
厚木産厚木産ののナシ・ブドウナシ・ブドウ
　市内の農家が栽培したナシ・ブドウが旬を迎えて
います。厚木の味覚を味わってみませんか。

問農業政策課☎225-2801

詳しくはJAあつぎHPに掲載

《販売場所》�夢未市やJAあつぎ直売所、
各農家直売所など

厚木のナシ・ブドウ
　かながわブランドに登録され、鮮度とみ
ずみずしい味わいが特徴。ナシは幸水・豊
水・あけみずなど、ブドウはシャインマス
カットや巨峰、藤稔などを生産しています。

もぎとりも実施中
《実施期間》8月中旬～9月上旬
《もぎとりができる園》
ナシ たかざわふぁ～む （愛甲3002）☎250-1174
ブドウ 玉川ぶどう園 （小野1028）☎248-0464
※�予約が必要です。事前に問い合わせてください

今が旬！

催 し

神奈川工科大学
厚木市子ども科学館の催し
■コスモシアター・
秋のプラネタリウム番組
　9月4日～11月28日、毎日（休館
日除く）＝15時～「地球ミュージ
アム」。土曜＝10時～「きらきら
タイム」。日曜、祝日＝10時～「は
じめての宇宙（秋）お月さまの形
はなぜかわる？」。土・日曜、祝
日＝11時30分～「コズミックフロ
ント・時間旅行」、13時30分～「ご
ん・GON, T

ザ

HE L
リ ト ル

ITTLE F
フォックス

OX」。
各回45分。番組前半は秋の星座解
説（きらきらタイムは除く）。各回25人。
200円（中学生以下50円）。申当日
9時から観覧券を販売。 2113010
■昼寝タリウム
　9月①9日②16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
■ミニ工作教室
「ガリガリプロペラ」
　9月12日、①13時30分～②14時
30分～（各回30分）。針金と割り
箸でプロペラを作る。定員10人。
無料。申当日9時から電話で受け
付け。 2113009
■天体観望会
　9月18日、18～20時。天体望遠鏡
で月、金星、木星、土星などを観
察。定員25人。無料。申8月21日（市
外の方は22日）9時から電話で受
け付け。 2113014
■大人のためのプラネタリウム
「科学実験プラネタリウム」
　9月25日、18～19時。実験とプラ
ネタリウムで宇宙を知る。15歳以
上25人（中学生は除く）。200円。
申8月22日（年間パスポートを持つ
方は21日）9時から電話で受け付
け。 2113012

　いずれも先着順。会場、問い合
わせは子ども科学館☎221-4152。

七沢自然ふれあいセンター
の催し
■親子で草木染め
　9月26日、10～15時。自然散策、
草木染めなど。市内在住の親子50
人。700円（材料費、保険料）、3
歳未満45円（保険料）。抽選。
申2002010
◆ななさわ森のようちえん
森のたんけん隊
　10月6日、14時～16時30分。森探
検、森遊びなど。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。 申2002032
■天体観望会・星の体重の測り方
　10月8日、18時30分～20時30分。
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。 申2002018
　いずれも七沢自然ふれあいセン
ター。申■9月6日まで◆9月1～27
日に七沢自然ふれあいセンター☎
248-3500へ。
《「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。

� 感染対策　不要不急の外出自粛、マスクの着用、咳
せき

エチケット、小まめな手洗い・消毒を心掛けましょう
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⃝問健康づくり課☎225-2201⃝問地域包括ケア推進課☎225-2047

　毎日を元気に過ごすため、
心と体をリフレッシュしませ
んか。

体を動かしてリフレッシュ

視聴期間　9月16～22日
対象　 市内在住在勤在学の方50人
費用　 無料

日時　9月23日 10時～11時30分
対象　 市内在住在勤在学の方  

100人
費用　無料

日時　�9月21･22･24日  
11時～13時45分

場所　 市役所本庁舎
内容　 認知症予防につながる食材を

使ったメニュー各日25食

期間　9月1～30日
場所　 中央図書館
申Ｅメールに〒住所、氏名（ふりが
な）、電話番号を書き、8月16日～9
月10日に地域包括ケア推進課 1910 
@city.atsugi.kanagawa.jpへ。先着順

（●は直接会場へ）。

■A
ア モ ー レ
MOREコース（思い切り体を動かしたい方）

　日時　 10月11・20・28日、11月1・5・9日（全6回）　14～16時
　内容　 健康・栄養講座やラテン系エクササイズを学ぶ
　対象　 市内在住の40～59歳で介護保険サービスを利用

していない女性15人

あつぎオレンジフェスタあつぎオレンジフェスタ20212021

申8月16日～9月13日に健康づくり課☎225-2201へ。抽選。
2111004

■�認知症映画「ケアニン� あなた
でよかった」オンライン上映会

■�オンライン認知症サポーター
養成講座

●オレンジフェスタ特別ランチ

●認知症関連図書・パネル展示

大人女子のための
フィットネス・プログラムフィットネス・プログラム

認知症への
理解を深めよう

講師　志摩�宙人さん
横浜市多業種交流会「浜CHAN」会
長。「誰一人取り残さない世の中」
をテーマに活動。

２

　これまで押印を求めていた2243件の書類で、押印の廃止に向けた見直しをしています。
今後も、市民サービスの向上や事務の効率化を目指した取り組みを進めていきます。

市民サービスの向上と
事務手続きの効率化

問行政総務課☎225-2280

申請書などへの押印を見直し

廃止：1708件

継続：535件

見直し状況（6月末時点） 廃止した書類

継続して押印が必要な書類

あつぎ青春劇場
■唄う！青春劇場カラオケ大会
　9月4日、14時30分～16時。ゲス
トは小倉恵子。
■あつぎ青春劇場落語会
　9月25日、11時～12時30分。出演
は鈴

れい

々
れい
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ば

。
　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。

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。

ごちゃまぜフェス
　《ごちゃまぜ作品展・みんなち
がって、みんないい》8月19～23日、
11～15時。あつぎ市民交流プラザ。
絵画やクレイアートなどの展示《ご
ちゃまぜステージ》8月21日、13
時～15時30分。あつぎ市民交流プ
ラザ。サルサガムテープ音楽ライ
ブや、吉藤オリィ氏オンライン講
演会「障害を価値に変える・分身
ロボットO

お り ひ め

riHimeの挑戦」。定員
30人（オンライン80人）。無料。申8月
15～20日に市HPで申し込み。先着
順。問障がい福祉課☎225-2221。

お寺ヨガ
　9月25日、7～8時。飯山観音長
谷寺（送迎あり）。静寂な空間で
ヨガを体験。定員15人。2000円（講
師・送迎代）。申9月10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
私の心の取り扱い書作成講座
　10月3日、10～12時。あつぎ市民
交流プラザ。自分と上手に付き合
い成長するために「私の心」を理
解する講座。市内在住在勤在学の
女性20人。託児あり（要予約。1歳
～小学3年生）。申直接、電話また
はハガキに講座名、〒住所、氏名

（ふりがな）、電話番号、託児の有無
（子どもの氏名・ふりがな・生年
月日）を書き、9月14日（必着）ま
でに〒243-8511市民協働推進課☎
225-2215へ。抽選。 申2114002

身近な環境エコツアー・
里山の秋を見つけよう
　9月12日、9時30分～13時。あつ
ぎこどもの森公園。樹木板作りや

昆虫調査など。市内在住在学の小
学生と保護者20人。無料。申電話
またはファクスに〒住所、氏名、
年齢、電話番号を書き、8月31日
までに環境政策課☎225-2749・
223-1668へ。 申2132003

フレイルチェック
　9月8日、13時30分～15時30分。
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、8月27日（必
着）までに〒243-8511介護福祉課☎
225-2388へ。抽選。 申2107009

高齢者･障がい者等住まい
探し相談会
　9月17日、11月19日、1月21日、
3月18日。13時30分～16時。あつ
ぎ市民交流プラザ。高齢者、障が
い者などを対象とした住まい探し
の支援。各日最大5組（1組30分）。
無料。申希望日の2日前までに住
宅課☎225-2330へ。

きっかけ運動教室
　9月14・21・28日、14～16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8月25日から
介護福祉課☎225-2388へ。先着順。

健康運動指導士の未病運動講座
　10月8・20・28日、①9時30分～
②10時45分～（各回45分）。保健福
祉センター。健康運動指導士から
正しい歩き方、腰痛・膝痛予防の
運動とお腹回りをスッキリさせる
体操などを学ぶ。20歳以上各回15
人。 無料。 申9月17日までに健康
づくり課☎225-2201へ。抽選。

あつぎ協働大学「東京農業大学」
　9月12・18・25日（全3回）、10
時30分～12時（12日は10時～11時
30分）。ビデオ会議ツール「Z

ズ ー ム

oom」
を使った動物学や農学などのオン
ライン講座（詳細は市HPに掲載）。
市内在住在勤在学の方20人。600
円。申Eメールに氏名（ふりがな）、
〒住所、年齢、電話番号、Zoomの
利用経験有無、使用機器を書き、
8月30日までに文化生涯学習課☎
225-2512・ 0350@city.atsugi.ka 
nagawa.jpへ。抽選。 申2101002

応急手当普通救命講習会
　9月①9日②18日、①13時30分～
②9時～（各回180分）。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。市
内在住在勤在学の中学生以上15人。
　いずれも消防本部。無料。申①
8月16～23日②8月25日～9月1日に
救急救命課☎223-9365へ。抽選。
申①2041031②2041032

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3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。

情報プラザのパソコン講座
■未経験者向けパソコン講座
　9月7・14・21・28日（全4回）、13時
10分～。パソコンの基本操作やファ
イル管理方法、インターネット、メール、
セキュリティー対策などの基礎を学
ぶ。定員8人。2000円。 申2104012

見直した書類からは㊞を削除

　約8割の書類で押印を廃止
しました。

•公共下水道使用開始等届
•市税減免申請書
•�猫不妊・去勢手術費助成券
交付申請書など

•契約書
•請求書など



あつぎ
郷土博物館館學藝員のススメ

　クマゼミは最も大きなセミの
一種で、県内では海沿いを中心
にすみ着いています。成虫の雄
は晴れた日の午前中に「シャ
ア、シャア、シャア…」と甲高
く鳴きます。また、抜け殻は３
㌢以上と大きく、色は薄い茶褐
色です。中脚と後脚の付け根の
間にあるデベソのような突起で
識別できます。
　ひと夏に鳴き声が数回ほどしか

聞けないため、厚
木で見つかるセミの
中でレア度が最も
高い種類です。市

内のクマゼミは海岸部から飛来し
たと思われていましたが、最近に
なって近隣市の公園で抜け殻が見
つかり、成虫の飛来ではなくすみ
着いたことが確認されました。市
内でも見つけられるかもしれませ
んので、これはと
思う抜け殻を見つ
けたら郷土博物館
までご連絡ください。
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23回 　博物館の学芸員が、あれ
これを語り倒すコーナー。

　栄養相談や小学校、保育所での
栄養管理などをする職員を募集し
ます。

　ボランティア団体による犬
猫の写真やペットの適正飼育
などに関するパネル展を開催
します。

　普段体験できない獣医師の仕事や動物の生態
を学んでみませんか。

問生活環境課☎225-2750

職種　栄養士

日時　8月26日 14時～15時30分
場所　あつぎ市民交流プラザ
内容　�獣医師と一緒に縫合の体験や動物に関する

クイズなど
対象　小学生15人
費用　無料
申8月16日から生活環境課☎225-2750へ。先着順。

《日時》　8月26日 11～16時

対象　�1986年4月2日以降に生まれ、 
管理栄養士資格を持つ方

《場所》　�あつぎ市民交流プラザ

募集人数　若干名

《内容》　�新しい飼い主を待つ犬
猫の写真などの展示

配属先　�健康づくり課や学校給食
課、保育課など

《費用》　�無料
申当日直接会場へ。

一次試験日　9月19日

申8月27日までに市
HPから申し込み。

問職員課☎225-2070 問生活環境課☎225-2750

クマゼミの
抜け殻さがし
槐
えんじゅ

　真
まさ

史
し

市職員を募集
つなげようつなげよう命命！！
犬猫保護活動パネル犬猫保護活動パネル展展小学生小学生

獣医師体験獣医師体験

入場無料獣医師さんの
仕事をのぞく

３2021(令和３)年８月15日

■初心者向け文書作成講座
　9月8・15・22日（全3回）、9時50分
～。文書作成ソフトで、日常生活に役
立つ文書を作りながら基本操作を学
ぶ。定員8人。1500円。 申2104013
■初心者向け表計算講座
　9月10・17・24日（全3回）、9時50
分～。表計算ソフトでデータ入力
や表・グラフの作成、関数などの
基本操作を学ぶ。定員8人。1500円。
申2104014

■初・中級者向けデジタル写真活
用講座
　9月12・19日（全2回）、9時50分
～。写真編集ソフトで補正や管理
方法などを学ぶ。定員8人。1000円。
申2104015

　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、8月24日（必着）
までに〒243-0021岡田3050情報プ
ラザ☎220-2711へ。抽選。

スポーツ協会の教室
■初・中級テニス教室
　9月3・8・10・15・17・29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11・18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12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14・15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14・16・21・28・30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。
●幼児運動アカデミー（2学期）
　10月1・8・15・22・29日、11月5・

12・19・26日、12月3・10日（全11回）。
16時30分～17時30分。跳び箱や柔
軟体操を体験し運動能力を向上。
南毛利スポーツセンター。市内在住
の5・6歳の未就学児12人。各回500円。
●小学生トレーニングアカデミー
　10月1・8・15・22・29日、11月5・
12・19・26日、12月3・10日（全11回）。
17時50分～18時50分（運動能力テ
ストは20時まで）。南毛利スポーツ
センター。バランス能力や瞬発力を
高めるためのトレーニング講習会と
運動能力測定テスト。市内在住在
学の小学3～6年生20人。各回800円。
◆中学生ソフトテニススクール
　10月1・8・15・22・29日、11月5・
12・19・26日、12月10日（全10回）。
1部＝19時～、2部＝20時～（各回
55分）。南毛利スポーツセンター。初
心者向けの練習会。市内在住在学
の中学1年生各部12人。各回200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、◆は希望の部を
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。

初・中級テニス教室
　9月14・21・28日、10月5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Eメール、往復ハ
ガキに〒住所、氏名、電話番号を
書き、9月1日（必着）までに〒243-
0004水引1-3-5-404市ファミリー
テニス協会・川畑☎204-1050・
milkey823@gmail.com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》11月3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》
10月27・28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16～31日
に市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10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。

介護職員初任者研修
　10月1日～11月16日の火・木・
金（全20回）、8時40分～17時。あ
つぎ介護職員研修センター。地域
の介護を必要とする高齢者や障が
い者をサポートする介護職員養成
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
16日～9月17日（必着）に〒243-
0034船子322-1さつきの里あつぎ
☎227-1188へ。先着順。

宅建協会合同無料相談会
　9月11日、10～16時。宅建協会県
央支部。専門家による法律や税金、
不動産取引の相談。申9月10日まで
に宅建協会県央支部☎224-6561へ。

ハンドボール教室
　10月6日～11月24日の水曜（全7
回）、19時30分～21時。南毛利ス
ポーツセンター。ハンドボールを
楽しむ。中学生以上15人。各回
500円。申8月15日からハンドボー
ル協会・井上☎090-6130-6079へ。
先着順。

子育て
あそぼう!まなぼう!
まめの木タイム
　9月28日、11～12時。山際児童館。
乳幼児と保護者10組程度。手遊び・
親子触れ合い遊び、発達に関する
話など。申当日直接会場へ。先着順。 
問療育相談センター☎225-2252。

親子ふれあい遊び
■2歳児
　9月10日。市内在住の2歳児と保
護者15組。
◆7カ月〜歩き始めの子ども
　9月24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
　9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～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9月
■3日◆17日●21日までに子育て支
援センター☎225−2922へ。抽選。
申■2112018◆2112016●2112017

職員採用情報は
こちら

《「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

劇場版「鬼滅の刃」無限
列車編 8月8日〜9月10日

アジアの天使

8月14〜27日猿楽町で会いましょう

少年の君

アメリカン・ユートピア 8月14日〜9月3日

子供はわかってあげない
8月20日〜9月9日

うみべの女の子

83歳のやさしいスパイ 8月21日〜9月3日

5月の花嫁学校
8月28日〜9月10日

SEOBOK ソボク

ベビーマッサージ
　9月①3日②17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①8月18～
27日②9月1～10日に子育て支援セ
ンター☎225-2922へ。抽選。 申
①2112014②2112015

募　集
高齢者福祉施設などの事業者

　認知症対応型共同生活介護（グ
ループホーム）の設置運営を希望
する事業者を募集します。
　申市HPにある要領などで必要
書類を確認し、10月1～29日に介護
福祉課☎225-2240へ。

地域包括支援センター
運営協議会委員

　地域包括支援センターの適正な
運営を協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（4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》11月1日～（2年間）

《報酬》日額7800円（交通費含む）。

申地域包括ケア推進課や市HPに
ある申込書と応募の動機（400字
程度）、小論文（600字程度）を、
直接または郵送、Eメールで9月
10日（必着）までに、〒243-8511地
域包括ケア推進課☎225-2224・
1910@city.atsugi.kanagawa.jpへ。
書類選考あり。

緑を豊かにする審議会委員
　市の自然環境を調査・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3人《任期》12月1日～（2年間）

《報酬》日額7800円（交通費含む）。
申公園緑地課や市HPにある申込
書を、直接または郵送、Ｅメール
で9月14日（消印有効）までに、〒243- 
8511公園緑地課☎225-2412・ 4800 
@city.atsugi.kanagawa.jpへ。書類 
選考あり。

都市計画審議会の委員
　市の都市計画などを調査・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（年4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3人《任期》11月22日～（2
年間）《報酬》日額7800円（交通費
含む）。申都市計画課や公民館、

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

7・21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

8・22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

9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

10・24日※ 宮の里公園
上戸田児童館

10：30～11：30
15：15～16：00

14・28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

1・15・29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

2・16・30日 長谷公園
毛利台児童館

14：30～15：10
15：30～16：00

3・17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 上依知・妻田 14日 三田・まつかげ台

2日 森の里・戸室・厚木ガスリセ 15日 下古沢・温水恩名

3日 古松台 16日 愛甲原・上落合

6日 荻野 17日 妻田東・七沢

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 24日 岡田・藤塚

10日 鳶尾・上荻野 27日 浅間山

13日 中戸田 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。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 2112013
9月

度》個人情報の開示請求は140件。
内訳は、全部開示105件、一部開
示18件、文書不存在14件、取り下
げ3件。問行政総務課☎225-2287。

市有地を入札により売却
　《物件》船子字長ケ町171番20・
21（156.22平方㍍）《申込期間》8
月17～25日。詳しくは市HPに掲
載。問財産管理課☎225-2089。

新型コロナウイルス感染症の影響
による国民年金保険料免除申請

　収入源となる業務の喪失や売り
上げの減少などで所得が相当程度
まで下がった場合は、臨時特例措
置として国民年金保険料免除申請
ができます。申年金手帳と、2020
年2月以降の収入が減少した月の
収入額が分かる物を持ち、直接、
国保年金課☎225-2121へ。

フードバンクの活動に協力を
　食品ロスを減らすため家庭で
余った食品を募集し、必要な家庭
に無償で提供します。
　《日時》水曜、第3日曜。10～15
時《場所》フードバンクあつぎ事
務所（中町1−8−10）。申当日直接会
場へ。問フードバンクあつぎ事務
所☎080-6602-2163（10～15時）。

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。

「子どもの人権110番」強
化週間（8月27日～9月2日）

　強化週間に合わせ、人権擁護委
員や法務局職員が、いじめや児童
虐待などの電話相談に応じます。
　《日時》8月27日～9月2日、8時
30分～19時（土・日曜は10～17時）

《専用ダイヤル》☎0120-007-110
《費用》無料。問横浜地方法務局
☎045−641−7926。

市HPにある申込書と応募動機を、
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都市計画課☎225-2401・ 

222-8792・ 4600@city.atsugi. 
kanagawa.jpへ。書類選考あり。

お知らせ
年末年始のテニスコート開放

　市内4カ所のテニスコートが利
用できます。
　《期間》12月29日～2022年1月3
日《時間》9～17時《場所》厚木・
若宮公園・荻野運動公園テニス
コート、南毛利スポーツセンター。
申公共施設予約システムで申し込
み。問行政経営課☎225-2099。

敬老祝金・祝品の贈呈
　《祝金》9月15日現在、77・88・99・
100歳。対象者には7月上旬に通知。
申7月上旬に対象者へ送付した振
込依頼書を返信用封筒で郵送《祝
品》9月15日現在、80・90歳の方。
対象者には9月下旬以降に郵送。
問介護福祉課☎225-2220。

屋上緑化整備の費用を
一部補助

　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
一部補助します。
　《対象区域》市内全域《要件》
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
少ない金額（上限50万円）。申着
工前に公園緑地課☎225-2412へ。

2020年度の情報公開制度
などの運用状況

　《情報公開制度》行政文書の公
開請求は241件。内訳は、全部公開
126件、一部公開135件、非公開27
件（うち文書不存在26件）、取り下
げ15件。1件の請求に複数の公開
などの決定あり《個人情報保護制

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1～７日 第22回やさしい水彩画教室展（水彩画）

９月８～14日

第1９回あつぎ日本画会　会員展（日本画）
フォト彩遊　第８回写真展（写真）
第4回厚木カルチャー絵画グループ展
（油絵、水彩画、鉛筆、クレパスなど）

９月15～21日 第36回おぎの絵の会展（絵画作品）

９月1７～1９日 眠りを楽しむ皆様へ「お得意様特別
ご招待会」（羽毛寝具、繊維製品等販売）

９月22～2８日 写真同好会ストロボ　第10回作品展示
会（写真）

９月2９日～10月5日 川鍋潔
きよ

巨
たか

個展（絵画）
ロードギャラリー
（厚木地下道） ９月1７日～10月20日 シャドーボックスT

タ
AE
エ
K
コ
O（工芸作品）

問あつぎ市民交流プラザ
☎225-25109月の
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　市立病院で働く事務（上級）
職員と社会福祉士を募集します。
■事務（上級）

《一次試験日》9月19日
《対象》1991年4月2日～2000
年4月1日に生まれた方1人
◆社会福祉士

《一次試験日》10月10日
《対象》1992年4月2日以降生

まれで、①社会福祉士の免許を持つ②2022年の国家
試験で取得見込み―のいずれかに該当する方1人
　申いずれも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9月■8日◆29日（消印有効）までに
〒243-8588水引1-16-36病院総務課へ。

職員募集 市立病院の職員を募集

問病院総務課☎221-1570

　市立病院は、1951年に県立厚木病院とし
て発足し、2003年に市へ移譲されました。
老朽化した施設を建て替え、17年に再ス
タートを切りました。

■専門的な治療に対応
　救急医療やがん診療、子ども・妊婦への
医療などを充実させ、第二種感染症指定病
院としても地域医療の中心的な役割を担う
市立病院。県から「地域医療支援病院」に
指定され、治療や検査、手術などを実施し、
地域の医療機関を支援しています。
　市立病院は総合病院として、地域の診療
所などから専門的な治療が必要として紹介
された患者を主に診察。27ある診療科目の
専門医が、連携して治療に当たります。

■かかりつけ医を持とう
　専門的な治療を担う総合病院に対し、日

常的に健康相談できる身近な医者がかかり
つけ医です。健康状態や持病のことなどを
普段から把握し、困った時に助言を求めら
れます。かかりつけ医が必要と判断した時
は、市立病院など総合病院への紹介状を出
します。
　長谷川節院長は「風邪などで総合病院に
かかると病床や医療従事者といった資源が
そちらに割かれ、専門的な医療が必要な患
者を診る余裕がなくなる。誰もが適切な医
療を受けられるよう、役割に合った利用に
協力してほしい」と話します。
　加えて、最初に総合病院へ行くと通常の
初診料の他に「選定療養費」がかかる場合
があるため、まずはかかりつけ医に相談し
ましょう。
　市立病院をはじめとする総合病院と身近
なかかりつけ医、それぞれの役割が地域の
医療を支えています。より多くの人が安心
して医療が受けられるよう、上手に活用し
ましょう。

　市立病院は、専門医や最先端の医療機器などを備えた総合病院です。日常
の健康管理やかかり始めの症状の診察などを担うかかりつけ医と併せて、医
療機関を上手に活用しましょう。 問医事課☎221-1570

かかりつけ医と連携

市立病院を上手に活用

一人一人に合った医療を提供

かかりつけ医と総合病院の役割

●急性期の治療
●専門医による治療
●精密な検査

症状が
安定

日常的な
診療

長期間な
経過観察健康相談

かかりつけ医

総合病院

専門・急性期病院へ紹介
紹
介
状

紹

紹
介
状

　市立病院は、がんの包括的な治療や
緩和ケア、その他のサポートを提供す
る体制を整えています。

がんのセカンドオピニオン外来
　治療方針を決めるために主治医以
外の医師に意見を聞く「セカンドオ
ピニオン」が受診できます。治療や
検査、処方はせず、検査結果などを
基に医師の意見を話します。
《対象》 腎臓・高血圧内科、脳神経
内科、循環器内科、外科、脳神経外
科、整形外科、産婦人科、泌尿器科、
皮膚科、精神科
《料金》 30分1万円
申紹介状、検査結果を主治医から、
申込書・同意書を市立病院HPから
入手し、郵送または直接、〒243-8588
水引1-16-36市立病院患者支援セン
ター☎221-1570へ（直接の場合は事
前に電話連絡）。

緩和支持外来
　がん患者の身体的・精神的苦痛を和ら
げる緩和ケアや緩和支持療法を相談・提
案する外来を実施しています。緩和医療
認定医と、緩和ケア認定看護師が対応し
ます。
《対象》 市立病院でがんを治療中または
これから治療を始める患者と家族
《内容》 症状コントロールや療養先の相 
談、その他不安や苦痛を和らげるサポート
申主治医を通して予約

がん相談支援センター
　社会福祉士や看護師が相談や困り事な
どの話を聞きます。解決につなげられる
よう、情報を伝えたり、一緒に考えたり
とお手伝いをします。

市
立
病
院
の
が
ん
治
療
体
制

妊産婦の医療が充実妊産婦の医療が充実
市立病院の仕事市立病院の仕事

問医事課☎221-1570

　市立病院の産婦人科では、内科や小児科などさ
まざまな診療科と連携して周産期・小児医療を実
施しています。平日15～17時に電話で妊婦初診外
来の予約ができます。
●分娩・入院の実質負担額が平均５万円
　正常分娩では原則「出産育児一時金等直接
支払制度」を使うため、自己負担額は個人差
がありますが、平均5万円程度です。
●高リスクの方の出産に対応
　糖尿病・心疾患合併など高リスクの方の出
産にも、内科・外科と連携して対応します。
●選べる分娩方法
　自然分娩を基本とし、計画分娩や帝王切開
などにも対応します。健診時に医師に相談し
てください。
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出口

入口

受付待合
① 受 付

予診待合

② 予診票確認

③ 予診・接種

④ 経過観察

相談

⑤ 

接
種
済
証

　 交
付

エスカレーター

エレベーター

集団接種会場レイアウト

▎本会議予定日（９時～）
　8月30日…議案など質疑
　9月3・6・7日…一般質問
　10月5日…委員長報告・討論・採決
　常任委員会・
　分科会予定日（９時～）
　8月30日・10月4日　8月30日・10月4日
　　　　　　 …予算決算　　　　　　 …予算決算
　9月10・17日…総務企画　9月10・17日…総務企画
　9月13・21日…市民福祉　9月13・21日…市民福祉
　9月14・22日…環境教育　9月14・22日…環境教育
　9月15・24日…都市経済　9月15・24日…都市経済

　広報広聴
　特別委員会
　10月5日（本会議
　などの終了後）

・ ファイザー社製のワクチンを使用するため、全ての対象
者の予約を受け付け

・ １回目予約時、３週間後の同じ曜日・時間に２回目を自
動予約

・ 12〜15歳の接種は保護者の同伴が必要

・個別接種を実施している医療機関
　は市ＨＰに掲載

12～64歳の接種を開始

　８月１日から、一般の方の接種を始めています。
市では、イオン厚木店に大規模接種会場を開設して
います。希望する方は予約をお願いします。

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

■集団接種(大規模接種会場)

《接種期間》 11月30日まで 10～18時
《場　　所》 イオン厚木店 6階

新型コロナウイルスワクチン接種関連情報

問議会総務課☎225-2700

市 議 会 9月定例会議9月定例会議

◆あつぎ市民発電所総会・記念講演会　8月29
日、13時45分〜16時30分。厚木南公民館。気候
危機に関する講演など。定員40人。無料。オンラ
イン配信あり。申 8月20日までにEメールであつぎ
市民発電所 info@atsugi-shiminhatsudensho.
netへ。先着順。問遠藤☎080-1010-4759。
◆花・華コンサート　9月5日、13時30分〜16
時。文化会館。歌、フルート、ピアノによる
演奏会。定員150人。2000円（高校生以下500
円）。申 8月30日までに浅野☎223-2004へ。先
着順。
◆県央なぎなたクラブ　木・土曜、10〜12時。
東町スポーツセンター。なぎなたを楽しむ。

6歳以上。入会費1500円（学生は無料）、月会
費1000〜3000円（講師・施設代）。問高橋☎
221-0200。
◆厚木うたごえの会「ともしび」　木曜、10時
〜11時30分。老人福祉センター寿荘。童謡や
世界民謡などを歌って楽しむ。20歳以上5人。
入会費2000円、月会費2000円（資料代）。問冨
田☎・ 221-4015。先着順。
◆厚木ギターアンサンブル　土曜または日
曜、13〜16時。老人福祉センター寿荘。クラ
シックギターを楽しむ。経験1年以上5人。入
会費2000円、月会費3000円（資料代）。問冨田
☎・ 221-4015。先着順。
◆ヨガ・プレマ　金曜、13時30分〜14時50分。
あつぎ市民交流プラザ。ヨガ、ストレッチ、呼
吸法などで体を整える。月会費3500円（講師
代）。無料体験あり。問山田☎090-4819-3379。

伝言板
サークルの情
報などを紹介。
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　一つの「密」でも
感染リスクがありま
す。人との距離をと
り、小まめに換気し
ましょう。

◇密閉・密集・密接を避ける

◇咳
せき
エチケット

　マスクは隙間がな
いように着けましょ
う。マスクがない時
にせきやくしゃみが
出る場合は、ティッ
シュやハンカチ、洋
服の袖などで口と鼻
を覆いましょう。

◇手洗い・消毒

今年の夏は伝承遊びで思い出を
　遊びと言うとゲームやスマホを連想す
る人が多いと思いますが、今回私は古くか
ら親しまれている「伝承遊び」をリポート
しました。けん玉やお手玉、コマなど、昔
懐かしいおもちゃがたくさん。やってみる
と意外と難しくて夢中になり、撮影を忘れ
て楽しんでしまいました。子どもだけでな
く、大人や高齢の方でも楽しめる遊びだと

実感しました。
　一番印象的だったのは、古くから変わら
ずに伝わってきたと思っていた伝承遊び
が、時代背景や遊ぶ人数などによって遊び
方が更新されてきたということ。手の動きや
バランス感覚、工夫して遊ぶ力などが養わ
れるのも伝承遊びの特徴。楽しいだけでなく
多くの学びがある伝承遊びは後世に残した
い伝統です。
　今年の夏
は、家の中で
もたくさんの
遊び方がで
きる伝 承 遊
び をみんな
で 楽しんで
みませんか。

市民リポーター
堀口 春奈さん

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

日本わらべうた協会の田村さん（右）
から伝承遊びを学ぶ

　健康な体を維持するため、できる
ことを確認してみませんか。
日時　9月①16日②21日
　　　①13時30分〜14時30分
　　　②9時30分〜10時30分
場所　①保健福祉センター
　　　②あつぎ市民交流プラザ
対象　市内在住の方各回20人
内容　① 「からだをつくる健康長寿の秘訣！」＝食

生活の振り返りや座ってできる運動など
を学ぶ

　　　② 「脳トレリズム体操」＝手遊びとリズム体
操を組み合わせた認知症予防の運動

申 8月15日から国保年金課☎225-2125へ。先着順。

《電話を掛ける時の注意》
・発信者番号通知設定をオンにしてください。
・ 接種券番号などを入力するため、スマートフォンや固定電話などのボタン

を押せる電話から、静かな場所で掛けてください。
・人工知能が対応するため、ゆっくり大きな声で話してください。
・質問が終わってから話し、質問内容以外は話さないでください。

外食時はマスク飲食の徹底を
　飲食中はマスクを外すため、感染の
リスクが高まります。飛沫感染を防ぐ
ため、マスク飲食を徹底しましょう。

《ポイント》
・料理を待つ間はマスク着用
・食べる時は黙食を徹底
・ 会話をするときは必ずマスク着用ま

たは、ハンカチなどで口元をふさぐ

《情報を受け取る方法》
①スマートフォンなどにLINEのアプリをインストール
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バーコードへ
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。オフ（白色）の場合は、ボタンを押し
て青色にし「設定」を押す。

⑤ 空き情報が届いたら上記の方法で予約（予約していない場合）

《対象》接種時に市民で接種済の方
《申請》市HPにある申請書に必要書類（パスポート、接種券（接
種済証）、本人確認書類の写しなど）を添え、郵送で〒243-0018
中町1-4-1新型コロナウイルスワクチン接種担当へ。申請書の到
着から1週間程度で交付。

　市HPのトップペー
ジまたは下の二次元
バーコードから予約サ
イトへ

　接種券を見ながら、接種券番号（10桁）と接種す
る人の生年月日を入力。画面の案内に沿って日時
を選び、氏名、電話番号などを入力して予約完了

市ワクチン予約専用ダイヤル

②ログイン、日時選択

■集団接種の予約方法　 ～希望する方は手元に接種券を用意し予約をお願いします～

◆電話予約

☎050-31９8-0218 （24時間対応）

　自動応答。接種券番号が必要

①予約ページにアクセス

効率的な接種に向けて

海外に渡航する際の証明書として

　集団接種会場でキャンセルが生じたとき、予約の空
き情報をお知らせします。

　海外に行く予定があり、新型コロナウイルスワクチ
ンを接種した方に、無料で接種証明書を交付します。

◆インターネット予約

L
ラ イ ン

INEでキャンセル情報を発信

接種証明書（ワクチンパスポート）を発行

感染を防ぐ行動の徹底を

シニア
向け

無料

健康講座

公式アカウント

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7・8弾および第9・10・11・12・13弾のうち、その他区域のこと

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・11・12・13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☎

　石けんでの手洗い、
アルコール消毒を小ま
めにし、清潔でない手
で顔を触らないように
しましょう。外から
帰った時やマスクを
触った後、鼻をかんだ
後は要注意です。
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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

8月27日、13時15分～15時20分　要予約
９月8日、13時15分～15時20分　要予約
９月16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
９月2日、９時～11時50分 要予約（前日まで）
９月21日、13時～15時50分 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

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 8月16日、９月6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 8月16日、９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）

司 法 書
士 法 律

8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 8月20・27日、９月10日。13～16時
行 政 8月26日、９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 ９月2日、13～16時
公 証 人 ９月3日、13～15時
行政書士 ９月6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 
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

　観葉植物のレンタルや植物を使った装飾の仕
事をしています。元は両親が経営していた会社
で、幼い頃から鉢や花が身近にありました。特
に植物が大好きという訳ではなく、何となく跡
を継ぎ、言われるまま仕事をしていました。
　視野が広がったのは20代の頃。東京で開かれ
た国際的なランの祭典に関わり、トラック６台
分の植物を展示しました。こんなに多くの植物
を取り扱った経験はなく、見せ方や装飾を考え
たのも初めて。他の人の展示を見て、同じ植物
でも見せ方でがらっとイメージが変わることが
面白くて、それからはレンタルの仕事でもイン
テリアとの相性を考えて見せ方を工夫するのが
楽しくなりました。もっと多くの人に植物の魅

力を知ってほしいと思い、今年３月に直接販売
する店舗をオープン。企業だけではなく一般の
方とも対面で話ができるようになり、仕事を始
めてから今が一番楽しいです。
　お客さんからは「世話が簡単なものは」「枯
れないものは」と聞かれますが、どれも世話は
簡単で、とても丈夫です。生きた植物があるだ
けで無機質な部屋に命が吹き込まれ、心が和ら
ぎます。家で過ごす
時間が増えている今
だからこそ、もっと
たくさんの人に植物
を身近に感じてほ
しいです。

心和らぐ植物の魅力を伝えたい
観葉植物専門店経営

髙橋 洸
こう

さん（37・下依知）

一番好きな植物は？と聞くと、「どの子もそれぞれ違っ
たかわいさがあるので全部好き」と高橋さん

※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

店舗では「水やりお掃除係」担当


