










インターネット
モニターからの
意見を紹介

厚木市 インターネットモニター

インターネットモニター募集中

問広報課☎225-2043

検 索

3月1日号「広報あつぎ」を読んで
◆災害には日々不安を感じているので、市の備えを知っ
て安心した／50代女性 ◆3人もの候補が政策を語り、
熱い選挙戦だった／70代以上男性 ◆自分にも架空請
求のはがきが届き不安だった。広く注意喚起して、だま
される人が減ることを願う／60代男性 ◆市内の自殺者
数が毎年40人超と知り驚いた。聴く姿勢の大切さを認
識できた／70代以上男性 ◆あつぎ飯山桜まつりに家族
で行きたくなった。子どもと一緒に楽しめそう／20代女性

　特集で紹介した高橋勇市さんの伴
走者講習に参加しました。声掛けの大

切さなど、伴走の基礎を学んだ後、私もアイマスクを着けたラン
ニングを体験。衝突や転倒の恐怖で腰が引け、はたから見ると
情けない姿になっていたと思います。体験から、高橋さんのす
ごさ、選手が身を委ねるガイドの大切さ、両者の信頼関係を感
じることができました。高橋さん、そして亀井さんの進む道が、
2020年の東京につながっていくことを願っています／橋本

　小学校に入学した児童に、市立
小学校を通じて本入れバッグを配布
します。私立小学校の場合は、中
央図書館で受け取れます。問中央
図書館☎223-0033。

　《指定管理者》タイムズ24㈱連合
体《指定期間》4月1日～（5年間）。
問市街地整備課☎225-2851。

　4月から市役所第二庁舎の事務
室を移転します。福祉総務課自立
支援担当＝1階（以前は2階）、保
育課＝3階（以前は1階）、監査事
務局＝13階（以前は7階）。問行政
総務課☎225-2280。

　2018年度中に受章された皆さんを
紹介します（50音順・敬称略）。
　《瑞宝小綬章》川口武男（88・三
田）萩原隆一（88・旭町）《瑞宝双光
章》古塩善三（88・恩名）花上友彦
（88・中荻野）。問秘書課☎225-2009。

《報 酬》日額7800円（交 通 費 含
む）。あ文化生涯学習課や市HPに
ある申込書を4月22日（必着）まで
に直接、郵送またはファクス、Eメー
ルで〒243-8511文化生涯学習課☎
225-2508・あ 225-3130・あ 0350
@city.atsugi.kanagawa.jpへ。書
類選考あり。

　2021年度から始まる次期総合計
画の策定に向けまちづくりの方向性
を検討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平日の会議
（年9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8人《任期》5月～（1年間）《報
酬》日額7800円（交通費含む）。
あ企画政策課や市HPにある申込
書を5月7日（必着）までに直接、
郵送またはファクス、Ｅメールで
〒243-8511企画政策課☎225-2455
・あ225-3732・あ1100＠city.atsu
gi.kanagawa.jpへ。書類選考あり。

　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》5月19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》市内在住の方130人
（高校生以下は不可）《出店料》500
円。あ往復ハガキの往信面に〒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
車の使用の有無（１店舗１台まで）・
車種・ナンバー、返信面に返信先を
書き、4月15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。

ゲームのプログラミングを楽しむ。
　いずれも情報プラザ。■は市内在
住在勤在学でパソコン初心者◆は
市内在学の小学生（保護者同伴可）
各16人。無料。あ4月20日までに情報
プラザ☎220-2711へ。抽選。

　《職種》看護補助者《対象》心
身共に健康な方《内容》病棟内の
環境整備や患者の搬送・食事の配
膳などの補助業務《勤務時間》①7
時～ 15時45分、9時30分～ 18時
15分、11時15分～ 20時の週5日シ
フト勤務②20時～翌7時（休憩1時
間）の月15日勤務。いずれも土・日
曜、祝日を含む《報酬》①月額16万
3000円～②時給1110円～（別途
夜間勤務手当あり）。あ4月19日ま
でに病院総務課☎221-1570へ。面
接あり。

　観光振興の推進を検討する委員
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2人《任期》6月～（2年間）
《報 酬》日額7800円（交 通 費 含
む）。あ観光振興課や市HPにある
申込書を4月26日（必着）までに直
接、郵送またはファクス、Eメールで
〒243-8511観光振興課☎225-2820
・あ223-0174・あ3850@city.atsu
gi.kanagawa.jpへ。書類選考あり。

　文化芸術振興条例の運用状況の
点検や文化芸術の振興の推進に意
見を頂く委員を募集します。
　《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》6月17日～（2年間）

　
　4月17日～5月12日（4月22・23日、5月
7・8日は休館）、10～17時。古民家岸
邸。よろいかぶと、こいのぼりの展示。
5月4・5日、10～14時に昔遊び・民話の
お話し会と抹茶サービスあり。無料。
あ当日直接会場へ。問あつぎ郷土博
物館☎225-2515。

　4月17日～10月30日の水曜、17～18
時（9・10月は16～17時）。荻野運動公
園。市内産の農産物や加工食品など
を販売。17日はオープニングフェアとし
て、買い物をした方にオリジナルあゆ
コロちゃんエコバッグまたは買い物券
（数量限定）をプレゼント。問農業政
策課☎225-2801。

　4月13日、9～12時。消防本部。応急
手当の必要性、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
30人。無料。あ4月1～8日に救急救命
課☎223-9365へ。抽選。ああ182881

　5月11日、9～17時。消防本部。危険
物取扱者試験（乙4種）の受験対策。
定員50人。9400円（テキスト代他）。あ
消防本部、各消防署・分署にある申
込書を、4月5日から直接、予防課☎
223-9369へ。先着順。

■初心者向け表計算教室
　4月27日、10～12時。操作や表計算
の基礎を学ぶ。
◆子ども向け名前シール作成教室
　4月27日、13～15時。オリジナルの名
前シールを作る。
■初心者向けＳＮＳ入門教室
　4月28日、9時30分～12時30分。使
い方の基礎や便利な機能を学ぶ。
◆子どもゲームプログラミング教室
　5月5日、9時30分～12時30分。

古民家岸邸の端午の節句

夕焼け市がスタート

応急手当普通救命講習会

観光振興推進委員を募集

文化芸術振興委員を募集

本入れバッグの配布

第二庁舎の事務室を一部移転

高齢者叙勲

危険物取扱者・
受験準備講習会

市立病院看護補助者
（臨時職員）を募集

市民ふれあいマーケットの
出店者を募集

ゴールデンウィーク
無料パソコン教室

市営自動車駐車場の
指定管理者が決定第10次総合計画市民検討

会議委員を募集

厚木市 地域包括ケア 映像 検索

映像で分かる
地域包括ケア社会

問福祉総務課☎225-2047

　誰もが住み慣れた地域で自分ら
しい暮らしを人生の最期まで続け
る「地域包括ケア社会」を分かり
やすく紹介するＰＲ映像を作成しま
した。

日　時 4月21日、5月12日
13時～16時30分

場　所 市役所第二庁舎
対　象 両日参加できる市内在住在

勤在学の16歳以上30人
内　容 複合化で期待できることや

課題についての意見交換

　図書館、（仮称）こども未来館、
市庁舎などを含む複合施設につい
て、皆さんと意見を交換するワー
クショップを開催します。

新庁舎含む複合施設の整備に向けた
ワークショップ

まちの未来を考えよう ［整備予定地］中町第2-2地区

問市街地整備課☎225-2470

あ電話またはファクス、Eメール
に〒住所、氏名（ふりがな）、年
齢、性別、電話番号を書き、4月
12 日までにあ 224-4802・あ 5000
@city.atsugi.kanagawa.jp
へ。抽選。

市HPで
公開中

　　　　　　　　　　（　印の番
号で、ウェブ上から詳しい情報を確
認できます。「 あ」と記されたも
のは、申し込みもできます）
市役所への郵便物は「〒243-8511
◯◯課」で届きます。
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