
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発行 厚木市立玉川公民館 〒２４３－０１２１ 厚木市七沢１７５番地６ 
電話 ２４８－０００６  ＦＡＸ ２７０－２３００ 

令和 ４年 ６月１日号（１００５号） 

 

各地区の公民館だよりが、厚木市ホームぺージ（https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/）でご覧になれます。 公民館だよりへのリンク

スポーツの普及促進や住民相互の親睦を図ることなどを目的に玉川地区

スポーツ大会を５月８日、開催しました。グラウンドゴルフの部には４

２人が参加し熱戦が繰り広げられました。一方、大会初の新種目・サー

チウォークには６チームが参加し、電柱を探しながら制限時間内で地域

をめぐりました。コロナ禍という制約の多い中での競技でしたが、参加

者は笑顔で気持ち良い汗を流していました。上位入賞を果たした皆様お

めでとうございます。 

◆第１位 井上 美知子さん 

◆第２位 永瀬 久子さん 

◆第３位 加藤 明江さん 

≪グラウンドゴルフ表彰式の様子≫ 

第３位までの入賞者は次のとお 

りです。 

新型コロナウイルスワクチンの 

４回目接種を実施します 
３回目接種の完了から５か月以上経過した①満 60 歳以上の方②

基礎疾患がある方③感染後重症化リスクが高いと医師が認めた方を

対象に、新型コロナウイルスワクチンの４回目接種を実施します。 

実施場所は、医療機関での個別接種（市内 70 か所以上）及び保

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）で

の集団接種を予定しています。 

 ①に該当する方の接種券は、３回目接種日から５か月経過後に順

次送付します。 

18 歳～59 歳で基礎疾患がある方等は接種券発行の申請が必要です 

上記の②③に該当する 18 歳～59 歳で４回目接種を希望する方

は、接種券を発行するため、基礎疾患の状況・３回目接種日などの

情報を、次の方法で申請してください。 

 接種時に医師が基礎疾患の状況を確認します。かかりつけ医に事

前に相談の上申請ください。なお、60 歳以上の方、基礎疾患がな

い方は申請不要です。（※基礎疾患の種類については、広報あつぎ６

月１日号、市ホームページをご覧ください。） 

【対 象 者】18 歳～59 歳で基礎疾患等があり接種を希望する方 

【申請方法】相談窓口への電話・来庁又はインターネットからの 

            電子申請（右下二次元コード参照） 

            ※申請の際は、接種券番号・３回目接種日が必要 

            ですので接種済証をご用意ください 

【申請期間】３回目接種完了が 1 月～２月の方→６月 10 日まで 

      ３回目接種完了が３月の方→７月 10 日まで 

      ３回目接種完了が４月の方→８月 10 日まで 

      ３回目接種完了が５月の方→９月 10 日まで 

【問 合 せ】新型コロナウイルスワクチン接種相談窓口 

      ☎046-225-2792 受付時間：８時 30 分～17 時 15 分 

      保健福祉センター５階（中町１－４－１）  

      ※休館日 毎月第３土曜日（７月は第２・第３土曜日） 

 玉川青少年健全育成会連絡協議会では、企画応募型事業を初め

て実施します。様々な体験活動を行うことで、子ども達（主に小・

中学生）の成長に寄与できたらと考えています。「こんなことを

してみたら」というアイデアがありましたら、気軽に応募してく

ださい。 

ちなみに今年度は親子想い出づくりとして「宮ケ瀬湖カヌー体

験」、物づくり体験として「サンドアート」を計画しています。 

 なお、感染防止のために飲食を伴う事業は実施しません。 

 詳しくは玉川公民館に置いてある応募要項・用紙をご覧くださ

い。 締め切り：令和４年６月２７日（月） 

接種済証（接種券の右側部分） 

インターネットからの電子申請 

▲優勝した「チーム ボス」の皆さん 

▲笑顔の上位１０位までの入賞者の皆さん 

◆優 勝  チーム ボス 
◆準優勝  チーム 石川 
◆第三位  純くんジュニア 

 

玉川青少年健全育成会連絡協議会 

第３位までの入賞者は次のとお 

りです。（敬称略） 

 
春季健康まつり 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

令和４年（2022 年）6 月１日発行 

※新型コロナウィルス感染症対策等のため、状況により開催時期等が変更となる可能性もあります。 

☆「かなちゃん手形」購入費助成の御案内☆ 

市では「かなちゃん手形（１年券 10,800 円）」の購入費用のう

ち、4,800 円を助成します。 

対象者（令和 4 年 4 月 1 日現在厚木市在住で、令和 4 年度内に

満 70 歳以上の方）には前もって市から御案内を郵送しますので、

受付日程及び受付会場等を御確認ください。 

また、当日は高齢者タクシー利用券の申請も受け付けます。 

会場では新型コロナウイルス感染拡大防止に御協力ください。 

 

【玉川地区市民センター（公民館）での受付】 

  6 月 30 日（木）午前 9 時 30 分～午後 3 時 30 分  

 

【問合せ】   

地域包括ケア推進課 地域支援係 ℡225-2224（直通） 

＜厚木市賃貸住宅あんしん保証制度補助金＞ 

あんしん住まい見守りサービス 
安否確認と費用補償がセットになっているから 

居住者だけでなく、オーナーさんや不動産店も安心 

【対象者】 

・厚木市に住民登録のある満 65 歳以上の方 

・民間賃貸住宅に一人で居住、又は入居しようとする方 

【サービスの内容】 

・週２回電話による安否確認 

・死亡時に最大 100 万円までの費用補償（遺品整理や原状回復費用） 

【利用料】※初回登録料を市が補助します。 

コース 初回登録料 月額利用料 費用補償の対象 

スタンダード 10,000＋税 1,500 円＋税 自宅内で死亡時 

【利用申込み・申請手続】 

不動産店で見守りサービスの申込みと補助金の申請手続き 

※サービスが利用できる協力不動産店は市ホームページから確認できます。 

  ※現在民間賃貸住宅にお住まいの方で、契約している不動産店

が協力不動産店でない場合は、住宅課まで御相談ください。 

【問合せ】厚木市まちづくり計画部住宅課住宅政策係 

     ☎:046-225-2330 FAX:046-224-0621 

 楽しみながら健康づくり！ 

 
 
 
 
 
 

健康づくりで 30 ポイントを貯めると抽選で特典が当たる「あゆコ

ロちゃんＧＥＮＫＩポイント」が６月１日から始まりました。 

健（検）診・コロナワクチン等の予防接種、ウォーキング、指定

の市のイベントへの参加、自分で決めた目標へのチャレンジや健康

につながる講座やイベントへの参加でポイントが貯まります。 

※詳しくは、公共施設に配架のリーフレット等又は市ホームページ

をご覧ください。なお、各公民館等に応募箱が設置してあります。 

【対象者】 市内在住・在勤・在学者（全年齢対象） 

【実施期間】 令和４年６月１日～令和５年２月 15 日 

【応募締切】 第１回：令和４年９月 30日（必着） 

  第２回：令和５年２月 19日（消印有効） 

【問合せ】 健康長寿推進課 ℡ ２２５－２１７４ 

 

 
  

 

 

 

★子どもコーナー★   

おいしいネ！ 

 

 

 新 刊 案 内                

◎『私の居場所が見つからない』 

             川代 紗生／著 

◎『春夏秋冬 疲れとりごはん』 

        関口 絢子／著 

 

みなさまのご利用をお待ちしております！ 

【開室時間】

１０：００～１２：３０/１３：３０～１７：００ 

【電 話 ・ F a x 】２５０－８５５９   

【今月の休室日 】６月 20 日(月) 

今月 
の 

特集 

・保護者の方はマスクを着用ください。 

・体調の悪い方の参加はご遠慮ください。 

・３密を避けるため参加人数の制限をかける場合があります。

【日 時】６月 6 日（月）１０：１５～１１：４５ 

【会 場】小野児童館  

【参加費】 無 料 

【対 象】乳幼児と保護者 

※申込不要、直接会場へお越しください。 

【問合せ】玉川地区市民センター☎２４８-０００６ 

地域の子供たちやお母さんたちが一緒に遊んだ

り、おしゃべりしたりする場所です。 

地域でママ友の輪を広げてみませんか。 

地域福祉 

推進委員会 
 

星のソムリエ と観る天体観望会～二重星～ 

『星のソムリエ と一緒に天体観望しよう！』 
【日 時】7月 29 日（金） 19 時～21時 

【会 場】七沢自然ふれあいセンター 

【内 容】天体の解説と観望など 

【対 象】市内在住の小学生以上（中学生以下は保護者同伴）30 人 

 ※応募多数の場合は抽選 

【参加費】1人 100 円（材料費、保険料） 

【申込み】6 月 23 日（木）までに講座予約システム、または電話で

七沢自然ふれあいセンターへ。 

【問合せ】七沢自然ふれあいセンター☎248-3500 


