な方は各自手配）

費用　無料

申市HPにある申請書を、郵送ま
たはファクスで６月30日（必着）
までに〒243-8511企画政策課
225-3732へ。抽選。申 2151001

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

個別接種を予約した方で、集団接種も予約済の方は、二重予約でワ
クチンを無駄にしないよう、コールセンターまたはインターネット
から集団接種の予約を取り消してください。

重
要

■ 個別接種の開始に伴い、公民館での集団接種は6月27日で終了し
ます。保健福祉センターでは7月以降も引き続き実施します。



72021(令和３)年６月15日

　
医院名 対象、予約方法 電話番号 備考 住所

依
　
知

徳川ファミリークリニック ●か優先 281-8651 上依知3002
とみた小児科 222-3321 9～12時、15～17時 金田569-1
神奈川中央病院 ●かのみ 関口812-5
箕浦メディカルクリニック ●か優先 245-0146 関口823-1

南
毛
利

戸室耳鼻科 ●か優先 223-8749 月・火・水・金曜 戸室1-32-3 グレースビル
トレリス内科クリニック ●か優先 200-9628 戸室5-31-1 アツギトレリス3階
はせべ内科医院 ●か優先 295-1241 戸室1-32-3 グレースビル3階
光ヶ丘医院 ●か優先 221-1811 HP参照 恩名2-23-26
石井耳鼻咽喉科医院 ●か優先 248-0082 HP参照 愛名972-5
今岡医院 ●か優先、窓口 優先 248-1046 15～16時 愛甲西3-2-6
落合医院 ☎のみ 247-1577 HP参照 温水1016
湘南厚木病院 ●か優先 223-3636 温水118-1
重田内科医院 ●かのみ 愛甲1-5-9 芦川ビル2階
すずき糖尿病内科クリニック ●かのみ 12時30分～13時30分 愛甲1-3-24 エランドール2階

緑
ケ
丘

池田クリニック ●か優先 221-5353 緑ケ丘1-6-5
窪田医院 ●か優先、窓口 のみ 221-2200 緑ケ丘2-5-5

玉 

川

厚木佐藤病院 ●か優先 070-1414-5166 14～16時 小野759
黄金井形成外科小児科クリニック ●かのみ 14～16時 七沢804
神奈川リハビリテーション病院 249-2489 9～12時、13～16時 七沢516

小 

鮎

松田内科クリニック ●か優先 243-5225 飯山2119-7 クラウドⅠ-1階
米澤外科内科 ●かのみ、窓口 のみ 飯山172
梶浦医院 ●か優先 241-1932 飯山3601

荻
　
野

住友内科医院 ●か優先、窓口 のみ 080-2114-6192 上荻野269-3
相州病院 241-3351 HP参照 上荻野1682-3
あらかわクリニック 241-1616 9時～11時30分、15時30分～17時30分 上荻野1164-1
荻野クリニック ●かのみ 9～12時 下荻野1101-1-101
馬嶋医院 ●か優先 241-1350 下荻野1120
林医院 241-1205 9～11時、15時30分～17時 下荻野421

一人一人の行動が地球を守る
　環境月間に合わせ、学芸員の吉田さんと
自然観察をしてきました。七沢にある県自
然環境保全センターでは、ホトトギスやヒ
ヨドリなどいろいろな鳥の声が聞こえ、多
くの野鳥がいることを実感。残念ながら姿
は見られませんでしたが、たくさんの動植
物が伸び伸び暮らしている様子を垣間見
ることができました。

　一方園内の沼では、誰かが外来種のアメ
リカザリガニを持ち込んだことで、元々い
た生き物が食べられてしまったそうです。
たった数匹が環境を荒らし、すっかり景色
を変えてしまうことに驚きました。「地球を
守る」と言うと大きな目標に聞こえますが、
環境を変えたのも私たち人間。一人一人が
ルールを守る積み重ねが、地球の未来を守
ることにつながると改めて痛感しました。
私も、外来種
を持ち込ま
ない、ごみは
適切に捨て
るなど、でき
ることから
始めたいと
思います。

市民リポーター
大西 ますみさん（43・飯山）

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

広い園内ではたくさんの鳥の声が聞こえた

　接種券の発送時期は未定です。決まり次第、市ホー
ムページや広報紙でお知らせします。

　2022年3月31日時点で16～64歳で基礎疾患がある方の接種券の申請を、
市ホームページやコールセンターで受け付けています。

《対象》次のいずれかに該当する方
■以下の病気や状態の方で、通院や入院している方

■基準（BMI 30以上）を満たす肥満の方

❶慢性の呼吸器の病気❷慢性の心臓病（高血圧を含む）❸慢性の腎臓病❹慢
性の肝臓病（肝硬変など）❺インスリンや飲み薬で治療中の糖尿病または他
の病気を併発している糖尿病❻血液の病気（鉄欠乏性貧血を除く）❼免疫の
機能が低下する病気（治療中の悪性腫瘍を含む）❽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❾免疫の異常に伴う神経疾患や神経筋疾患
❿神経疾患や神経筋疾患が原因で身体の機能が衰えた状態（呼吸障害など）
⓫染色体異常⓬重症心身障害（重度の肢体不自由と重度の知的障害が重複し
た状態）⓭睡眠時無呼吸症候群⓮重い精神疾患（精神疾患の治療で入院、精神
障害者保健福祉手帳を所持、自立支援医療（精神通院医療）で「重度かつ継
続」に該当）や知的障害（療育手帳を所持）

※BMI ＝ 体重（㌕）÷ 身長（㍍）÷ 身長（㍍）
　 BMI 30の目安：身長170㌢で体重87㌕、身長160㌢で体重77㌕

基礎疾患のある方は申請が必要です

◆あつぎ環境市民の会　第1木曜、18～21時。
睦合西公民館他（オンライン開催あり）。環境課
題に対する情報発信。環境問題に関心のある方。
年会費1000円。問鷺

さぎ

谷
たに

☎090-7243-9254。
◆将棋月曜会　月曜、13～17時。南毛利公民館
他。将棋の対局とクラス別のリーグ戦。初心者
歓迎。無料。問横溝☎070-4807-9502。
◆複音ハーモニカ「スマイル」　第1・3木曜、17
～19時。第2・4・5木曜、13～16時。毛利台老人
憩いの家。歌謡曲や抒情歌の合奏を楽しむ。定
員3人程度。無料。問久方☎211-6163へ。先着順。

伝言板
　サークルの情報など
を紹介。開催状況は、
事前に問い合わせてく
ださい。

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）
2全日（9〜17時）
3489平日（9〜17時）

※コロナ接触確認アプリ
協力金（第６・７・８・９・10弾）

経営相談

営業時間短縮要請・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、C

コ コ ア

OCOA※・濃厚接触者のことなど

協力金（第９・10弾）のうち、まん
延防止等重点措置区域内のこと

1

2

8

9

3
4

0570-056-774
045-285-0536☎
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児童虐待
Ｄ Ｖ
（女性専用）

月～金曜、９～17時 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、13～15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

生活習慣病
予 防 6月22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
6月21日、13～15時50分 要予約（前日まで）
7月1日、９～11時50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 第4水曜、18時～20時50分 要予約

在宅医療 月～金曜、９～17時 　厚木医師会在宅相談室
　ル リアン☎240-03９3

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）
介護、健康、地域参加、日常生活の悩みなど

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 6月21日、7月5日。13～16時

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）

司 法 書
士 法 律

6月28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18・25日、7月９日。13～16時
行 政 6月24日、7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 7月1日、13～16時
公 証 人 7月2日、13～15時
行政書士 7月5日、13～16時
人 権 第1～4水曜、13～16時 ※電話での相談
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2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 
日時は問い合わせてください。

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・合併症の方な
どの食事。日程は問い合わせてください。

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。日程は問い合わせてください。

エイズ・梅毒の
検査・相談

月2回程度実施（木曜）。要予約
相談は匿名で随時。日時は問い合わせてください。

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  

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

　大学で農学を専攻し、食用花の栄養価などを
研究しています。今年３月、研究室の仲間と花
のジャムを作りました。
　子どもの頃から理科の実験が好きで、新しい
器具に触れるのが楽しみでした。栄養に興味を
持ったのは中学３年の頃、飢餓にあえぐ人々を
テレビで見たのがきっかけです。その光景が忘
れられず、栄養や食を学べる大学に進みました。
　３年生で食品の栄養機能を学ぶ研究室に入り
ましたが、感染症の影響でほとんど大学に行け
ませんでした。そんな中、先生から「コロナ禍
で食用花が売れず農家が困っている。みんなで
活用する方法を考えよう」と提案があり、ジャ
ム作りが始まりました。花の選定や加工方法、

商品名、ラベルのデザインまで、仲間と話し合っ
て考案。花の良さを生かすため特にジャムと花
の色合いにこだわりました。農家の方に「あり
がとう、助かった」と言われた時は、とてもう
れしかったです。自分の研究が誰かの役に立つ
と気付き、新鮮な気持ちでした。
　就職を考えていましたが、ジャム作りを経て、
大学院でもっと学び
たいと思うようにな
りました。今後は、
食用花の栄養素を
使った新しい商品開
発を目標に研究を続
けたいです。

好きな研究で人の役に立ちたい
東京農業大学農学部デザイン農学科４年

大場 安奈さん（23）

ジャムの売上金10万円を医療従事者支援のために日本財
団に寄付した

※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

花の機能性を調べるためにポリ
フェノールを抽出する実験


