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市民からのお知らせ

 

道路上に張り出してしまった枝などは、危険です。日頃から適正な管理をお願いします。　 道
路管理課☎70･5630

道路上の枝の
剪
せん

定
てい

について

●あやせ歴史散策
　「江戸の殿さまコース」
江戸時代に上土棚村を治めた遠山
氏にまつわる文化財などを訪ねる。

7月16日（土）9時～12時 熊野
神社バス停集合 10人（申込順）
200円(高校生以下無料) 市史跡
ガイドボランティアの会 7月1日
～15日に市民活動センターあやせ
☎70･1232（9時～20時）

●ポポロ作品展
木版画作品の展示。 7月13日（水）
～18日（月・祝）10時～16時（13日
は12時から、18日は15時まで）
中央公民館市民展示ギャラリー
木版画 サ ー クル ポ ポ ロ 田中☎

080･4448･3119
●「セラバンド体操」体験会
セラバンドを使用する健康体操。
7月21日（木）10時～11時30分 中
村地区センター 15人（申込順）
1000円（セラバンド代。持参の場合
は無料） 神奈川北央医療生協綾
瀬支部 7月11日～16日に笠間☎
090･8100･4572

9/1号原稿は7/28締め切り

他の通行に注意を払い、一時停止や徐
行を確実に行いましょう。 市民活
動推進課☎70･5640

ごみのない「きれいなまちづくり」

「ごみの投棄防止によるきれいなまち
づくり条例」は、事業者、市民、土地所
有者などの協力で、ポイ捨てを「しな
い、させない、許さない」環境づくり
を推進するものです。たばこや空き缶
のポイ捨て防止などのパトロールを
月1回以上実施する団体に、5人当た
り1着の投棄防止パトロール用ビブス
を貸し出します。啓発パトロール時に
活用してください。 環境保全課☎
70･5619

可能性があります。夏休みはさまざま
な被害に遭いやすい時期であり、中で
もスマートフォンやSNSの急速な普
及により、インターネットに関わる犯
罪被害が増加しています。関係機関・
団体だけではなく、学校や地域、私た
ち市民が一丸となって、青少年の非行
と被害防止に取り組んでいきましょう。

こども未来課☎70･5655
●青少年相談窓口
ひきこもり、不登校、友人関係などの
悩みを抱えていませんか。市では、相
談員（専門カウンセラー）が、青少年
や家族の悩みごとに寄り添う支援を
しています。相談は、来室の他、電話
やメールでも受け付けます（秘密厳守、
匿名可。来室は要事前予約）。 毎週

月～金曜日10時15分～17時 市内
在住・在勤・在学で中学校卒業から29
歳までの方と家族 青少年相談室（こ
ども未来課内）☎77･7830か wm.7 
77830@city.ayase.kanagawa.jp

夏の交通事故防止運動

7月11日（月）～20日（水）の10日間、
「安全は　心と時間の　ゆとりから」「交

通ルールを守って　夏を楽しく安全に」
をスローガンに「夏の交通事故防止運
動」を実施します。レジャーなどで車
や自転車を利用する機会が増え、過労
運転や、解放感による無謀運転が多く
なり、事故が発生しやすくなります。
自転車を運転するときは、歩行者に配
慮した運転を心掛け、交差点などでは

※新型コロナウイルス感染症の影響により、催しなどが中止や延期になる場合があります

催し

自衛官

▶種目①航空学生（海・空）②一般曹候
補生（陸・海・空）▶ ①9月19日（月・
祝）②9月15日（木）～18日（日）の指定
する日▶ ①②未定▶ ①海は18歳
～22歳の方〔高卒者（見込み含む）か高
専3年次修了者（見込み含む）〕。空は
18歳～20歳の方〔高卒者（見込み含む）
か高専3年次修了者（見込み含む）〕②
18歳～32歳の方▶受付期間①7月1日
～9月8日②7月1日～9月5日▶詳細　
要問い合わせ▶ 　自衛隊厚木募集
案内所☎046･400･2486

保育園会計年度任用職員

▶ ・ 　表のとおり▶内容　保育士
業務（保育補助・延長保育補助・清掃 

など）▶資格　保育士資格（日中勤務）か
子育て支援員研修修了（夕方勤務）。年
齢要件なし▶ 　若干名▶賃金▷時給
　1310円（保育士資格有）か1151円（子
育て支援員）▶ 　市販の履歴書（要写
真）に記入し、保育士証か子育て支援員
研修修了証書の写しを添えて、7月22
日までに①は大上保育園（☎77･0323）
②は綾南保育園（☎76･0030）へ直接

①大上保育園

週2～5日16:00～18:00・
15:45～18:45
土曜日7:30～11:30・
14:30～18:30

②綾南保育園
週2日8:30～17:00
週2～5日16:00～18:00・
15:45～18:45

70･5661お知らせ
用水路に注意

9月までの間、水田に水を引くため、
用水路の水が増えて危険です。用水
路や水田の付近では子どもを遊ばせ
ないようにしてください。遊んでい
る子どもを見掛けたら、声を掛けて
注意してください。 農業振興課☎
70･5622

銃器でカラスなどを駆除します

農作物への被害を防ぐため、銃器を
使ってカラスなどを駆除します。注意
してください。 7月2日（土）～8日

（金）の早朝～夕方 早川（市役所南
側の農地）・吉岡（目久尻川沿いの農地）
地域（一部地域を除く） さがみ農協
綾瀬営農経済センター☎79･0003か
農業振興課☎70･5622

河川愛護月間

7月 は、身近
な 自 然 空 間
で あ る 河川
へ の 関心 を
高め、河川環
境の保全・再
生への取り組みを推進する「河川愛護
月間」です。市民の皆さんの日頃の行
動が、良好な水質を保全するとともに
河川環境を守る大きな力になります。
国土交通省では「絵手紙」を募集しま
す。詳しくは、同省の を見てくださ
い。 下水道課☎70･5683
社会を明るくする運動強調月間・
再犯防止啓発月間

「更生保護の日」の7月1日を含む7月は、
犯罪や非行の防止と、罪を犯した人た
ちの更生について理解を深め、力を合
わせて犯罪や非行のない明るい社会を
築こうとする全国的な運動強調月間で
す。この機会に自分に何ができるか考
えてみましょう。 市社会を明るくす
る運動実施委員会事務局（福祉総務課
内）☎70･5613
7月は青少年の非行・被害防止
全国強化月間
●青少年を暴力や薬害から守ろう
青少年の非行は、集団化・常習化しや
すく、暴力や薬物乱用などにつながる

自治会・区名 日時 予備日
落合 8/6（土） 18:00～21:00 8/7（日） 落合小学校

中村 8/6（土） 19:00～21:00 8/7（日） 中村地区センター駐車場

中村4区 7/23（土） 19:00～21:15 7/24（日） 鶴島中央公園

上深谷 8/6（土） 19:00～21:00 上深谷地域公園

蓼川 8/6（土） 時間は調整中 8/7（日） 蓼川神社

大上 7/30（土） 18:00～20:00 大上ゆめ公園

寺尾南1区 7/23（土） 時間は調整中 釜田第7公園

寺尾南2区
7/30（土） 18:00～21:00 7/31（日） 報恩寺グラウンド寺尾南3区

寺尾綾北1区
寺尾綾北4区 7/30（土） 19:00～22:00 綾北福祉会館

寺尾北 7/23（土） 18:00～21:00 寺尾児童館広場

寺尾天台1区 中止

寺尾天台2区 7/30（土） 18:00～21:00 7/31（日） 寺尾台地域公園

寺尾天台4区 7/23（土） 18:00～21:00 7/24（日） 綾瀬幼稚園グラウンド

小園 8/7（日） 17:00～20:00 小園子之社境内

早川 7/30（土） 18:00～21:00 早園地区センター

吉岡 中止

綾西 7/24（日） 18:30～20:50 綾西公園運動広場

上土棚 7/31（日） 18:30～21:00 綾南小学校

　雨天の場合や、新型コロナウイル
ス感染症拡大防止などにより、開催
を予定している自治会においても中
止となる場合があります。日時や開

催方法（人数制限など）に変更があ
る場合があります。詳細は各自治会
へ確認してください。

市民活動推進課☎70･5640

※教室、相談会ともに携帯電話会社や機種を問わず対応します

シニア向けスマホ教室・相談会
　新型コロナウイルス感染症拡大などによって、シニア層でのスマートフォン（スマホ）の活用ニーズが高まっています。
年間をとおして教室や相談会を開催し、スマホの活用支援や悩みを解消します。スマホを持っていない方には貸し出し
ます（教室のみ）。相談会は1人20分間まで。9月以降の開催については、広報あやせなどで随時お知らせします。

７月1日から高齢介護課☎70・5616

日にち 時間 内容

7/29（金）
11:00～12:00 綾瀬タウンヒルズ

ショッピングセン
ター（深谷中）

スマホ教室 基本操作、LINEなど 5人

13:00～15:00 スマホ相談会 スマホに関する悩み全般 4人

8/8（月）
10:30～11:50

市役所315会議室
スマホ教室 基本操作、LINEなど 15人

13:00～15:30 スマホ相談会 スマホに関する悩み全般 10人

自治会盆踊り


