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長谷座の座員となり3年目になります。も
ともと、伝統芸能に関心はありましたが、郷
土芸能学校で人形芝居に触れ、その奥深い魅
力に引かれました。地域の芸能を、みんなで
意見を出し合い、後世につないでいる雰囲気
が私は好きです。1人でも多くの方が、仲間
に加わってくれたらうれしいです。

〒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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齊藤 良江さん
（寿町）

申 当日直接会場へ。

市役所への郵便物は「〒243‑8511
◯◯課」で届きます。
申 =申し込み
☎ =電話番号
=Eメール
=

=問い合わせ
薨 =ファクス番号
HP=ホームページ

（ 印の番号で、
ウェブ 上 から 詳しい 情 報 を 確 認 で きま す 。
「 申」
と記されたものは、
申し込みもできます）

広報あつぎデジタル版
アプリ▼

ネット▼
マイ広報あつぎ

検索

ネットは多言語にも対応

広報テレビ・ラジオ番組
イベント情報や街の話題などを紹介

「あつぎ元気 Wave」
ケーブル AIC
テレビ ①12 時〜②19 時 30 分〜③22 時 45 分〜

催し
厚木市民朝市
日曜、6〜7時。文化会館駐車場。
市内産の新鮮で安心・安全な農産
物や加工食品などを販売。2月2日
は特別市「市制施行記念朝市」と
して、買い物をした方先着400人
に鍋のもとをプレゼント。湘南ひ
らつかふれあいマーケットも特別
出店。 農業政策課☎225‑2801。

（各15分）

テレビ 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）

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

ラジオ 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）
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
詳しくは 厚木市 ソーシャルメディア

厚木市民情報
提供システム

検索

スマ報

道路の損傷や公園遊具の不具合
などの情報をお寄せください

災 害 情 報 のメールマガジン
防災行政無線の内容も配信
登録受付中

神奈川工科大学
厚木市子ども科学館の催し

053

■プラネタリウム特別番組「太陽・
私たちの母なる星」
1月18日、2月15日。13時30分〜
14時10分。 日 本 語 字 幕 と ナ レ ー
シ ョ ン 付 き の 番 組。 各 回90人。
200円（中学生以下50円）
。 申 当日
9時から観覧券を販売。 182956
■プラネタリウムライブ投影
1月26日、13時30分〜14時10分。
「今夜の星空と冬の星の物語」を
テーマにスタッフが生解説。定員
90人。200円（中学生以下50円）
。

市内で相模人形芝居の伝統を受け継ぐ、長
谷座と林座が基礎的な操作から手ほどきをし
ます。皆さんも、郷土の宝を未来へつなぐ一
員になってみませんか。
文化財保護課☎225‑2509
《内容》人形の基本的な扱い方や義太夫節に
合わせた操作などを学ぶ
《日程》
①長谷座 5月16日〜8月29日の土曜（全8回）
②林 座 9月12日〜12月12日の土曜（全8回）
いずれも14〜16時
（初日と最終日は13時〜）
。
《定員》①②各15人
《費用》無料
申 3月10日までに文化財保護課へ（①また

は②を選択）。抽選。4月上旬に結果を通知。

相模人形芝居（国指定重要無形民俗文化財）
江戸時代中期に始まっ
たとされる郷土芸能。鉄
砲を撃つような構えで人
形を持つ「鉄砲差し」と
呼ばれる独特の操法と
「主遣い」
「左遣い」
「足
遣い」の三人で操る三人
遣いが特徴。

192620
■アロマプラネタリウム・冬
いや
「大人のための癒しの時間」
2月15日、18〜19時。プラネタリ
ウム内で、アロマと安らぎの音楽
などを楽しむ。15歳以上90人（中
学生は除く）
。200円。申当日9時か
ら観覧券を販売。 192619
■ミニ工作教室「コロリン」
2月9日、13時30分 〜14時。 2 枚
の厚紙で斜面を転がるおもちゃを
作る。定員35人。無料。 申 当日10
時から整理券を配布。 192621
■おもしろ実験「スライドプロジェ
クター」
2月9日、14時30分〜15時。昔な
がらの投影機を使った実験。小学
生以上10人。無料。 申 当日10時か
ら整理券を配布。 192622
■土曜科学実験室「たまねぎのひみつ」
2月22日、13時30分〜15時30分。
顕微鏡を使ってタマネギの秘密を
探る。小学生以上30人（付き添い
の方も要予約）
。無料。申 2月1日（市
外の方は2日）9時から電話で受け
付け。 192623
■天体観望会
2月1日、17時30分〜19時30分。
冬の星空を天体望遠鏡で観察。定
員90人。無料。 申 1月18日（市外

の方は19日）9時から電話で受け
付け。 192624
■大人のための科学教室「エレク
トロニクス超入門」
2月29日、13時30分〜15時30分。
簡単な工作で電子工学の基礎を学
ぶ。
15歳以上12人（中学生は除く）
。
無料。申 2月1日（市外の方は2日）9
時から電話で受け付け。 192625
■昼寝タリウム
木曜、12時15分〜12時45分。満
天の星の下でゆったりと過ごす。
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。
182964
いずれも先着順。会場、問い合
わせは子ども科学館☎221‑4152。

青春劇場
■唄う！青春劇場カラオケ大会
2月1日、14時45分〜16時。ゲス
トは宮川たかし。
■あつぎ青春劇場落語会
2月22日、11時
〜12時30分。 出
しゅん ぷう てい いっ さ
演は春風亭一左。
いずれもアミューあつぎ。定員
100人。500円。当日直接会場へ。
先着順。 商業にぎわい課☎225‑
2834。
《
「催し」は2面に続きます》

２

企業立地で
経済活性化

市光工業株式会社に戦略産業奨励金を交付

市では、企業を誘致し地域経済を活性化させるため、固定資
産税などの軽減や奨励金の交付の措置が受けられる条例を設置
しています。昨年12月、新たに、市光工業株式会社を適用企業
として認定。戦略産業奨励金１億円の交付を決定しました。
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戦略産業奨励金って？

条例の認定企業数は60社81件に

企業誘致を進めるため、
市内に工場を新設した企
あつナビの特徴
・視認性が高く自然に目に入る 業などへ交付される奨励
金。大企業への交付は今
・繰り返し表示することで情報の伝
回が初めてとなります。
達（刷り込み）効果が高い
市光工業㈱は森の里東地
・災害時には、即座に情報の切り替
・災害時には、即座に情報の切り替
区に工場を新設し、昨年
えが可能
決定通知書を受け取った市光工業㈱
9月に操業を始めました。
代表取締役のサワーハイコーさん
（左）
運用コストが安い
・運用コストが安い
・

認定企業が市内に取得した土地や建
物などの合計額を表す投下資本額は、
約1544億円に上ります。
企業誘致を進め、市内に企業が増え
ると、雇用の拡大や地域経済の活性化
につながります。

2月1〜8日（4日を除く）、9時30
分〜18時（8日は15時まで）。文化
会館。市内や友好都市の子どもた
ちが制作した絵画や立体作品など
約300点を展示。無料。 教育指
導課☎225‑2675。

七沢自然ふれあいセンターの催し
■ななさわ森のようちえん すい
ようび！森のたんけん隊
3月4日、14時〜16時30分。森探
検・遊びなど。市内在住の3歳以
上の未就学児20人。250円
（材料費、
保険料）。 192675
◆はじめてキャンプ
3月7〜8日（1泊2日）、10時30分
〜翌日15時。施設内探検、野外炊
事、クラフトなど。市内在住の年
中〜小学2年生30人。3500円（材料
費、リネン代、保険料）。 申 192661
●天体観望会 明るさを変える星
3月13日、18時30分〜20時30分。
天体の講座と観望など。市内在住
の小学生以上50人（中学生以下は
保護者同伴）。100円（材料費、保
険料）
、3歳未満45円（保険料）。
申 192656
●ステップアップキャンプ
3月26〜28日（2泊3日）。キャン
プクッキング、自然発見ウオーク
など。市内在住の小学3〜6年生40

人。5500円（材料費、リネン代、
保険料）。 申 192655
いずれも七沢自然ふれあいセン
ター。申 直接、電話またはファクス
に催し名、〒住所、電話番号、参
加者全員の氏名（ふりがな）、
性別、
年齢、学年、学校（園）名を書き、
2月◆10日●20日までに七沢自然
ふれあいセンター☎248‑3500・薨
248‑4708へ。抽選。■は2月1日か
ら電話で申し込み。先着順。

斎場施設見学会
1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 1月15〜25日 に
市斎場☎281‑8595へ。先着順。

観光ボランティアガイド協会主催「厚
木の景勝 飯山白山・順礼峠ハイキング」
2月27日、9時30分〜14時30分。
東丹沢七沢観光案内所。観光ガイ
ドと飯山観音、むじな坂峠、七沢
森林公園などを巡る。
500円
（資料・
保険代）
。定員40人。 申 2月13日ま
でに東丹沢七沢観光案内所☎248‑
1102へ。先着順。

1月26日、11時30分〜13時30分。
厚 木YMCA。餅つきを楽しむ。
乳 幼 児 〜中学生と保護 者50人。
100円（保護者300円）
。 申 当日直

えび〜にゃ
（海老名市）
あゆコロちゃんの
お友達も
やって来る

当日あゆコロちゃんグッズを身に
着けている方に限定缶バッジを配布

えぼし麻呂
（茅ケ崎市）
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2月13・25日、①9時30分〜②10
時15分〜③11時〜（各回30分）。
保健福祉センター。健康運動指導
士による正しい歩き方、腰痛・膝
痛予防の運動、おなか回りをスッ
キリさせる体操などのアドバイス
と実技。20歳以上。無料。 申 当日
直接会場へ。 健康づくり課☎
225‑2201。 192021

2月14日、17〜20時（受け付けは
19時30分まで）
。あつぎ市民交流プ
ラザ。夕食作りやレクリエーショ
ン、宿題など。乳幼児〜中学生と
保護者50人。100円
（保護者300円）
。
申 当日直接会場へ。先着順。 ま
まカフェ・山田☎090‑2563‑4739。

2月8日、14時30分〜16時30分。
本厚木駅付近の公共施設（詳細は
申込者に連絡）
「コミュニティー」
。
がテーマの10・20代の性的マイノ
リティー当事者向け交流会。定員
14人。300円（茶菓子代。高校生
以下無料）
。 申 2月7日、17時まで
にかながわにじいろトーク事務局
☎045‑306‑6769へ（HPか ら も 申
し込み可）
。先着順。 県人権男
女共同参画課☎045‑210‑3640。

講 座
ファットバーン

FATBURN（フィットネスプログラム）
2月①5日＝依知北公民館②14日
＝荻野公民館③17日＝南毛利公民

3月18日、13時30分〜15時30分。
アミューあつぎ。うつ専門カウン
セラーから、自分や周りの人の心
を楽にする方法を学ぶ講演。市内
在住在勤の方50人。託児あり（1
歳〜小学3年生10人。2月28日まで
に要予約。先着順）。無料。 申 1月
15日から健康づくり課☎225‑2201
へ。先着順。

くらしの経済講演会 in 厚木
2月21日、14〜16時。文化会館。
タレントのダニエル・カールさん
が「くらしとお金のお役立ちヒン
ト・日米の生活体験を通じて」を
テーマに講演。定員300人。手話
通訳あり。託児あり（1歳〜小学3
年生5人。2月6日までに要予約。
先着順）。無料。 申 直接、電話ま
たはファクスに〒住所、氏名、電
話番号を書き、2月12日までに消費
生活センター☎225‑2155･薨294‑
5801へ。抽選。 申 192616

フレイル（虚弱）チェック
2月14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30人。
申
無料。 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、1月31日（必
着）までに〒243‑8511介護福祉課

自然を楽しむ催し
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会場
アミュー
あつぎ

ままカフェあつぎ子ども食堂

あつぎYMCAこども食堂

あゆ
コロちゃんお誕生日おめでとうセレモニー

内容
クター
キャラ 、写
ジ
ステー グッ
、
真撮影 ど
な
ズ販売

接会場へ。先着順。 厚木YMCA
☎223‑1441。

かながわにじいろトーク

みんなの人気者「あゆコロちゃん」をお祝いしよう！

日時
2月1日
10〜15時

健康運動指導士による未病運動講座

講演会「あなたも大切な人も
こころがほっと楽になる方法」

産業振興課☎225‑2816

こどもアート展

館④19日＝小鮎公民館。
10〜11時。
脂肪燃焼や筋力・体力向上に効果
のある運動講座。市内在住の30〜
74歳各回25人。各回500円。 申 1月
15日 か ら 国 保 年 金 課 ☎225‑2125
へ。先着順。

A

Y

観光振興課☎225-2820

健康づくり大学
森林セラピー®体験と温泉
き れい
温泉と自然で心も体も綺麗に
■七沢
かね が たけ
■2月19日。ノルディックウオーキ
2月12日。鐘ケ嶽ハイキン
ングと七沢温泉（福元館）での
グコースの散策やハーブ
食事・入浴、
「がん予防！？野菜
ティー、呼吸法。広沢寺温
の持つパワー！」がテーマの講
泉（玉翠楼）で入浴。
演。
■飯山
■3月8日。ノルディックウオーキ
2月20日。飯山白山森林公
ぎょくすい ろう
ングと広沢寺温泉（玉翠楼）で
園の散策やハンモック、呼
の食事・入浴、「知って得する！
吸法、疲労回復に効果のあ
アンチエイジング 日本の食事と
る整理体操。飯山温泉（元
腸内フローラ」がテーマの講演。
湯旅館）で入浴。
いずれも9時30分〜14時30分。定
いずれも9時30分〜15時。
員30人。3500円（食事代、入浴・ 定員20人。1000円（入浴・
保険料）。
保険料）。
申実施日の1カ月前から東丹沢七沢観光案内所☎248‑1102へ。
先着順。

2020(令和２)年１月15日

☎225‑2388へ。抽選。

申 192319

からだいきいき運動教室
2月5・19・26日、14〜16時。東
町スポーツセンター。市内在住の
65歳以上。要介護認定を受けてい
る方は要相談。無料。 申 当日直接
会場へ。 介護福祉課☎225‑2388。
192323

応急手当普通救命講習会
■普通救命講習会Ⅰ
2月1日、9〜12時。心肺蘇生や止
血法、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30人。 申 182898
■普及員再講習会
2月15日、9〜12時。応急手当普
及員の更新や技能の維持・向上の
ための講習。市内在住在勤在学で
有効期限3年以内の応急手当普及
員30人。 申 182899
◆普通救命講習会Ⅲ
2月27日、13時30分〜16時30分。
小児・乳児への心肺蘇生法や大出
血時の止血法、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30
人。託児あり（1歳以上6人。先着
順）。 申 182900
いずれも消防本部。無料。 申 ■
1月23日まで◆1月27日〜2月4日に
救急救命課☎223‑9365へ。抽選。

療育支援事業研修会「落ち着
きがない子の理解とかかわり」
3月6日、10〜11時。保健福祉セ
ン タ ー。ADHD傾 向 の あ る 子 ど
もへの理解と関わり方の講演。定
員50人。託児・手話通訳あり（2
月12日までに要予約。託児は1歳
〜小学3年生10人。先着順）。無料。
申 1月15日〜2月21日に療育相談セ
ンター☎225‑2252・薨222‑3460へ。
先着順。 申 192597

認知症サポーター
ステップアップ講座
2月19日、13時30分〜16時30分。
あつぎ市民交流プラザ。認知症サ
ポーターとしてのスキルアップと
具体的な活動を学ぶ。認知症サ
ポーター養成講座既受講者60人。

無料。 申 1月15日から介護福祉課
☎225‑2388へ。先着順。 192709

気にするだけの毎日にサヨ
ナラ！血圧ミラクルチェンジ
2月①21日＝睦合北公民館②27
日＝玉川公民館。14時〜15時30分。
高血圧予防や食事改善のこつを学
ぶ。ゲートキーパー養成講座と血管
年齢測定も同時開催。市内在住の
40〜64歳 各回30人。 無 料。 申 1月
15日から健康づくり課☎225‑2201
へ。先着順。 ①192646②192647

市民活動スキルアップ講座
3月12日、13〜17時。 あ つ ぎ 市
民交流プラザ。市民活動の悩みや
課題を解決する講座。市内で市民
活動やボランティアに取り組むま
たはこれから始める方30人。
無料。
託児あり（1歳〜小学3年生10人。
先着順）。 申 電話またはファクス、
Eメールに〒住所、氏名、電話番
号を書き、2月21日までに市民協働
推 進 課 ☎225‑2141・薨221‑0260・
2800‑00＠city.atsugi.kanagawa.
jpへ。抽選。 申 192659

地域ぐるみ家庭教育支援フォーラム
2月19日、13時 〜16時30分。 文
化会館。「地域で子どもを育てる・
家庭教育支援を通じた地域のネッ
トワークづくり」がテーマの活動
発表や講話など。定員100人。
無料。
申 電話またはファクス、Eメール
に、氏名、電話番号、手話通訳希望
の有無を書き、2月12日までに社
会教育課☎225‑2513・薨223‑0044
・ 8600@city.atsugi.kanagawa.jp
へ。先着順。

情報プラザのパソコン講座
■中級者向け表計算講座
2月5・12・19・26日（全4回）
、
9時30分〜。表計算ソフトで住所
録や収支管理表などを作る。2000
円。 申 192626
■初心者向け文書作成講座①
2月7・14・21・28日（全4回）
、
13時30分〜。文書作成ソフトの基
本操作や表、図形の入れ方などを
学ぶ。2000円。 申 192627
■初心者向け文書作成講座②

厚木で出会おう

あつぎ

第7回

學藝員のススメ

博物館の学芸員が、あれ
これを語り倒すコーナー。

クセになる人面土器
佐藤 健二
1月18日から「あつぎの遺跡展」
が始まります。今回は、三田林根
遺跡の出土資料を中心に展示しま
すが、その中からとっておきの一
品を紹介します。
縄文時代の中期の終わり頃に
とっ て
作られた土器の人面把 手です。
一見土偶のよ
うにも見えますが、
こう えん
土器の口 縁に付く把手部分に顔
が描かれたものです。もう少し古
い時代になると、人面把手の付く
土器が時折見られますが、この時

三田小学校の
の
グラウンド整
整
備に伴う調査
査
で発掘された
た
人面把手

代の物は非常に珍しく、私は今回
初めて目にしました。
何だか不気味な表情をしていま
すが、ずっと見ているとクセになっ
てきます。今回初公開の資料で
すので、ぜひ見に来てください。
「あつぎの遺跡展」は1月18日
〜2月11日に
「縄文ムラ発見！」
をテーマに開催。

施設案内▲

あつぎ郷土博物館☎225‑2515
2月9・16日（全2回）
、13時30分
〜。文書作成ソフトでの文字の入
力や変換、
文書作成の基本を学ぶ。
1000円。 申 192628
■初心者向けインターネット活用講座
2月12・19日
（全2回）
、13時30分〜。
インターネットの基本的な使い方
や検索方法、セキュリティー対策
などを学ぶ。1000円。 申 192629
いずれも情報プラザ。各回180
分。定員12人。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、1月23日（必
着）までに〒243‑0021岡田3050情
報プラザ☎220‑2711へ。抽選。

やさしい円満相続セミナー
1 月29日、14時 〜15時30分。 あ
つぎ市民交流プラザ。相続税の基
本と対策を学ぶ。
個別相談あり
（要
予約）
。市内在住の方。無料。 申
あつぎ高齢者くらしの相談セン
ター☎0120‑210‑129へ。詳しくは
HPに掲載。

みどりの講習会
2月6・13日（全2回）
、13時30分
〜15時40分。ぼうさいの丘公園。
せん てい
樹木の剪定や病害虫対策、肥料の

やり方などを学ぶ。市内在住在勤
在学の方30人。無料。 申 ハガキ、
ファクスに講座名、〒住所、氏名
（ふりがな）、電話番号を書き、1
月27日（必着）までに〒243‑0036
長谷626‑1環境みどり公社☎225‑
2774・薨248‑9502へ。抽選。 申
192660

災害救援ボランティア支援セ
ンター運営スタッフ養成講座
2月22日、10時 〜16時30分。 保
健福祉センター。災害救援ボラン
ティア支援センターの運営方法を
学ぶ。市内在住在勤在学の18〜69
歳30人。無料。 申 電話またはファ
クスに、講座名、〒住所、氏名、
年齢、電話番号を書き、2月3日ま
で に 市 社 会 福 祉 協 議 会 ☎225‑
2789・薨222‑7440へ。抽選。

未来につなぐ遊びと健康
（心とからだの世代間交流）
2月19日、10〜12時。 睦じ合
北公
きょう じゅつ
民館。わらべうた遊びと自 彊 術
の体験。市内在住の方20人。無料。
託児あり（定員10人。先着順）
。
申 1月15日から日本わらべうた協
会・ 田 村 ☎090‑4123‑0010へ。 先
着順。 192049
《「講座」は4面に続きます》

さがみ自然フォーラム

婚活ツアー
&
セミナー

３

無料

企画政策課☎225‑2450

あつぎで婚活！いちご狩りツアー
大人気の婚活ツアー第4弾！すてきな出会いを探しませんか。
日時

2月29日

集合

レンブラントホテル厚木

内容

セミナー → ランチ → いちご狩り
→ 交流会（告白タイム）

費用

3000円（体験費、食事代）

対象

25〜39歳の男女各20人（男性は参加者本人が
市内在住在勤または親が市内在住の方）

10時〜16時30分

申 市役所や公民館にある申込書を、郵送、ファクスで

2月12日（ 必 着 ）ま で に 〒243‑8511企 画 政 策 課 薨225‑
3732へ（市HPからも申し込み可）
。抽選。参加者決定
後、参加料の振り込み方法などを通知。

親御さん向け
婚活セミナー&交流会

日時 2月22日 10〜12時
会場 レンブラントホテル厚木
対象 子どもの結婚を希望する方
50人
費用 無料
申 電話または市役所や公民館にあ
る申込書を、
郵送、
ファクス、
E メー
ルで1月17日〜2月12日に〒243‑8511
企画政策課薨225‑3732・ 1100＠
city.atsugi.kanagawa.jpへ（ 市HP
からも申し込み可）。先着順。

自然を残すために大切なことを考えてみませんか。
日時 2月6〜11日 10〜18時（11日は17時まで）
会場 あつぎ市民交流プラザ
内容 ①企画展「ムシをムシしていいの？」
②生態系の保全再生活動をする市民団体
などのパネル展
③「昆虫のいろいろと私たちとのかかわり」が
テーマの講演（11日、13時〜。定員60人）
④市民団体や学生による活動発表（8・9
日、13時〜。定員60人）
申 当日直接会場へ。③④は先着順。
環境政策課☎225‑2749

４

冬のサスケ運動会
一緒に楽しく運動しながら、上手な
体の使い方を学びませんか。

食品衛生責任者講習会

《日時》2 月 15 日
①10時〜②13時30分〜③16時30分〜
《場所》厚木小学校 ※駐車場はありません
《内容》運動、質問コーナー、実演など
《対象》市内在住の小学生各回70人
《参加費》1200円（参加決定後に振り込み）
出場者たちのパフォーマンスも披露
申 Eメールに氏名、学校名、学年、電話
番号を書き、
1月15日〜2月7日に市民団体FunLife 2020funlife@gma
il.comへ。先着順。

1月①28日、2月②18日③26日。
14時〜15時30分（受け付けは13時
30分〜）
。①③厚木合同庁舎②保
健福祉センター。法改正による新
ハ サ ッ プ
たな衛生管理方法（HACCP）の
義務化を学ぶ。本年度未受講の方
各回90人（②は300人）。無料。 申
食品衛生責任者手帳、筆記用具、
営業許可証に記載されている11桁
の許可番号を持ち、当日直接会場
へ。先着順。 厚木保健福祉事務
所☎224‑1111。

ファンライフ

市民団体FunLife・望月☎090‑4363‑8420

はじめての古文書
1月30日、2月13・27日、
3月12・19・
26日（全6回）。10〜12時。あつぎ郷
土博物館。古文書の読み方などを
学ぶ。定員25人。無料。申 1月15日か
らあつぎ郷土博物館☎225‑2515へ。
先着順。

厚木ジュニアスキーキャンプ
す が だいら

3月14〜15日（1泊2日）。菅 平 高
原スノーリゾート（長野県）。初
心者も楽しめるスキー教室。小学
3〜6年生70人。2万5000円（宿泊・
講習費など）。 申 1月15日から市ス
キ ー 協 会HPへ。先 着 順。 市 ス
キー協会・青木☎090‑1457‑0168。

市民スキー選手権大会・級別テスト
か

ざわ

3月28日。鹿 沢 スノーエリアス
キー場（群馬県）
。選手権大会＝
大回転2本（個人・クラブ対抗）。
市内在住在勤在学の小学生以上。
3000円。級別テスト1〜4級も実施
（無料。合格時は公認料が必要）。
申 2月26日まで。
詳しくは市スキー
協会HPに掲載。 市スキー協会・
前田☎080‑6510‑2331。

あつぎスポーツアカデミー・湘南ベ
ルマーレ幼児動きづくりアカデミー

2月

移動図書館

わかあゆ号

4・18日

5・19日
6・20日
7・21日

12・26日
13・27日
14・28日

25日

（2人1組）
5組。各回1000円。 申 ハガ
キ、ファクス、Eメールにイベント
名、
〒住所、
氏名
（ふりがな）
、
年齢、
電話番号を書き、1月25日
（必着）ま
でに〒243‑0039温水西1‑27‑1市体
育協会☎247‑7212・薨248‑7151・
info@atsugi‑taikyo.or.jpへ。抽選。

体育協会のスポーツ教室

中央図書館☎223‑0033

まつかげ台中公園
大谷公園
鳶尾児童館
愛名第二公園
愛甲宮前公園
愛甲児童館
長谷公園
毛利台児童館
子合児童遊園
本厚木スカイハイツ
山際児童館
たちばな幼稚園前
そりだ公園
妻田東児童館
山際公園
西ノ久保公園
宮の里公園
下戸田菅原神社
上戸田児童館
エステスクエア本厚木
勝見公園
緑ケ丘北公園

13：30〜14：00
14：15〜15：00
15：30〜16：00
13：30〜14：10
14：45〜15：15
15：30〜16：00
14：30〜15：10
15：30〜16：00
10：30〜11：30
14：00〜14：45
15：30〜16：00
13：15〜13：45
14：15〜15：00
15：30〜16：00
14：00〜14：45
15：20〜16：00
10：30〜11：30
14：00〜14：45
15：15〜16：00
13：30〜14：00
14：30〜15：00
15：30〜16：00

プレパパママ教室・二人で
迎える素敵なベビーライフ！

2月①14日②28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
護者各回15組（既受講者を除く）
。
300円（オイル代）。 申 ①1月29日
〜2月7日 ②2月12〜21日 に 子 育 て
支援センター☎225‑2922へ。
抽選。
申 ①192634②192635

一緒に伸ばす赤ちゃんの発達
2月28日、10時〜11時30分。保健
福祉センター。理学療法士による
「子どもの発達を促す体を使った
遊び」
がテーマの講義と親子遊び。
市内在住の7カ月〜歩き始め前の
子どもと保護者20組。無料。 申 1
月15日 か ら 健 康 づ く り 課 ☎225‑
2597へ。先着順。 192067

親子ふれあい遊び

2月6日、①10〜13時②14〜17時。
あつぎ市民交流プラザ。①会いた
いと思わせる応募書類の作り方②
企業研究の進め方を学ぶ。39歳以
下各回30人。無料。 申 ファクスに

2月

2月26日、10時30分〜11時30分。
保健福祉センター。管理栄養士か
ら乳児の離乳食を学ぶ。市内在住
で9〜11カ月程度の原則第1子と保
護者20組。無料。 申 1月15日から
健康づくり課☎225‑2597へ。先着
順。 182064

ベビーマッサージ

■初心者柔道教室
2月9・16・23日
（全3回）
、
9時30分〜
11時30分。
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4歳以上50人。800円。 申 192442
■成長期の小・中学生に適切なト
レーニング講演会
2月16日、
10時〜11時30分。
南毛利
スポーツセンター。東京工芸大学
准教授による
「ジュニア期に高めて
おきたい運動神経」がテーマの講
演。市内在住在勤在学の方40人
（児
童・生徒は除く）
。
無料。 申 192640
いずれも 申 ハガキ、ファクス、
Eメールに講座名、〒住所、氏名
（ふりがな）、年齢、電話番号、性
別を書き、1月31日
（必着）までに
〒243‑0039温水西1‑27‑1体育協会
☎247‑7212・ 薨248‑7151・ info
@atsugi‑taikyo.or.jpへ。抽選。

貸し出しは１人10冊まで。
雨天中止。

離乳食マスターセミナー・
カミカミ教室

子育て

わかもの就職支援セミナー

2月9・29日
（全2回）、13時30分〜
14時20分。 親 子 で 取 り 組 む コ ー
ディネーショントレーニングを学
ぶ。南毛利スポーツセンター。市
内在住の5〜6歳の子どもと保護者

市内在住の歩行可能な1歳児と保
護者15組。
いずれも各回40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 ①②1月31日③
④2月14日までに子育て支援セン
ター☎225‑2922へ。抽選。 申 ①
192638②192639③192636④192637

「厚木会場」、氏名、年齢、電話番
号、講座名を書き、2月4日までに
かながわ若者就職支援センター☎
045‑410‑3357・薨045‑312‑4306へ
（HPからも申し込み可）
。抽選。

人気テレビ番組「SASUKE」出場者が集結

移動

■2歳児
2月7日、①10時〜②11時〜。市
内在住の2歳児と保護者15組。
■1歳児
2月21日、 ③10時 〜 ④11時 〜。

子育てサロン

子育て支援センター☎225‑2922

192633

3日

荻野

17日

愛甲・小野

4日

中依知・王子

18日

荻野新宿

5日

上依知・妻田

19日

下古沢・温水恩名

6日

森の里・戸室・厚木ガスリセ

20日

愛甲原・上落合

7日

古松台・愛名老人憩 21日
の家

妻田東・七沢

10日

中戸田

25日

毛利台・吾妻町

12日

宮の里

26日

下川入・上戸田

13日

飯山中部・及川

27日

山際・緑ケ丘・金田

14日

鳶尾・上荻野

28日

岡田・藤塚

厚木ガスリセ、愛名老人憩の家以外は全て児童館。
保護者同士、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。

3月8日、10〜12時。保健福祉セ
ンター。赤ちゃんのいる新しい家
族の関係づくりと子育てを学ぶ。
妊婦体験あり。市内在住で初めて
親になる夫婦25組。無料。 申 1月
15日から健康づくり課☎225‑2929
へ。先着順。

中央図書館の催し
■おはなし会
2月1･2・8・9・15・16・22・23・
29日、14時〜14時30分。中央図書
館。素話、絵本と紙芝居の読み聞
かせなど。4歳〜小学2年生程度。
■おひざにだっこのおはなし会
2月19・20日、 ①10時30分 〜 ②
11時〜（各回30分）。中央図書館。
歌遊び、手遊び、人形劇、紙芝居
の読み聞かせなど。1〜4歳程度の
幼児と保護者。
■ブックスタート
①1月21日、10時15分〜11時45分
＝南毛利公民館②1月25日、10時30
分〜11時30分＝中央図書館③2月5
日、11時30分〜12時＝保健福祉セ
ンター④2月12日、14〜15時＝保健
福祉センター⑤2月19日、
10時30分
〜11時30分＝あつぎ市民交流プラ
ザ。読み聞かせの方法や年齢に応
じた絵本を5分程度で紹介し、1冊
進呈。市内在住で2018年4月2日以
降に生まれた赤ちゃんと保護者

リセ
１周年
記念

移動子育てサロン in 厚木ガス

あゆコロちゃんと記念撮影

厚木ガスリセでの
子育てサロン開始
1周年を記念して、あ
ゆコロちゃんが遊び
に来ます。一緒に写
真を撮ろう！

無料

《日時》2月6日 10時15分〜11時45分
《会場》厚木ガスリセ
《対象》未就学児と保護者
《内容》写真撮影（カメラは持参）
。
保護者へのドリンクサービスあり
申 当日直接会場へ（子育てサロンの
参加は先着10組）。
子育て支援センター☎225‑2922

2020(令和２)年１月15日

年以上続けて勤務②収入が基準
に該当③市税（延滞金含む）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《入居日》
6月1日《家賃》団地、部屋の大き
さ、収入などに応じて決定。 申 1月
15日から住宅課や市役所本庁舎、
公民館、本厚木・愛甲石田駅連絡
所で配布する申込書を、
1月31日ま
でに直接、住宅課☎225‑2346へ。

（赤ちゃん1人につき1回）。生後4
カ月頃からが最適。母子健康手帳
をお持ちください。都合の悪い方
は、事前に予約し、第2・3木曜の
11〜12時、14〜15時に中央図書館
で受けられます。
いずれも無料。 申 当日直接会場
へ。 中央図書館☎223‑0033。

募 集
市民ふれあいマーケット
の出店者を募集
家庭で不用になった品物を販売
する出店者を募集します。
《日時》3月15日（雨天中止）、9
時〜13時30分《場所》厚木中央公
園《販売内容》日用雑貨や衣料品
など（手作り品、食品、動植物は
不可）《対象》市内在住の高校生
以上130人《出店料》500円。 申 往
復ハガキに〒住所、参加者全員の
氏名、日中に連絡が取れる電話番
号、販売品目、自動車使用の有無
（1店舗1台まで）・ナンバー、返信
先を書き、1月31日（消印有効）ま
でに〒243‑8511環境政策課☎225‑
2749へ。1団体1応募まで。抽選。

市営住宅入居者を募集

2月の

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）

2月12〜18日

谷 秀次郎作品展（陶画、陶芸展）

2月13〜18日

第7回えがおの個展（絵画、紙粘土、手
芸展）

たに

ひで じ ろう

わっさんアートの世界 （絵画展示販売）
2月20〜25日

水墨画・墨彩画総合展
心に響く瞬間「そらとうみとたいよう
と」（絵画、造形作品展示）
2020年いきいき作品展（絵画、写真、
工芸作品など）

消防組織の適正化や施設整備な
どを話し合う審議会の委員を募集
します。
《対象》①市内在住で18歳以上
②他の審議会の委員でない③市の
議員・職員でない④平日昼間の会
議（年2回程度）に出席できる―
の全てを満たす方2人《任期》4月
1日〜（2年間）
《報酬》日額7800円。
申 消防署や分署、
市HPにある申込
書を、郵送、ファクス、
Eメールで2
月15日（消印有効）までに〒243‑
0003寿町3‑4‑10消防総務課☎223‑
9366・薨223‑8251・ 6300＠city.
atsugi.kanagawa.jpへ。選考あり。

市内の児童館で勤務する指導員
を募集します。
《対象》子どもの健全育成に熱
意のある18歳以上《勤務先》通勤
可能な市内児童館《勤務内容》児
童館を利用する子どもの指導育
成、施設管理など《任期》最長で
1会計年度（4月1日〜翌年の3月31
日）《勤務時間》週15または20時

職業に必要な知識や技術を習得し
就職する意思がある方《選考日》
2月16日。 申 ハローワークで手続
き後、申込書を直接または郵送で
2月3日
（消印有効）までに各校へ。
県産業人材課☎045‑210‑5715。

お知らせ

県立総合職業技術校4月
入校生を募集
《実施校》かなテクカレッジ東
部（横浜市）
・西部（秦野市）
《コー
ス》精密加工エンジニア、電気、
溶接・板金、造園、建築CAD、室
内設計施工、
介護調理など《対象》

小･中学校新入学保護者説明会
小学校入学予定者（2013年4月2
日〜14年4月1日に生まれた方）と
中学校入学予定者（07年4月2日〜
08年4月1日に生まれた方）の保護
者に、保護者説明会の日時・場所
などを記載した就学通知書を昨年
12月に郵送しました。通知書を受
け取っていない・特別な事情で指
定された学校以外へ就学する
（国・
県・私立含む）・転出予定の方は
学務課へ連絡してください。 学
務課☎225‑2650。

献血のお知らせ
2月19日、①10〜12時②13時30分
〜16時。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
（献血内容で時間が異なる）
。 県
赤十字血液センター☎228‑9818。
《
「お知らせ」は6面に続きます》

あつぎ駅伝競走大会

地下道活性化提案事業

交通規制にご協力を
あつぎ駅伝競走大会の開催に伴い、道路の一時的な交通規
制を実施します。ご理解・ご協力と、選手への温かい声援を
お願いします。
スポーツ推進課☎225‑2531
スタート・ゴール
飯山グラウンド

北消防署

日時

★…中継場所
…駅伝コース

荻野運動公園

412

第５中継所

飯山小学校

★ 富士通厚木総合グラウンド60
第１中継所

市立病院

第２中継所

601

★ 日産 NATC セミナーハウス
文化会館

第３中継所
603
玉川中学校

129

第４中継所

★

ぼうさいの丘
公園

603
246

★

本厚木駅

松蔭大学
63

1月26日

10時〜11時30分
各中継所通過予定時刻
時刻（予想）

厚木西高校

本厚木駅前東口地下道がにぎわいあ
ふ れ る 歩 行 空 間 に な る よ う、4月 〜
2021年3月に事業の実施を希望する団
体の提案を募集します。申し込み方法
や注意事項など、詳しくは市HPに掲載
しています。
企画政策課☎225‑2450

さがみ自然フォーラム展示（環境保全
パネル展）

消防審議会の委員を募集

児童館指導員を募集

2月14日まで

2月6〜11日

間程度で、10〜17時のうち平均4
時間程度（複数名のシフト・ロー
テーション制）《報酬》時給1045
円
（予定）
。通勤・期末手当あり（条
件あり）
。 申 青少年課や市HPにあ
る申込書を、直接または郵送で2
月6日（必着）までに〒243‑0018
中町1‑1‑3青少年課☎225‑2581へ。
2月12日または14日に面接。

2月中にロードギャラリーとふ
れあいプラザに展示する作品を募
集します。
《募集期間》1月24日まで。申 ふれ
あいプラザにある用紙に色を塗り、
直接、
ふれあいプラザ☎225‑2081へ。

アイデアを募集します

催し名

厚木市友好都市交流写真展
ロードギャラリー
2月21日〜3月18日
（厚木地下道）
輝き厚木塾作品紹介（絵画、手工芸品）

ふれあいプラザぬりえ
広場作品を募集

地下道ににぎわいを

日 程

2月27日〜3月3日

市内の小学校内などで運営して
いる放課後児童クラブの指導員を
募集します。
《対象》児童の健全育成に熱意
のある18歳以上《勤務先》市内23
小学校など《勤務内容》入所児童
の生活指導や見守り、保護者対応
など《任期》最長で1会計年度（4
月1日〜翌年の3月31日）《勤務時
間》平日＝授業終了後〜19時。土
曜・長期休業日＝7時30分〜19時。
週15または19時間程度の交代勤務
《報酬》時給1045円
（予定）
。1100
円（有資格者）
。通勤・期末手当
あり（条件あり）。 申 こども育成課
や市HPにある申込書を、直接また
は 郵 送 で2月7日（必着）ま で に 〒
243‑8511こども育成課☎225‑2582
へ。後日面接予定。

富士見町団地
（旭町4‑17‑5）
3DK
＝3戸、旭町ハイツ（旭町2‑11‑10）
3DK＝1戸、妻田東ハイツ（1）（妻
田 東1‑21‑1）3DK＝5戸、 妻 田 東
ハイツ
（2）
（妻田東1‑21‑2）3DK
＝1戸、妻田東ハイツ（3）（妻田東
1‑21‑3）3DK＝1戸、宮の里ハイ
ツ（ 宮 の 里1‑1‑8）1LDK＝2戸、
宮 の 里 ハ イ ツ（ 宮 の 里1‑1‑8）
3DK＝3戸、上向原ハイツＡ（及
川2‑9‑1）2DK＝1戸、上向原ハイ
ツB（及川2‑9‑2）2DK＝1戸、戸
室ハイツA（戸室5‑21‑1）1K＝3
戸、戸室ハイツA（戸室5‑21‑1）
2DK＝3戸、戸室ハイツA（戸室
5‑21‑1）3DK＝1戸、戸室ハイツ
B（戸室5‑21‑2）3DK＝1戸《資格》
①夫婦や親子主体の家族、または
単身者で、市内に住民登録後1年
以 上 続 け て 居 住 ま た は 市 内 に1

あつぎ市民交流プラザ
☎225‑2510

会 場

放課後児童クラブ指導員
を募集

５

中継所

10時

荻野運動公園

10時11〜16分

富士通厚木総合グラウンド

10時22〜32分

日産NATCセミナーハウス

10時37〜51分

ぼうさいの丘公園

10時42〜57分

文化会館

10時25分〜11時8分

林中学校前

11時8〜30分

荻野運動公園

6

こちらは

このコーナーでは、

防災あつぎ です

災害に備える対策
などを紹介します。

第15回「災害時はのぼり旗で診療をお知らせ」
大規模な災害が発生した時に、医療機関などが診療できるかを
知らせるのぼり旗を医療機関と薬局に配布しました。
■のぼり旗を目印に
診療中 …診療を受け付けている医療機関
開局中 …開局している薬局
災害時には、掲出されているのぼり旗を
目印にしましょう。
■災害時医療のぼり旗掲出訓練を実施
1月17日、9〜12時に、厚木医師会などと
連携し、各医療機関と薬局がのぼり旗を掲
出する訓練を実施します。

2月17日、13〜16時。 厚 木 商 工
会議所。市内企業とインターン
シップへの参加を希望する大学生
や大学卒業後3年以内の未就業者
の交流会。無料。 申 当日直接会場
へ。 産業振興課☎225‑2832。

プレミアム付商品券の購入
期限は2月29日
購入引換券をお持ちの方は、期
限（JAあつぎ各店は1月31日）ま
でに購入してください。
《使用期限》3月31日。 商業に
ぎわい課☎225‑2595。

ひとり親家庭などへの児童
就学祝金を支給
《対象》子どもが4月に小・中学
校に入学、または3月に中学校を
卒業する予定のひとり親家庭など
で、3月1日現在市内在住の児童と
同居し養育している方《支給額》
①小学校入学＝1万円②中学校入
学＝1万3000円③中学校卒業＝1万
5000円。 申 市HPにある申請書と
戸籍謄本（ひとり親家庭などが対
象の手当・助成を受けている方は
不要）を直接または郵送で3月2日
（必着）までに〒243‑8511子育て
給付課☎225‑2241へ。ひとり親家
庭などが対象の手当・助成を受け

黄色に黒い文字の旗が目印

ている方には1月下旬に申請書な
どを郵送。

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》2月19日、10〜15時《場
所》あつぎ市民交流プラザ《対象》
賞味期限まで2カ月以上あり、常
申 当日
温保存できる未開封の物。
ハ ー ト みぃよ
直 接 会 場 へ。 Heart34☎220‑
5088（10〜16時）
。

中小企業退職金共済・厚木商工会議所
の特定退職金共済の掛け金を一部補助
《対象》①市内で継続して1年以
上事業を経営②2012年2月以降に
共済契約を結び1月1日現在も継続
（適格退職年金制度からの移行、
退職手当共済制度の加入は除く）
③従業員数が300人以下④市税を
完納―の全てを満たす事業主《補
助額》従業員（パートを含む）1
人当たり月額7000円を限度とし、
その10分の1。 申 1月31日までに産
業振興課☎225‑2585（特定退職金
共済加入者は商工会議所☎221‑
2153）へ。

公的年金の源泉徴収票を送付
2019年中に老齢年金を受け取っ
た方に、受給額や源泉徴収された
所得税額などをお知らせする源泉

が
ーター
ポ
リ
市民
紹介
活動を

市民リポーター
市民リポ
タ

白貝 眞理子さん（厚木町）

「ながら運動」で冬の運動不足を解消
冬の時期、皆さんは体を動かしていま
すか。外が寒いと普段取り組んでいる運
動もさぼりがちになりますよね。そんな悩
みを解決するために、自宅で気軽にでき
る運動を紹介してもらいました。
今回教えてもらったのは、歯磨きをし
ながらのかかと上げと、テレビを見なが

あつぎ「正社員」就職面接会
2月4日、13時〜15時30分。厚木
商工会議所。正社員募集中の企業
が集まり面接を実施します（求人
票はハローワーク厚木で公開）
。
申 求職番号、履歴書などの応募書
類を持ち、当日直接会場へ。 ハ
ローワーク厚木☎296‑8609。

教育委員会とフリースクール
などによる不登校相談会

危機管理課☎225‑2190

インターンシップマッチ
ングイベント

徴収票を1月下旬に郵送します
（障
害・遺族年金受給者は除く）。確
定申告時に必要です。 日本年金
機構☎0570‑05‑1165。

2月1日、13時〜16時30分。鎌倉
市深沢学習センター。不登校を経
験した子どもや保護者による座談
会、フリースクールなどの活動紹
介、個別相談会。無料。 申 当日直
接会場へ。筆談での対応などの希
望は事前に問い合わせ先へ。 県
子ども教育支援課☎045‑210‑8292。
241010

宅建協会合同相談会
2月15日、10〜16時。 宅 建 協 会
県央支部。専門家による法律や税
金、
不動産取引などの相談。無料。
申 2月14日までに宅建協会県央支
部☎224‑6561へ。

2月 ①1日 ②8日 ③23日、11〜16
時。①③新宿エルタワー②横浜新
都市ビル。約50校の大学による通
信教育の説明会。高校生以上。無
料。 申 当日直接会場へ。 私立大
学通信教育協会☎03‑3818‑3870。

ゆうちょアイデア貯金箱
コンクール市内受賞者
全国約72万点の応募の中から
240点の入賞作品が決まり、里見
しい た
椎太さん（厚木小3年）の「ひょっ
こりトースター」が「すてきなデ
ザイン・アイデア賞」を受賞しま
した。 コンクール事務局☎0120‑
296‑285。

み ん なの声で
つくる

まち

《意見交換会》
■市立病院の診療費等に関する条
例の一部改正
2月17日、19〜20時。市立病院。
申 当日直接会場へ。 医事課☎
221‑1570。

と き

人生をしまう時間
1月24日まで
トスカーナの幸せレシピ

放送大学2020年度
4月入学生募集
授業をテレビやラジオ、イン
ターネットなどで受けられます。
《科目》心理学、福祉、経済、
歴史、文学、情報、自然科学など
300科目《出願期限》3月17日まで。
申 放送大学神奈川学習センター☎
045‑710‑1910から資料を取り寄せ
期限までに提出。

東京農業大学生物産業学部
学資支援金制度
北海道網走市にある東京農業大
学オホーツクキャンパスへ入学す
る方に支援金を給付します。
《対象》2020年4月以降に入学し
た市内在住の保護者
《給付予定額》
10万円。 東京農業大学生物産業
学部学生教務課☎0152‑48‑3813。

ら足踏みをするイスウオークです。どち
らも簡単に取り入れられる運動ですが、
驚くほど体に効くんです。
気になって自分でも調べてみたところ、
他にも「ながら運動」はたくさんありまし
た。洗濯物をたたみながら軽く腰をひねっ
てストレッチをするなど、普段の生活の
動きにねじりを加えるだけで、家事もト
レーニングに大変身します。時間を有効
活用できて体にも良い。一石二鳥ですよ
ね！私も「なが
ら運動」を取り
入れて、運動不
足になりがちな
冬を乗り切りた
いと思います。 家でできる「ながら運動」を紹介

大学通信教育春期
合同入学説明会

映画 すみっコぐらし
1月26日まで
とびだす絵本とひみつのコ
ナイト・オブ・シャドー
1月17日
魔法拳
〜2月6日
※字幕版／吹替版あり

【細野晴臣特集】
ある船頭の話
影踏み

1月18
〜31日

EXIT
長いお別れ
※千円均一

【細野晴臣特集】
NO SMOKING
ボーダー 二つの世界

1月19
〜31日

1月25日
〜2月7日

（R18+）

鑑賞料、上映時間の詳細などは、直
接劇場にお問い合わせください。

あつぎのえいがかん kiki☎240‑0600

サークルのメンバー

伝言板

募集などの情報を紹介。

◆花アロハ 水曜（月3回）、13〜15時。厚木南公民
館。フラダンスを楽しむ。月会費3000円。 楢原☎
247‑9493。
◆ボクシング＆エクササイズ教室 2月3・10・17日、
19時〜20時30分。金田自治会館。各回500円。 申 1月
20日までに安齋☎090‑8012‑0095へ。
◆アビー・イングリッシュ・サークル 月曜（月3回）、
17〜18時。相川公民館。無料体験あり。小学生。月
会費3000円。 加藤☎080‑5440‑1873。
◆キッズ・イングリッシュ・サークル 土曜（月3回）、
小学1〜3年生＝9〜10時、4〜6年生＝10〜11時。あ
つぎ市民交流プラザ。無料体験あり。月会費3000円。
石井☎080‑5379‑6275。
なら

はら

2020(令和２)年１月15日

市政発展の功績をたたえて

174人39団体を表彰
厚木市は2月1日に、65回目の市制記念日を迎えます。市では毎年、この
日に合わせて各分野で市政の発展にご尽力いただいた方などを表彰してい
ます。表彰式は、2月1日に文化会館で行います。
秘書課☎225‑2009
今回表彰を受けるのは、自治功
労表彰として前市議会議員の2人、
自治表彰として監査委員・農業委
員会委員として各1人の他、一般
表彰102人・14団体、スポーツ表
彰68人・25団体の皆さんです。
《50音順・敬称略》

自治功労表彰
市議会議員▶越智一久、沼田幸一

自治表彰
監査委員▶下嶋和美
農業委員会委員▶難波博文

一般表彰
友好交流委員会委員▶松尾美智代
民生委員児童委員▶井上敏昭、大
沢みき、大塚裕美、小塩頼良、小
本寛司、齊藤正昭、佐藤由利子、
佐藤良市、重田春美、島村まさこ、
鈴木とも子、曾根茂、縄幸枝、坂
内勝男、丸山文雄、栁下浩幸、山
田芳一、山本淳一、行本住枝、吉
澤鏡子
保護司▶ 田昇、安藤弘子、土屋
義行、前頭七恵、松本成美、本杉
忠孝、依田好司
属託医▶今岡千栄美、久保田千鳥、
三宅彰
自治会長▶足立原將、池澤勝海、
石井彰一、髙橋正一、前田征治、
山口泉
行政相談委員▶大貫公子
文化関係団体会長▶飯塚正道、神
崎和夫、立脇健治、冨田欣市
母親クラブ連絡協議会役員▶渡辺
八重子
児童館運営委員長▶宮野利美
交通安全指導員▶小谷野誠一、渋
谷宏一、前場康孝、田中佐佳子、
飛川勉、富山明、中村豊、森住照
雄、和田敦子
まちの情報を多言語で発信
︵あつぎのきほん︶

市勢ガイド

10言語版完成

【言語】英語・ベトナム
語・中国語・タガログ語・
スペイン語・韓国語・ポ
ルトガル語・シンハラ語・
ラーオ語・タイ語
【配架場所】市役所本
庁舎（市HPにも掲載）

広報課☎225‑2040

環境保全指導員▶新井新三郎、桝
本久夫
環境美化部長▶表治、小島勇、福
山博光、溝呂木傑
商工会議所役員▶井上康男、小嶋
完治、鈴木恒平、三橋文男
生産組合長▶大貫真一、指籏サト、
長澤勝彦
消防団員▶飯島秀貴、大石精一郎、
佐藤勝男、鈴木亮一、曽根和広、
松田康之、米谷進
外郭団体役員▶西海幹男、花上滋
体育・レクリエーション関係団体
会長▶德間和男、宮田輝幸
地域福祉における慰問・奉仕活動
▶玉川地区しあわせクラブ
地域ボランティア▶及川佑、笹山
惠一郎、宮川惠子、望月千登志、
厚木中学校ボランティア活動部、
依知南小学校ＰＴＡ、金田上部自
治会
審議会等委員▶野田幹雄
コンクールなど▶内野瑛斗、宇津
木海斗、浦田祥吾、小倉佑介、加
藤美紗希、佐藤陽向、塩川綾乃、
菅井晃平、髙林瑞葉、田代空、成
田琴葉、橋本理央、藤𠩤尊子、三
木達郎、吉田裕翔、厚木中学校吹
奏楽部、依知中学校吹奏楽部、藤
塚中学校吹奏楽部、睦合東中学校
吹奏楽部、厚木高校軽音楽部、厚
木高校軽音楽部Iolite、厚木高校
軽音楽部PaRaBoLatory、厚木高
校軽音楽部ユナイテッド高野豆
腐、厚木西高校合唱部、Joy夢、
吹夢Z

スポーツ表彰
空手▶青木颯良、小川颯大、小川
棟士朗、金谷怜実、末次巧和、杉
山莉理、長屋旬、日向野にいな、
林中学校（誠明館）
車いすバスケットボール▶神奈川
JUNKS
ゲートボール▶和田賢愼、和田智

亮、和田悠誠
ゴルフ▶天野真里奈、芳崎陽紀
水泳▶安立胡春、加納義士、三瓶
嵩将
相撲▶津田虎之
ソフトテニス▶飯田脩三、石田美
生、藤生来海、厚木市役所ソフト
テニス部、玉川中学校女子ソフト
テニス部、東名中学校女子ソフト
テニス部
ソフトバレーボール▶あつぎクラ
ブ
ソフトボール▶石黒麗奈、野村映
実、保志恵華、松原緑、松本琴和、
丸優希、水野蘭、村山莉瑚、矢藤
輝羅菜、和田梨理花、厚木クラブ、
厚木商業高校ソフトボール部、あ
つぎマジックスʼ 01、恩名ソフト
卓球▶藤塚中学校卓球部
チアダンス▶厚木高校ダンスドリ
ル部
チアリーディング▶ATSUGI ALL
☆STARS、Blue Angels
ティーボール▶愛甲小ソフトクラ
ブ
トランポリン▶飯尾光真、石田美
咲希、奥山大雅、崎浜望叶、 尾
晄、牧野愛琴、三澤優華、萬木愛
花、萬木花梨
軟式野球▶田中茂、濵内繁信、山
田清、厚木クラブ、三田フレンズ、
日立オートモティブシステムズ㈱
厚木工場、㈱リコー厚木事業所
バウンドテニス▶加藤志穂、山田
真奈
バスケットボール▶森内彩香、
HAPPY PEOPLE
バドミントン▶北村聖、
鈴木大翔、
丸井はるみ、NP神奈川、Selfish
バレーボール▶相原勇真、三浦徹
平
ボウリング▶本橋江莉
野球▶浅見翼、緒方舜、加藤響、
坂口純哉、野口裕斗
ラグビー▶唯野文香、中村果歩、
山元陽日

7

陸上▶安倍立矩、安西彩乃、岩渕
充貴、内田匠、宮下友梨香、吉野
潤
レスリング▶鈴木琳媛
弓道▶池田遥人、亀田ちひろ、厚
木高校弓道部、厚木東高校女子弓
道部、厚木東高校男子弓道部

感謝状
佐藤陸彦、山田次郎、㈱アオイ、
あかざ俳句会、厚木法人会、厚木
新聞販売組合、佐藤電工㈱、産業
能率大学、厚木市全国県人会連合
会、㈱大勝建設、常盤産業㈱、日
本フルハーフ㈱

市制施行65周年記念
特別感謝状
市民協働功労▶川越勝暁、
川瀬茂、
澤田稔二、杉山幹夫、山口和彦、
飯山農楽校、荻野三つ沢の里山を
守る会、グリーン成長 桜、里山
ネット・あつぎ、下荻野寿会、新
宿寿会、七沢里山づくりの会、み
どりと清流のふるさと創造委員
会、ゆめのシステムプロジェクト
寄付▶太陽会

教育振興への貢献に感謝

教育委員会表彰
教育総務課☎225‑2600

教育の振興、発展に貢献された
皆さんを表彰します。表彰式は市
の表彰と併せて行います。
《50音順・敬称略》
青木誠司、池田正信、遠藤貴士、
加藤優、桐木平司、熊坂博、小瀬
村泰久、佐多知美、下島聡、杉山
由廣、高山ジェニー聖子、宝田利
夫、近田芳明、土屋勉、林元春
※掲載を希望しない被表彰者は省
略します。

高齢者叙勲
2019年4〜12月 に 市 内 で 受
章された2人を紹介します。
《50音順・敬称略》
【瑞宝双光章】望月民雄、山
田米吉
秘書課☎225‑2009

８

2020(令和２)年１月15日
あ つ ぎ び と

ぜいたく

一杯のコーヒーで「小さな贅沢」を
コーヒー店店長

戸田 亜希さん（44）

昨年、店舗が優良小売店舗県知事賞を受賞。
「お客さまの
喜び第一の接客が認められた」と喜ぶ戸田さん

無料

相談

●12〜13時は受け付けません（消費生活相談を除く）。
●相談先に迷ったら総合相談コーナー☎225‑2100へ。
※祝日、振り替え休日、施設休館日などは実施していません。

高 齢 者 月〜金曜（水曜除く）、9〜17時
介
護 高齢者の生活・介護全般

税

務 1月20日、2月3日。13〜16時

登

記 1月20日、2月10日。13〜16時

法

律

介護福祉課
☎225‑2220
子育て給付課
☎225‑2241

◎発信者番号は通知設定でおかけください

不 動 産 2月6日、
13〜16時
公 証 人 1月17日、
2月7日。13〜15時
行政書士 2月3日､13〜16時

教

育

健

マンション 毎月第3水曜、13〜16時 要予約（7日前まで）
管
理 管理組合の運営、長期修繕計画など

住宅課
☎225‑2330

子 育 て 毎日、8時30分〜17時15分

2月12･25日、9〜11時、13時30分〜15時 要予約
療育歯科
病気や障がい、発達の遅れなどがある3歳
相
談
未満児
エイズ・梅毒の 2月13･27日、13時10分〜15時
検査・相談 相談は匿名で随時

厚木保健
福祉事務所
☎224‑1111

厚木保健
福祉事務所

要予約

月〜金曜、9時30分〜16時
消費生活
契約などのトラブルや悪質商法など
毎月第4金曜(祝日の場合は第3金曜）、
多重債務
13〜16時 要予約

消費生活
センター
☎294‑5800

厚木商工
会議所
（4階）

6階

1階

社会福祉協議会
5階
☎225‑2947

要予約

3階

要予約

2階

康 月〜金曜、8時30分〜17時15分

労

月〜土曜、10〜17時 要予約
15〜39歳のニートや引きこもりの方の就労

勤労者のための 1月24日、
17時20分〜20時 要予約
法律相談（夜間） 労働条件、賃金不払い、解雇、生活のトラブルなど

働く人の
1月22日、
18時〜20時50分
心の悩み

要予約

子育て支援センター
☎225‑2922

8階

若者サポートステーション
☎297‑3067

7階

産業振興課
☎225‑2585

5階

あつぎ市民交流プラザ
︵アミューあつぎ︶

要予約

青少年教育相談センター
☎221‑8080

福祉総務課
☎225‑2895

生活習慣病 2月20日、9時〜11時30分 要予約
予
防 2月5･28日、13時15分〜15時45分

就

ろ

市民協働推進課
3階
☎225‑2141

生活困窮
月〜金曜、9〜17時
からの自立
毎月第2・3水曜、13〜15時
司法書士による成年後見

7階

女性のための
相談室
☎221‑0123

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

都市計画課
☎225‑2401

専 門 的 2月13・27日、9時30分〜16時
栄養相談 難病の方などの食事

家庭相談課
☎221‑0182

要予約

特定開発 毎週金曜、9〜16時 要予約
事業紛争 特定開発事業に関する紛争など

月に3回程度実施。心の病気、アルコール・薬
精神保健・
物などの依存症、認知症 要予約
認知症相談
日時はお問い合わせください。

ここ

家庭相談課
☎221‑0181

2月6日、9〜12時 要予約
健康づくり課
自殺予防 2月17日、13〜16時 要予約
☎225‑2201
臨床心理士による「いのちのサポート相談」

権 第1〜4水曜、13〜16時

い

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

ボランティア 毎月第3金曜、13〜16時

成年後見

よ

保健福祉センター

毎週木曜、
13〜16時
外国人
ポルトガル語・スペイン語・英語

市民協働推進課
☎225‑2100
(人権相談は
☎225‑2215）

さわやか1番

01 2 0 ‑ 3 1‑ 4 1 5 6

Ｄ
Ｖ
月〜金曜、9〜17時
（女性専用）
月〜金曜、10〜17時
女性一般
生き方や家庭、職場の悩みなど

市役所本庁舎

2月13日、13〜16時

人

2階

総合相談コーナー︵1階︶

行

24時間年中無休

女性法律 毎月第3金曜、13〜16時

司 法 書 1月27日、
13〜16時
士 法 律 要予約 (前週から受け付け。先着6人）
毎月第2〜4金曜、13〜16時

あつぎ健康相談ダイヤル24
児童虐待 月〜金曜、9〜17時

毎週火曜、毎月第2〜4水曜、10〜16時
要予約 (前週から受け付け。
先着9人）

交通事故

う心掛けています。お客さんが新しい味に出合
い、
「おいしかったよ」
「また飲みたい」と言っ
ていただけたときが何よりうれしいです。
お店で扱う豆は少し高く、店舗は駅から離れ
た場所にあります。それでもわざわざ足を運ん
でくれたからには、ここでしか味わえない「小
ぜいたく
さな贅沢」を感
じてもらいたい。
これからも、大
好きなコーヒー
を通して多くの
方にちょっとし
た幸せを届けた 豆の良さを伝えるため、焙煎士から
いです。
味の特徴などを細かく聞く戸田さん

市役所第2庁舎

月〜金曜、8時30分〜17時
ひとり親
ひとり親家庭などが抱える悩みや自立に
家 庭 等
関する相談など

政

コーヒー店で店長を務めて５年になります。
10年前、大学時代によく通っていた市内の店舗
が移転のためスタッフを募集していたのを見つ
け、働き始めました。
店の自慢は、コーヒーのコクと旨みをしっか
りと引き出すために、豆を敷地内にある工場で
ばいせん
炭火焙煎していること。手間も時間もかかる炭
火での焙煎は県内でも珍しく、焼きたての豆を
一番おいしく味わえるのも売りの一つです。
人の味覚は十人十色。コーヒーの味も、豆の
産地やひき方、ブレンドの仕方で異なります。
だからこそ、お客さんの好きな食べ物やコー
ヒーを飲むタイミングなど、コーヒーの好み以
外の情報も聞き、一番合った豆をお薦めするよ

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
月〜金曜、9〜17時
健康相談

厚木歯科医師会
☎221‑8733

地 域 の 月〜土曜、8時30分〜17時15分(土曜は12時ま
困りごと 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
（介護福祉課
☎225‑2220に確認)

