
市役所窓口を臨時で開庁、医療機関も診療を実施

ごみの収集、その他の公共施設は通常通り実施

臨時開設窓口 時間

8時30分～
12時

業務・施設 時間

通常通り

厚木市 10連休 検 索

「広報あつぎ」では、自主財源確保のため広告掲載事業を実施しています。広告掲載の申し込み㈱横浜メディアアド☎045-450-1804へ。「広報あつぎ」では、自主財源確保のため広告掲載事業を実施しています。広告掲載の申し込み㈱横浜メディアアド☎045-450-1804へ。
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ママたちの笑顔あふれる地域にママたちの笑顔あふれる地域に
子育て相談サロン「ままカフェ」 リーダー子育て相談サロン「ままカフェ」 リーダー

山田  啓子さん（40・愛甲）山田  啓子さん（40・愛甲）
　子育て中の母親たちが集い、一息つける場所
「ままカフェ」を仲間と３人で運営しています。月
に１回程度、あつぎ市民交流プラザや公民館で、申
し込みのあった５・６人の母親と話をしたり、勉強
会を開いたり、楽しいひとときを過ごしています。
　私自身、小学６年生の息子と２年生の娘を育て
る母親です。こうした活動を始めたのも、育児で
悩んだことがきっかけです。子どもが生まれて間
もない頃、右も左も分からない育児に疲れ、精神
的に落ち込んだ時期がありました。夫は仕事で帰
りが遅く、実家も遠いため親にも頼れない。つら
い毎日を「しっかりと育てなきゃ」という使命感
だけで過ごした経験から、同じように育児に励む
母親が笑顔でいられるように支えたいと思うよ

　子育て中の母親たちが集い、一息つける場所
「ままカフェ」を仲間と３人で運営しています。月
に１回程度、あつぎ市民交流プラザや公民館で、申
し込みのあった５・６人の母親と話をしたり、勉強
会を開いたり、楽しいひとときを過ごしています。
　私自身、小学６年生の息子と２年生の娘を育て
る母親です。こうした活動を始めたのも、育児で
悩んだことがきっかけです。子どもが生まれて間
もない頃、右も左も分からない育児に疲れ、精神
的に落ち込んだ時期がありました。夫は仕事で帰
りが遅く、実家も遠いため親にも頼れない。つら
い毎日を「しっかりと育てなきゃ」という使命感
だけで過ごした経験から、同じように育児に励む
母親が笑顔でいられるように支えたいと思うよ

うになり、２年前に活動をスタートさせました。
子育てと仕事をしながらの活動ですが、来てくれ
る皆さんの笑顔と「ありがとう」の言葉が私自身
の支えにもなっています。
　４月から、市の市民協働提案事業として「まま
カフェあつぎ子ども食堂」を始めます（3面に関連
記事）。おいしくて体
に良い献立を考えて
いるので、たくさん
の人に来てほしいで
す。子どもたち、そし
て親たちが、笑顔に
なれる場所にしたい
と思っています。

うになり、２年前に活動をスタートさせました。
子育てと仕事をしながらの活動ですが、来てくれ
る皆さんの笑顔と「ありがとう」の言葉が私自身
の支えにもなっています。
　４月から、市の市民協働提案事業として「まま
カフェあつぎ子ども食堂」を始めます（3面に関連
記事）。おいしくて体
に良い献立を考えて
いるので、たくさん
の人に来てほしいで
す。子どもたち、そし
て親たちが、笑顔に
なれる場所にしたい
と思っています。

初めは参加者だった仲間と「ま
まカフェ」を運営
初めは参加者だった仲間と「ま
まカフェ」を運営

相談相談 ●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。
●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。※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
介 護

月～金曜（水曜除く）、9～17時
高齢者の生活・介護全般

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

特定開発
事業紛争
特定開発
事業紛争

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

教 育教 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
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

成年後見成年後見 毎月第 2･3水曜、13～15時  要予約 
司法書士による成年後見
毎月第 2･3水曜、13～15時  要予約 
司法書士による成年後見

多重債務多重債務 毎月第 4金曜（祝日の場合は第 3金曜）、
13～16時  要予約  
毎月第 4金曜（祝日の場合は第 3金曜）、
13～16時  要予約  

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 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

女性法律女性法律 毎月第 3金曜、13～16時  要予約毎月第 3金曜、13～16時  要予約

ボランティア 毎月第 3金曜、13～16時ボランティア 毎月第 3金曜、13～16時

法 律法 律 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）
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）

外 国 人 毎週木曜、13～16時
ポルトガル語・スペイン語・英語外 国 人 毎週木曜、13～16時
ポルトガル語・スペイン語・英語

司法書士
法 律
司法書士
法 律

毎月第 4月曜、13～16時
 要予約 （前週から受け付け。先着 6人）
毎月第 4月曜、13～16時
 要予約 （前週から受け付け。先着 6人）

自殺予防自殺予防
5月9日､9～12時  要予約 
5月20日､13～16時  要予約 
臨床心理士による「いのちのサポート相談」

5月9日､9～12時  要予約 
5月20日､13～16時  要予約 
臨床心理士による「いのちのサポート相談」

健 康健 康 月～金曜、8時 30分～17時 15分月～金曜、8時 30分～17時 15分

生活習慣病
予 防
生活習慣病
予 防

5月 9・31日､13時 15分～15時 45分  要予約  
5月 20日､9時～11時 30分  要予約
5月 9・31日､13時 15分～15時 45分  要予約  
5月 20日､9時～11時 30分  要予約

介護福祉課
☎225-2220
介護福祉課
☎225-2220

市民協働推進課
☎225-2100
（人権相談は
☎225-2215）

市民協働推進課
☎225-2100
（人権相談は
☎225-2215）

都市計画課
☎225-2401
都市計画課
☎225-2401

マンション
管 理
マンション
管 理

毎月第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
毎月第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
住宅課

☎225-2330

健康づくり課
☎225-2201
健康づくり課
☎225-2201

厚木商工
会議所
（4階）

厚木商工
会議所
（4階）

2階2階ひとり親
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

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
子育て給付課
☎225-2241

毎月第 1・3月曜、13～16時（5月は第 3月曜のみ）税 務 毎月第 1・3月曜、13～16時（5月は第 3月曜のみ）税 務
毎月第 2月曜、13～16時登 記 毎月第 2月曜、13～16時登 記

毎月第 2～4金曜、13～16時交通事故 毎月第 2～4金曜、13～16時交通事故

第 1～4水曜、13～16時（5月は第 2～4水曜）人 権 第 1～4水曜、13～16時（5月は第 2～4水曜）人 権

第 2・4木曜、13～16時行 政 第 2・4木曜、13～16時行 政

5月 9日、13～16時不 動 産 5月 9日、13～16時不 動 産
毎月第 1・3金曜、13～15時（5月は第 3金曜のみ）公 証 人 毎月第 1・3金曜、13～15時（5月は第 3金曜のみ）公 証 人
5月 13日、13～16時行政書士 5月 13日、13～16時行政書士
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市
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本
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就 労就 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
対象の就労相談

月～土曜、10～17時  要予約 
15～39歳のニートや引きこもりの方
対象の就労相談

勤労者のための
法律相談（夜間）
勤労者のための
法律相談（夜間）

4月 26日､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
4月 26日､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

働く人の
心の悩み
働く人の
心の悩み 4月 24日、18時～20時 50分  要予約 4月 24日、18時～20時 50分  要予約 

地 域 の
困りごと
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 
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 

子 育 て子 育 て子 育 て 毎日、8時 30分～17時 15分子 育 て 毎日、8時 30分～17時 15分

産業振興課
☎225-2585
産業振興課
☎225-2585

歯と口の
健康相談
歯と口の
健康相談
歯と口の
健康相談 月～金曜、9～17時歯と口の
健康相談 月～金曜、9～17時 厚木歯科医師会

☎221-8733
厚木歯科医師会
☎221-8733

子育て支援センター
☎225-2922

子育て支援センター
☎225-2922

若者サポートステーション
☎297-3067

若者サポートステーション
☎297-3067
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7階7階
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家庭相談課
☎221-0181
家庭相談課
☎221-0181
家庭相談課
☎221-0182
家庭相談課
☎221-0182

女性のための
相談室

☎221-0123

女性のための
相談室

☎221-0123

消費生活
センター
☎294-5800

消費生活
センター
☎294-5800

青少年教育相談センター
☎221-8080

青少年教育相談センター
☎221-8080
市民協働推進課
☎225-2141
市民協働推進課
☎225-2141

社会福祉協議会
☎225-2947
社会福祉協議会
☎225-2947

7階7階

6階6階

3階3階

生活困窮
からの自立
生活困窮
からの自立
生活困窮
からの自立 月～金曜、9～17時生活困窮
からの自立 月～金曜、9～17時 福祉総務課

☎225-2895
福祉総務課
☎225-2895 2階2階

5階5階

3階3階

2階2階

月～金曜、9～17時

月～金曜、9～17時

児童虐待

月～金曜、10～17時
生き方や家庭、職場の悩みなど女性一般 月～金曜、10～17時
生き方や家庭、職場の悩みなど女性一般

D V
（女性専用）
D V
（女性専用）

市
役
所
第
2
庁
舎

市
役
所
第
2
庁
舎
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タ
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精神保健・
認知症相談
精神保健・
認知症相談

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

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

療育歯科
相 談
療育歯科
相 談

5月 15・28日、9～11時、13時 30分～15時。病
気や障がい、発達の遅れなどがある3歳未
満児｡ 要予約

5月 15・28日、9～11時、13時 30分～15時。病
気や障がい、発達の遅れなどがある3歳未
満児｡ 要予約

エイズ・梅毒の
検査・相談
エイズ・梅毒の
検査・相談

5月9・30日、13時10分～15時。匿名で受けら
れます｡ 要予約 相談は随時
5月9・30日、13時10分～15時。匿名で受けら
れます｡ 要予約 相談は随時

厚木保健
福祉事務所
厚木保健
福祉事務所

厚木保健
福祉事務所
☎224-1111

厚木保健
福祉事務所
☎224-1111

専 門 的
栄養相談
専 門 的
栄養相談

5月 9・23日、9時 30分～16時。病気の方など
の食事｡ 要予約
5月 9・23日、9時 30分～16時。病気の方など
の食事｡ 要予約

無
料
無
料 あつぎ健康相談ダイヤル24

24時間年中無休
あつぎ健康相談ダイヤル24
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◎発信者番号は通知設定でおかけください

月～金曜、9～17時在宅医療 月～金曜、9～17時在宅医療 厚木医師会在宅相談室
ル　リアン☎240-0393
厚木医師会在宅相談室
ル　リアン☎240-0393

各地区の地域包括支援センター
（介護福祉課☎225-2220に確認）
各地区の地域包括支援センター
（介護福祉課☎225-2220に確認）

医療機関を受診する前に電話で相談を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　  ろさわやか 1番　       よ　  い　  ここ　  ろ

ゴールデンウィークの行政サービス

市民課☎225-2110
国保年金課☎225-2122

本厚木・愛甲石田駅連絡所
市立病院☎221-1570

各地区市民センター（窓口業務）
※貸館業務は通常通り実施

4月 5月
27日 28日 29日 30日 1日 2日 3日 4日 5日 6日

※2

※4

※1

※3

※5

※6

ごみの収集
子育て支援センター
その他公共施設

4月 5月
27日 28日 29日 30日 1日 2日 3日 4日 5日 6日

《医療機関》連休中の開院状況は市ＨＰまたはあつぎ健
康相談ダイヤル24☎0120-31-4156で確認してください
《休日・夜間の救急医療》7面に詳しい記事を掲載

※5 環境センターへの持ち込みは、
　   ４月27日、5月4日も受け付け
※6 ふれあいプラザは休館

連休中は、楽しいイベントが盛りだく
さんだBoo～‼けがに気を付けて、
厚木の春を満喫してね～。ブフフ。

通常通り

４月27日～５月６日の、窓口や公共施設の開庁状況をお知らせします。
　　　　　　　　　　　　　　　　　問行政総務課☎225-2280
４月27日～５月６日の、窓口や公共施設の開庁状況をお知らせします。
　　　　　　　　　　　　　　　　　問行政総務課☎225-2280

休業期間中も、出生・死亡・婚姻など戸籍に関する届け出は、
宿直室（市役所本庁舎南側地下1階）で受け付け
出生・婚姻届を提出した方に、新元号を記念した記念証を発
行（8時30分～17時15分）

子ども食堂の会場は市民交流プラザのクッキングスタ
ジオなど。夢は、市内に産前産後ケア施設を開くこと

※3

※1 国民年金の手続きは除く※4

75歳以上の後期高齢者医療の手続きは除く

※2

業務内容や開館時間など詳しくは

編 集・ 発 行 ／ 厚 木 市 広 報 課
〒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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イベント情報や街の話題などを紹介

他にもフェイスブック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

広報テレビ・ラジオ番組

AIC「あつぎ元気Wave」
①12時～②19時 30分～③22時 45分～
（各15分）

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

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）

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）

ケーブル
テレビ

テレビ

ラジオ

詳しくは 厚木市　ソーシャルメディア 検索

（あ印の番号で、
ウェブ上から詳しい情報を確認できます。
「ああ」と記されたものは、申し込みもできます）

あ =申し込み　　問 =問い合わせ　
☎ =電話番号　　あ =ファクス番号　
あ =Eメール　　HP=ホームページ
=

ネット▼アプリ▼

ネットは多言語にも対応

広報あつぎデジタル版

マイ広報あつぎ 検索

登録受付中

災 害情報
防災行政無線の内容も配信

のメールマガジン

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

厚木市民情報
提供システムスマ報

市役所への郵便物は「〒243-8511
◯◯課」で届きます。
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料費、保険料）、第4回は別途800
円（材料費、保険料）、3歳未満は
各回44円（保険料）。あ あ182945
●ふれあいデー・ななさわカフェ
　5月6日、10～15時。ぐりとぐら
のパンケーキ、焼きマシュマロ、
アウトドアコーヒー、クラフト
コーナーなど。無料（一部催しは
50～200円）。あ当日直接会場へ。
　■◆●は七沢自然ふれあいセン
ター。あ■◆は直接、電話または
ファクスに催し名、〒住所、参加
者全員の氏名（ふりがな）、年齢、
性別、電話番号を書き、5月■5日
◆20日までに七沢自然ふれあいセ
ンター☎248-3500・あ248-4708へ。
抽選。

青春劇場
■唄う！青春劇場カラオケ大会
　5月18日、15～16時。ゲストは
浪
な み

ちひろ。
■あつぎ青春劇場落語会
　5月25日、11時 ～12時30分。 出
演は林家はな平。
　いずれもアミューあつぎ。定員
100人。500円。あ 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》

あつぎ郷土博物館の催し
■「あつぎの歴史、文化」ギャラ
リートーク
　4月20日、5月6日。14～16時。
展示物を見ながら市内の歴史、文
化を紹介。あ192004
■「あつぎの自然」ギャラリートーク
　4月21・29日、5月2・4・5・11日。
14～16時。展示物を見ながら市内
の自然を紹介。あ192005
■渡辺崋

か ざ ん

山展プロジェクト講座
「厚木と渡辺崋山」
　5月12日、14～16時。江戸時代
に厚木を訪れた画家・渡辺崋山を
知る。あ192002
　いずれも定員は100人。無料。
あ当日直接会場へ。先着順。 あ
つぎ郷土博物館☎225-2515。

七沢自然
ふれあいセンターの催し

■親子アドベンチャークラブ・親
子でテント泊！
　5月25～26日（1泊2日）。テント

泊、アウトドアクッキング、ナイ
トプログラム他。市内在住の親子
12組（3歳以上）。3500円（材料費、
リネン代、保険料）。あ あ182937
▲ななさわ森のようちえん　出
張！森のたんけん隊
　6月5日、14時～16時30分。厚木
青少年広場。自然遊びなど。市内
在住の3～6歳の未就学児20人。
250円（材料費、保険料）。あ5月1
日から電話で七沢自然ふれあいセ
ンターへ。先着順。あ182938
◆天体観望会・月の科学
　6月7日、19～21時。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44円（保険料）。ああ182935
◆親子収穫体験　ジャガイモ・タ
マネギ
　6月9日、9時30分～ 15時30分｡
ハイキング、収穫体験、野外炊事。
市内在住の親子70人。750円（材
料費、保険料）、3歳未満44円（保
険料）。あ あ182936
◆七沢のうぎょうくらぶ
　6月23日、8月18日、10月27日、
12月8日（ 全4回 ）。10～15時。 田
植え、草取り、稲刈り、祭りなど。
市内在住の親子50人。2100円（材

催 し

講 座

子育て

募 集

お知らせ
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2020年度の
全線開通が
待ち遠しい
Boo～!!

問道路管理課国県道調整担当☎225-2350

渋滞緩和に
期待 新東名厚木南ＩＣ～伊勢原ＪＣＴが開通

　新東名高速道路（以下新東名）の厚木南ＩＣ～伊勢原ＪＣＴ（約４
㌔）が３月に開通しました。東名高速道路と新東名の接続は県内
初。圏央道～伊勢原ＪＣＴ間は東名と新東名の２本となり、圏央道
との相乗効果による交通分散が期待されています。

　プラネタリウムや工作教室、実験ショー
など盛りだくさん。見て、作って、遊んで楽
しめるお祭りに、ぜひご来場ください。

　市民の皆さんが植えた
5万2000本のツツジが見
頃を迎えます。多彩な催
しも用意していますの
で、ぜひお越しください。

子ども科学館☎221-4152 環境みどり公社☎225-2774 職員課☎225-2070

あつぎ郷土博物館☎225-2515

家族で楽しむ
科学の祭典 子ども科学館まつり

５月５日   9～17時日時

4月27日  10～16時日時

場所 神奈川工科大学厚木市子ども科学館

場所 あつぎつつじの丘公園

内容

■プラネタリウム　満天の星空で癒やしの空間を体験

■ミニ工作教室　身近な材料でおもちゃ作り

「ぼくたち惑星8兄弟」＝10時～
「ティラノサウルス・最強恐竜 進化の謎」＝11時～
「星の王子様」＝14時30分～
「名探偵コナン・探偵たちの星月夜」＝15時30分～
《定員》各回90人　《費用》200円（中学生以下無料）

「立体万華鏡」＝11時～、12時～
「かんたん！サイコロパズル」＝ 13時45分～、14時45分～
《定員》各回35人　《費用》無料
あいずれも当日9時から整理券を配布。先着順。

■サイエンスショー　毎年恒例サイ
エンスおじさんによる実験ショー「ドラ
イアイスでびっくり実験」

つつじが元気に
咲きました！2019

※雨天時は28日

小動物園（15時まで）、
スタンプラリー、大道
芸、無料休憩所（お茶の
無料サービス）など

祈りのかたち 名号と題目の功徳博物館
企画展

　「南無阿弥陀仏」「南無妙法蓮華経」などの「祈りのことば」は、年中行
事や民俗芸能として暮らしに溶け込んでいます。市指定文化財や他市町
村の文化財の展示を通して、多様な祈りにまつわる民俗文化に触れられ
る企画展です。

４月27日～６月23日
あつぎ郷土博物館
展示（仏画、名号や題目の掛け軸、念仏講・
題目講の道具、一遍聖絵など）、名号や題
目がテーマの講演会や体験講座など
■「何といって拝んでいたのか」
《日時》4月27日
《内容》小島櫻禮琉球大学名誉教授に
よる「祈りのことば」を考える講演
《定員》100人
■「祈りのかたち」ギャラリートーク
《日時》 4月28・30日、5月1・3日
《内容》作品を見ながら見どころを紹介
いずれも時間は14～16時。無料。
あ当日直接会場へ。先着順。

　１月に開館したあつぎ郷土博物館の
来館者数が、３月24日に１万人を超えまし
た。常設の展示に加え企画展を充実さ
せるなど、引き続き、誰もが楽しめる施設
を目指していきます。

市指定文化財「十八羅漢図
（島崎旦良筆）」

日時
場所
内容

講演会

来館者が１万人を突破

いざという時に命を守る

応急手当普通救命講習会
　小児・乳児への心肺蘇生法
や大出血時の止血法、自動体
外除細動器（ＡＥＤ）の取り扱
いなどを学びます。いざとい
う時に備え、人命救助に必要
な知識を身に付けませんか。

５月25日
消防本部
市内在住在勤在学の
中学生以上30人。託
児あり（定員6人）。

9～12時日時

場所

対象

あ4月15～23日に救急救命課
☎223-9365へ。抽選。
ああ182882 救急隊員が丁寧に指導

市職員
採用試験
①土木上級=5人程度
②建築上級=3人程度 
《一次試験日》5月26日《対象》1984年4月
2日～98年4月1日に生まれた方

《一次試験日》6月23日《対象》③～⑤1989年4月2日～98年4月1日に生まれた方（④は社会
福祉主事の任用資格を持つ方）⑥1984年4月2日以降生まれで、保健師免許を持つ方⑦
1989年4月2日以降生まれで、保育士免許を持つ方。いずれも資格・免許は2020年3月末まで
に取得見込みも可。
あ市役所本庁舎や本厚木･愛甲石田駅連絡所、市ＨＰなどにある申込書を①②5月7日③
～⑦5月28日（消印有効）までに、直接または郵送で〒243-8511職員課へ。電子申請も可。

厚木で一緒に働きませんか

インターチェンジ ジャンクション

・2020年度までに海老名南ＪＣ
Ｔ～豊田東ＪＣＴ（愛知県）の約
253㌔を結び、交通量を分散。
渋滞発生回数が減少。残る工
事区間は伊勢原ＪＣＴ～御殿場
ＪＣＴ
・企業活動を促進
・沿線地域の観光が活性化

開通を祝い記念式典や通り初めなどが実施された

スターリーナイト

な む あ み だ ぶ つ なむみょうほうれんげきょう

9～17時

③事務上級Ａ=35人程度 ④事務上級Ｂ
（福祉）=3人程度 ⑤消防上級=4人程度
⑥保健師=若干名 ⑦ 保育士=若干名

《時間》13時～13時30分
《定員》250人《費用》無料
あ当日直接会場へ。
先着順。

よしゆき

無料

２ ３2019（平成31）年4月15日

アミューあつぎハンドメイド
＆クラフトマルシェ

　4月27日、10～15時。アミュー
あつぎ。約20店舗によるアクセサ
リーや洋服、雑貨などの手作り品
の販売、ワークショップなど。
商業にぎわい課☎225-2834。

厚木市民朝市
　毎週日曜、5時30分～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。 農業政策課☎225-2801。

夕焼け市
　毎週水曜、17～18時。荻野運動
公園。市内産の農産物などを販売。

農業政策課☎225-2801。

森林セラピー®体験と温泉
　5月16日、9時30分～15時。飯山
白山順礼峠を歩き、飯山温泉（ふ
るさとの宿）で入浴。定員20人。
1000円（入浴料など）。あ 4月16
日から東丹沢七沢観光案内所☎
248-1102へ。先着順。あ 182989

健康づくり大学・温泉と
自然で心もからだも綺麗に

き  れ い

　5月15日、9時30分～14時30分。
ノルディックウオーキングと七沢
温泉（元湯玉川館）で食事・入浴。

定員30人。3500円（食事・入浴・
保険料）。あ 4月16日から東丹沢
七沢観光案内所☎248-1102へ。先
着順。あ192001

あつぎ観光ボランティア
ガイドの催し

■明治天皇天覧所・高松山ハイキ
ングと5万本のツツジ鑑賞
　5月2日、9時35分 ～14時。 観 光
ガイドと小町神社、高松山、つつ
じの丘公園を巡る。あ 4月16～23
日。あ 182902
■大山道・柏尾通りを訪ねて防災
施設体験
　5月22日、9時30分～14時。観光
ガイドと戸田の渡し、県総合防災
センター、高部屋神社を巡る。あ
4月16日～5月10日。あ 182922
　いずれも500円（資料代・保険
料）。定員各40人。あ各期日まで
に東丹沢七沢観光案内所☎248-
1102へ。先着順。

神奈川工科大学
厚木市子ども科学館の催し

■プラネタリウム特別番組「太陽・
私たちの母なる星」
　4月20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。定員90人。200円（中学生
以下50円）。あ 当日9時から観覧
券を販売。あ182956

■プラネタリウム「ライブ投影」
　4月28日、13時30分～14時10分。

「今夜の星空とＧＷの星空ガイド」
をテーマにスタッフが解説。定員
90人。200円（中学生以下50円）。
あ当日9時から観覧券を販売。あ
182954
■プラネタリウム「きらきらタイ
ム・お星様、見いつけた！春の巻」
　5月15日、①10時～②11時～③
19日、10時～（各回30分）。手遊
びや歌などを楽しむ。乳幼児と保
護者各回90人。200円（乳幼児は
無料）。あ 4月21日（年間パスポー
トを持つ方は20日）9時から電話
で受け付け。あ182955
■大人のためのプラネタリウム
「星空の映し方教えます」
　5月18日、18～19時。星空の撮
影を練習。15歳以上15人（中学生
は除く）。200円。あ 4月28日（年
間パスポートを持つ方は27日）9
時から電話で受け付け。あ182957
■ミニ工作教室「ふわふわテープだま」
　5月12日、13時30分～14時。テー
プで動かすと形が変わる玉を作
る。定員35人。無料。あ当日10時
から整理券を配布。あ182960
■おもしろ実験「空気の力」
　5月12日、14時30分 ～15時。 工
作と実験で空気の力を学ぶ。小学
生以上10人。無料。あ 当日10時
から整理券を配布。あ182961

■土曜科学実験室「ドライアイス
であそぼう」
　5月25日、13時30分～15時30分。
ドライアイスで遊びながら物質の
変化を学ぶ。小学生以上30人（付
き添いの方も要予約）。無料。あ 
5月11日（市外の方は12日）9時か
ら電話で受け付け。あ182958
■天体観望会
　5月11日、19～21時。春の星空
を天体望遠鏡で観察。定員90人。
無料。あ 4月20日（市外の方は21
日）9時から電話で受け付け。あ
182963
■昼寝タリウム
　毎週木曜、12時15分～12時45分

（5月2日は休映）。満天の星の下、
ゆったりと過ごす。定員90人。
200円（中学生以下50円）。あ 当
日9時から観覧券を販売。あ182964
　いずれも先着順。会場、問い合
わせは子ども科学館☎221-4152。

映画上映&パネルディスカッション
「夜間中学から考える・学ぶことと生きること」
　4月27日、13 時15 分～16 時。
保健福祉センター。「あつぎえん
ぴつの会」による映画「こんばん
はⅡ」の上映と、映画監督や元文
部科学事務次官とのパネルディス
カッション。定員300人。無料。
あ 当日直接会場へ。先着順。
教育総務課☎225-2663。

歯と口の健康週間
（6月4～11日）の催し
■歯の無料相談
　①保健福祉センター＝6月2日、
10時～13時30分（受け付けは13時
まで）②愛川町健康プラザ＝6月2
日、10～12時③清川村保健福祉セ
ンター＝6月20日、13時30分～15
時。相談や検診、ブラッシング指
導など。無料。来場者に歯ブラシ
をプレゼント。あ 当日直接会場へ。
■高齢者よい歯のコンクール
　《対象》①3月31日現在75歳以上
②厚木市・愛川町・清川村に在住
③20本以上の歯がある―の全てを
満たす方。あ5月17日までに、募
集のポスターがある歯科医院で受
診（無料）《表彰》6月2日、13時
30分～。保健福祉センター。
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との相乗効果による交通分散が期待されています。

　プラネタリウムや工作教室、実験ショー
など盛りだくさん。見て、作って、遊んで楽
しめるお祭りに、ぜひご来場ください。

　市民の皆さんが植えた
5万2000本のツツジが見
頃を迎えます。多彩な催
しも用意していますの
で、ぜひお越しください。

子ども科学館☎221-4152 環境みどり公社☎225-2774 職員課☎225-2070

あつぎ郷土博物館☎225-2515

家族で楽しむ
科学の祭典 子ども科学館まつり

５月５日   9～17時日時

4月27日  10～16時日時

場所 神奈川工科大学厚木市子ども科学館

場所 あつぎつつじの丘公園

内容

■プラネタリウム　満天の星空で癒やしの空間を体験

■ミニ工作教室　身近な材料でおもちゃ作り

「ぼくたち惑星8兄弟」＝10時～
「ティラノサウルス・最強恐竜 進化の謎」＝11時～
「星の王子様」＝14時30分～
「名探偵コナン・探偵たちの星月夜」＝15時30分～
《定員》各回90人　《費用》200円（中学生以下無料）

「立体万華鏡」＝11時～、12時～
「かんたん！サイコロパズル」＝ 13時45分～、14時45分～
《定員》各回35人　《費用》無料
あいずれも当日9時から整理券を配布。先着順。

■サイエンスショー　毎年恒例サイ
エンスおじさんによる実験ショー「ドラ
イアイスでびっくり実験」

つつじが元気に
咲きました！2019

※雨天時は28日

小動物園（15時まで）、
スタンプラリー、大道
芸、無料休憩所（お茶の
無料サービス）など

祈りのかたち 名号と題目の功徳博物館
企画展

　「南無阿弥陀仏」「南無妙法蓮華経」などの「祈りのことば」は、年中行
事や民俗芸能として暮らしに溶け込んでいます。市指定文化財や他市町
村の文化財の展示を通して、多様な祈りにまつわる民俗文化に触れられ
る企画展です。

４月27日～６月23日
あつぎ郷土博物館
展示（仏画、名号や題目の掛け軸、念仏講・
題目講の道具、一遍聖絵など）、名号や題
目がテーマの講演会や体験講座など
■「何といって拝んでいたのか」
《日時》4月27日
《内容》小島櫻禮琉球大学名誉教授に
よる「祈りのことば」を考える講演
《定員》100人
■「祈りのかたち」ギャラリートーク
《日時》 4月28・30日、5月1・3日
《内容》作品を見ながら見どころを紹介
いずれも時間は14～16時。無料。
あ当日直接会場へ。先着順。

　１月に開館したあつぎ郷土博物館の
来館者数が、３月24日に１万人を超えまし
た。常設の展示に加え企画展を充実さ
せるなど、引き続き、誰もが楽しめる施設
を目指していきます。

市指定文化財「十八羅漢図
（島崎旦良筆）」

日時
場所
内容

講演会

来館者が１万人を突破

いざという時に命を守る

応急手当普通救命講習会
　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
いなどを学びます。いざとい
う時に備え、人命救助に必要
な知識を身に付けませんか。

５月25日
消防本部
市内在住在勤在学の
中学生以上30人。託
児あり（定員6人）。

9～12時日時

場所

対象

あ4月15～23日に救急救命課
☎223-9365へ。抽選。
ああ182882 救急隊員が丁寧に指導

市職員
採用試験
①土木上級=5人程度
②建築上級=3人程度 
《一次試験日》5月26日《対象》1984年4月
2日～98年4月1日に生まれた方

《一次試験日》6月23日《対象》③～⑤1989年4月2日～98年4月1日に生まれた方（④は社会
福祉主事の任用資格を持つ方）⑥1984年4月2日以降生まれで、保健師免許を持つ方⑦
1989年4月2日以降生まれで、保育士免許を持つ方。いずれも資格・免許は2020年3月末まで
に取得見込みも可。
あ市役所本庁舎や本厚木･愛甲石田駅連絡所、市ＨＰなどにある申込書を①②5月7日③
～⑦5月28日（消印有効）までに、直接または郵送で〒243-8511職員課へ。電子申請も可。

厚木で一緒に働きませんか

インターチェンジ ジャンクション

・2020年度までに海老名南ＪＣ
Ｔ～豊田東ＪＣＴ（愛知県）の約
253㌔を結び、交通量を分散。
渋滞発生回数が減少。残る工
事区間は伊勢原ＪＣＴ～御殿場
ＪＣＴ
・企業活動を促進
・沿線地域の観光が活性化

開通を祝い記念式典や通り初めなどが実施された

スターリーナイト

な む あ み だ ぶ つ なむみょうほうれんげきょう

9～17時

③事務上級Ａ=35人程度 ④事務上級Ｂ
（福祉）=3人程度 ⑤消防上級=4人程度
⑥保健師=若干名 ⑦ 保育士=若干名

《時間》13時～13時30分
《定員》250人《費用》無料
あ当日直接会場へ。
先着順。

よしゆき

無料

２ ３2019（平成31）年4月15日

　いずれも問い合わせは厚木歯科
医師会☎221-8733。

ままカフェあつぎ子ども食堂
　4月26日、17～20時。あつぎ市
民交流プラザ。夕飯作りやレクリ
エーションなど。乳幼児～小学生
と保護者50人。100円（保護者300
円）。あ当日19時30分までに直接
会場へ。先着順。 ままカフェ・
山田☎090-2563-4739。

Fun Lifeあつぎ子ども食堂
フ ァ ン  ラ イ フ

　5月6日、17時30分～20時30分。
依知南公民館。夕食作りやレクリ
エーション、宿題など。小学生と
保護者50人。100円（保護者300円）。
あ当日19時30分までに直接会場
へ。 先 着 順。 市 民 団 体Fun 
Life・望月☎090-4363-8420。

市長杯親睦健康
マージャン大会

　5月19日、9時30分～16時30分。
老人福祉センター寿荘。市内また
は隣接地域在住在勤の60歳以上で
アマチュアの方120人。1000円。
あ ハガキに〒住所、氏名、生年
月日、性別、電話番号を書き、5
月10日（必着）までに〒243-0813
妻田東1-6-48-201事務局・塩田☎
090-8106-0429へ。先着順。 事
務局・戸塚☎090-5524-0234。

厚木ギターアンサンブル
第10回記念演奏会

　5月6日、13時30分～16時。文化
会館。ギター合奏・独奏・重奏や
歌など。定員350人。無料。あ4
月30日までに、厚木ギターアンサ
ンブル事務局・冨田☎221-4015ま
たは文化生涯学習課☎225-2508
へ。先着順。

市長杯兼春季
グラウンド・ゴルフ大会

　4月24日、9時20分～16時。及川
球技場。32ホール男女別で最小打
数を競う。市内在住の方300人。
600円。あハガキに〒住所、氏名、
年齢、性別、電話番号を書き、4
月20日までに〒243-0031戸室3-9-
6市グラウンド・ゴルフ協会・熊

谷☎221-3835へ。先着順。

ふれあい親子ミニ運動会
　5月6日、13～15時。ふれあいプ
ラザ。親子で一緒にできる運動遊
びなど。5歳～小学3年生と保護者
15組（2人1組での参加）。500円。
あ 4月30日までにふれあいプラザ
☎225-2081へ。先着順。

健康運動指導士による
未病運動講座

　5月①13日②30日、9時30分～、
10時15分～、11時～（各回30分）。
保健福祉センター。正しい歩き方
や腰痛・膝痛予防の運動とおなか
回りをすっきりさせる体操などの
アドバイス・実技。20歳以上。無
料。あ当日直接会場へ。 健康づ
く り 課 ☎225-2201。あ ①182912 
②182913

気にするだけの毎日にサヨナラ！
血圧ミラクルチェンジ

　5月①21日＝厚木北公民館②29
日＝愛甲公民館。14時～15時30分。
高血圧予防のポイントや食事改善
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30人。無
料。あ 4月15日から健康づくり課
☎225-2201へ。先着順。あ①182987
②182988

介護予防教室からだ
いきいき運動教室

　5月9・16・23・30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。あ 当日
直接会場へ。 介護福祉課☎225-
2388。あ182739

フレイル（虚弱）チェック
　5月21日、13時30分～15時30分。
老人福祉センター寿荘。加齢によ
り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。無料。あ 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、5月7日（ 必 着 ） ま で に
〒243-8511介護福祉課☎225-2388
へ。抽選。あ あ182740

健康スイミング教室
（全コース8回）
■高齢者健康づくり教室
　≪対象≫市内在住の65歳以上。
Aコース（初心者）＝①5月21日～7
月9日の火曜、14～15時②5月23日～
7月11日の木曜、15時30分～16時30
分。Bコース（息継ぎができない方）
＝①5月21日～7月9日の火曜、11時
30分～12時30分 ②5月23日～7月11
日の木曜、14～15時。Cコース（息
継ぎができる方）＝5月21日～7月9
日の火曜、10～11時。ウオーキング

＝5月20日～7月8日の月曜、11時30
分～12時30分。アクアビクス＝5月
21日～7月9日の火曜、15時30分～16
時30分。
■障がい者健康づくり教室
　≪対象≫市内在住で身体障害者
手帳・療育手帳・精神障害者保健
福祉手帳のいずれかの交付を受け
ている18歳以上。Eコース（介助
の必要がない方）＝①5月22日～7
月10日の水曜、14～15時②5月23
日～7月11日の木曜、11時30分～
12時30分。Ｆコース（介助者の付
き添いが必要な方）＝5月22日～7
月10日の水曜、11～12時。
　いずれも保健福祉センター。無
料。あ 身分証を持ち、4月22～27
日、9～17時に直接、保健福祉セ
ンター☎225-2525へ。抽選。
《「講座」は4面に続きます》

催 し

講 座

子育て

募 集

お知らせ



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。 子育てサロン移動

問子育て支援センター☎225-2922 182903

　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。０～６歳の子どもと保護者《時間》10時15分～
11時45分。あ当日直接会場へ。

16・30日

山際公園
西ノ久保公園

14：00～14：45
15：20～16：00

8・22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

7・21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

17・31日

宮の里公園
下戸田菅原神社
上戸田児童館

10：30～11：30
14：00～14：45
15：15～16：00

9・23日

長谷公園
毛利台児童館

14：30～15：10
15：30～16：00

10・24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

15・29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

14・28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

5月

7日 中依知・王子

8日 宮の里

9日 飯山中部・及川

10日 鳶尾・上荻野

13日 中戸田

14日 三田・まつかげ台

15日 下古沢・温水恩名

17日 妻田東・七沢

20日 愛甲・小野

21日 荻野新宿

22日 下川入・上戸田

23日 山際・緑ケ丘・金田

24日 岡田・藤塚

27日 浅間山

16日 愛甲原・上落合 28日 毛利台・吾妻町

健康長寿推進課 ☎225-2174

問あつぎ市民交流プラザ
☎225-2510

4月19日～5月15日 お絵描き教室ｍｏｍｏちゃん家作品展（絵画）
5月17日～6月19日 厚木市文化協会美術会会員展（絵画など）

5月30日～6月4日 第8回あじさい11の会絵画展

5月29日～6月4日 第4回爽秋会作品展
atelier Prime Rose展（磁器クラフトなど展示販売）

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）

ロードギャラリー
（厚木地下道）

日　程会　場 催し名
5月の

第53回3がつ会展（絵画）

第18回あつぎ日本画会会員展
第3回厚木カルチャー絵画グループ展
写甲会第15回写真展

5月1～7日

第4回Ｍ’sＦactory模型展示会5月25・26日

問環境政策課☎225-2746

問企画政策課☎225-2050・あ 225-3732・あ 1100@city.atsugi.kanagawa.jp

全日本富士写真連盟神奈川支部写真展
第45回表装作品展（掛軸、額など）
母の日の贈りもの プリザーブドフラワー＆
オルネフラワー（展示販売）

5月8～14日

5月22～28日

モ　　モ ち

４月スタート
骨髄ドナー支援事業
　白血病などの患者を救うため、骨
髄を提供したドナーなどに助成金を
交付する事業を新たに始めました。

《対象》骨髄バンク
が実施する事業で4
月1日以降に骨髄な
どを提供した市内在
住の方や、その方が
勤務する事業所。詳
しくは市HPに掲載。

《助成額（1日当たり）》
ドナー本人　2万円
ドナーが勤務する事業所　1万円
※助成は7日を限度

カードがドナー登録
者の証

里山ボランティアを募集
自然を守る

　地域の皆さんと一緒に田植えや稲刈り、
棚田の保全などをする方を募集します。

月１回（初回は①5月25日②6月1日）活動日

①七沢 ②荻野場所

市内在住在勤在学の方対象

あ 

あ電話またはハガキに〒住所、氏名、電話番号、希望
の活動地区を書き、5月10日（必着）までに〒243-8511
環境政策課へ。ああ ①182947 ②182946

友好都市と交流して外国の文化を学ぼう

軍浦市との青少年交流事業への参加者募集
　韓国・軍浦市の家庭と相互にホームス
テイをして、国際交流を体験する学生を
募集します。

7月20～25日（5泊6日）
軍浦市、ソウル市など
交換交流として、2020年1月に5泊
6日で軍浦市青少年のホームステ
イ受け入れが可能な家庭で市内
在住の中学・高校生10人
4万円（航空券代、保険料など）

あハガキ、ファクス、Ｅメールに〒住所、氏名
（ふりがな）、性別、学校名、学年、電話番号、
応募理由を書き、5月8日（必着）までに〒
243-8511企画政策課へ。抽選。保護者同
伴の説明会あり。

《期　間》
《訪問先》
《対　象》

《費　用》

く ん ぽ 5月

54 2019（平成31）年4月15日

情報プラザのパソコン講座
■未経験者向けパソコン入門講座
　5月7・14・21・28日（ 全4回 ）、9時
30分～12時30分。画面操作、ファ
イルの管理方法、セキュリティ対策
などを学ぶ。2000円。あ あ182743
■初心者向け文書作成講座
　5月10・17・24・31日（全4回）、
9時30分～12時30分。文書作成ソ
フトで表や写真入り文書の作り方
などを学ぶ。2000円。あ あ182744
■初心者向け家計簿作成講座
　5月10・17日（ 全2回 ）、13時30
分～16時30分。表計算ソフトで家
計簿を作る。1000円。あ あ182745
■初心者向けセキュリティ講座
　5月15日、9時30分～12時30分。
インターネットの安全な使い方な
どを学ぶ。500円。あ あ182746
　いずれも情報プラザ。定員16人。
費用はテキスト代他。あ電話また
はハガキに講座名、あ あ番号、〒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、4月24日（ 必 着 ） ま で に
〒243-0021岡田3050情報プラザ☎
220-2711へ。抽選。

環境市民学習講座・
春の環境写真撮影

　5月25日、9～16時。七沢など。
講師と一緒に市内をバスで巡り、
春の美しい自然を撮影。市内在住
在勤在学の中学生以上20人。無料。
あ 5月8日 ま で に 環 境 政 策 課 ☎

225-2749へ。抽選。あ192003

初・中級テニス教室
　5月28日、6月4・11・18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。無料。
あ往復ハガキに、〒住所、氏名、
性別、電話番号を書き、4月25日（必
着）までに〒243-0035愛甲2-11-
1-509市ファミリーテニス協会事
務局・石川☎247-2941へ。抽選。

体育協会のスポーツ教室・
アカデミーイベント

■初・中級テニス教室
　5月8・10・22・24・29・31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。あ あ182923
■タグラグビー教室
　5月11・18・25日（ 全3回 ）、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30人。
500円。あ あ182924
■ジュニアソフトテニス教室
　5月11・18・25日、6月8日（全4
回）。10～12時。南毛利スポーツセ
ンター。市内在住在学の小学生80
人。1000円。あ あ182925
■初・中級社交ダンス教室
　5月12・19・26日、6月9・16・
23日（全6回）。13～15時。東町ス
ポーツセンター。市内在住在勤在
学の大学生以上男女各20人。2000
円。あ あ182926

■軽登山教室（百名山の筑波山に
登ろう）
　説明会＝5月15日、19～21時。
あつぎ市民交流プラザ。実技＝5
月27日、7～18時。筑波山（茨城県）。
市内在住在勤在学の大学生以上40
人。4500円。あ あ182927
◆小学生体力づくりアカデミー
　①5月18日、13時30分～14時30分
②6月15日、14～15時 ③7月20日、
13時30分～14時30分（全3回）。南
毛利スポーツセンター。湘南ベルマー
レスポーツクラブの講師による教室。
かけっこやラグビーで体力の向上を
目指す。市内在住在学の小学1～3
年生20人。各回500円。
◆幼児体操アカデミー
　5月20・27日、6月3・17・24日、7
月1日（全6回）。15時30分～16時30
分。南毛利スポーツセンター。跳び
箱、縄跳び、柔軟体操で基礎運動
能力の向上を目指す。市内在住で
未就学の5・6歳15人。各回500円。
◆小学生トレーニングアカデミー
（1学期）
　5月24・31日、6月7・14・21・
28日、7月5・12日（全8回。5月24
日、7月5日はテスト）。18時30分
～19時30分。南毛利スポーツセン
ター。バランス能力や瞬発力を高
めるトレーニング。市内在住在学
の小学3～6年生30人。各回800円

（テストは500円）。
　■は基礎技術の講習。あハガキ、
ファクス、Ｅメールに教室名、〒住所、
氏名（ふりがな）、年齢、性別、電話
番号を書き、4月25日（必着）までに
〒243-0039温水西1-27-1市体育協
会 ☎247-7212・ あ248-7151・ あ

info@atsugi-taikyo.or.jpへ。抽選。

TOEIC730点講座
　6月9・16・23・30日、7月7・
14・21・28日、8月11日（全9回。
8月11日はテスト）。13時～16時30
分。あつぎ市民交流プラザ。市内
在住在勤在学の大学生以上14人。
2万3000円（テキスト代、受験料
など）。あハガキ、ファクスに講
座名、〒住所、氏名（フリガナ）、
年齢、電話・ファクス番号を書き、
5月7日（必着）までに〒243-0018
中町3-16-1勤労者福祉サービスセ

ンター☎206-4151・あ206-4611へ。
抽選。あ あ600405

シニアのための初めての
ギター体験講座

　5月18・25日、6月1日（ 全3回 ）。15
時～16時30分。老人福祉センター
寿荘。ギターの基礎を学ぶ。ギター
の貸し出しあり。中高年の方15人。
860円（テキスト代）。あ厚木ギター
アンサンブル・冨田☎221-4015。

食品衛生責任者講習会
　5月15日、14時 ～15時30分（13
時30分から受け付け）。保健福祉
センター。法改正による新たな衛
生管理方法（H

ハ サ ッ プ

ACCP）の義務化
を学ぶ。定員250人。無料。あ営
業許可証にある11桁の許可番号と
食品衛生責任者手帳を持ち、当日
直接会場へ。 厚木保健福祉事務
所☎224-1111。

里親講座
「子どもたちの幸せのために」
　5月13日、10～12時。綾瀬市保健
福祉プラザ。里親による体験発表、
厚木児童相談所職員による里親制
度の説明。定員60人。無料。あ 4
月17日から厚木児童相談所☎224-
1111へ。先着順。

ポートレート写真教室
　6月2日、①10～12時②13～15時。
飯山観音長谷寺。初心者向けのモ
デル撮影会。プロカメラマンの実技
指導あり。各回30人。3000円（①②
通しは5000円）。あ4月16日から東丹
沢七沢観光案内所☎248-1102へ。
先着順。 市観光協会☎240-1220。

ＪＡあつぎ女性大学
「夢未スクール」

ゆめ　み

　5月～2020年2月（全10回）。Ｊ
Ａあつぎ本所など。料理講習や農
業体験などで、食・農・暮らしを
学びながら同年代の仲間と交流す
る。50歳未満の女性40人。8000円。
あ5月13日までにＪＡあつぎ☎
221-6881へ。先着順。

かながわにじいろトーク
　5月12日、14時30分 ～16時30分。



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。 子育てサロン移動

問子育て支援センター☎225-2922 182903

　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。０～６歳の子どもと保護者《時間》10時15分～
11時45分。あ当日直接会場へ。

16・30日

山際公園
西ノ久保公園

14：00～14：45
15：20～16：00

8・22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

7・21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

17・31日

宮の里公園
下戸田菅原神社
上戸田児童館

10：30～11：30
14：00～14：45
15：15～16：00

9・23日

長谷公園
毛利台児童館

14：30～15：10
15：30～16：00

10・24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

15・29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

14・28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

5月

7日 中依知・王子

8日 宮の里

9日 飯山中部・及川

10日 鳶尾・上荻野

13日 中戸田

14日 三田・まつかげ台

15日 下古沢・温水恩名

17日 妻田東・七沢

20日 愛甲・小野

21日 荻野新宿

22日 下川入・上戸田

23日 山際・緑ケ丘・金田

24日 岡田・藤塚

27日 浅間山

16日 愛甲原・上落合 28日 毛利台・吾妻町

健康長寿推進課 ☎225-2174

問あつぎ市民交流プラザ
☎225-2510

4月19日～5月15日 お絵描き教室ｍｏｍｏちゃん家作品展（絵画）
5月17日～6月19日 厚木市文化協会美術会会員展（絵画など）

5月30日～6月4日 第8回あじさい11の会絵画展

5月29日～6月4日 第4回爽秋会作品展
atelier Prime Rose展（磁器クラフトなど展示販売）

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）

ロードギャラリー
（厚木地下道）

日　程会　場 催し名
5月の

第53回3がつ会展（絵画）

第18回あつぎ日本画会会員展
第3回厚木カルチャー絵画グループ展
写甲会第15回写真展

5月1～7日

第4回Ｍ’sＦactory模型展示会5月25・26日

問環境政策課☎225-2746

問企画政策課☎225-2050・あ 225-3732・あ 1100@city.atsugi.kanagawa.jp

全日本富士写真連盟神奈川支部写真展
第45回表装作品展（掛軸、額など）
母の日の贈りもの プリザーブドフラワー＆
オルネフラワー（展示販売）

5月8～14日

5月22～28日

モ　　モ ち

４月スタート
骨髄ドナー支援事業
　白血病などの患者を救うため、骨
髄を提供したドナーなどに助成金を
交付する事業を新たに始めました。

《対象》骨髄バンク
が実施する事業で4
月1日以降に骨髄な
どを提供した市内在
住の方や、その方が
勤務する事業所。詳
しくは市HPに掲載。

《助成額（1日当たり）》
ドナー本人　2万円
ドナーが勤務する事業所　1万円
※助成は7日を限度

カードがドナー登録
者の証

里山ボランティアを募集
自然を守る

　地域の皆さんと一緒に田植えや稲刈り、
棚田の保全などをする方を募集します。

月１回（初回は①5月25日②6月1日）活動日

①七沢 ②荻野場所

市内在住在勤在学の方対象

あ 

あ電話またはハガキに〒住所、氏名、電話番号、希望
の活動地区を書き、5月10日（必着）までに〒243-8511
環境政策課へ。ああ ①182947 ②182946

友好都市と交流して外国の文化を学ぼう

軍浦市との青少年交流事業への参加者募集
　韓国・軍浦市の家庭と相互にホームス
テイをして、国際交流を体験する学生を
募集します。

7月20～25日（5泊6日）
軍浦市、ソウル市など
交換交流として、2020年1月に5泊
6日で軍浦市青少年のホームステ
イ受け入れが可能な家庭で市内
在住の中学・高校生10人
4万円（航空券代、保険料など）

あハガキ、ファクス、Ｅメールに〒住所、氏名
（ふりがな）、性別、学校名、学年、電話番号、
応募理由を書き、5月8日（必着）までに〒
243-8511企画政策課へ。抽選。保護者同
伴の説明会あり。

《期　間》
《訪問先》
《対　象》

《費　用》

く ん ぽ 5月

54 2019（平成31）年4月15日

本厚木駅周辺の公共施設。10～20
代の性的マイノリティーの当事者向
け交流会。定員14人。300円（高校
生以下無料）。あかながわにじいろ
トークの電話☎045-306-6769また
はHPで5月11日、21時までに申し込
み。 県人権男女共同参画課☎
045-210-3637。先着順。

スーパーエンジョイタイム
～お庭で遊ぼう～

　5月18日（雨天中止）、10時～11
時30分。保健福祉センター西側広
場。親子で運動遊びを楽しむ。市
内在住の2歳以上の未就学児と保
護 者20組。100円。あ 5月10日 ま
でに子育て支援センター☎225-
2922へ。抽選。あ あ182910

ベビーマッサージ
　5月①17日＝あつぎ市民交流プ
ラザ②31日＝睦合西公民館。10時
30分～11時30分。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①15組②
10組（既受講者を除く）。300円（オ
イル代）。あ①4月24日～5月10日
②5月15～24日に子育て支援セン
ター☎225-2922へ。抽選。あ あ①
182904②182905

.中央図書館の催し
■おはなし会
　5月4・5・11・12・18・19・25・26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
　4月17・18日、 ①10時30分 ～ ②
11時～（各回30分）。中央図書館。
歌・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
　①4月17日②5月15日、10時30分
～11時30分＝あつぎ市民交流プラ
ザ ③4月23日、10時30分 ～11時30

分＝中央図書館④5月8日、11時30
分～12時＝保健福祉センター。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（赤ちゃ
ん1人につき1回）。生後4カ月頃か
らが最適。無料。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、毎月第2・3木曜の
11～12時、14～15時に、中央図書
館で受けられます。
■こどもえいがかい
　5月2日、①11時～11時25分=「ノ
ンタンのたんじょうび」「みずいろの
ながぐつ」他②14時～15時30分= 

「名犬ラッシー」。中央図書館。子
ども向け映画の上映。3歳以上（幼
児は保護者同伴）。各回100人。
　いずれも無料。あ当日直接会場
へ。 中央図書館☎︎223-0033。

親子ふれあい遊び
■2歳児
　5月10日、①10時～②11時～（各
回40分）。市内在住の2歳児と保護
者15組。あ あ①182908②182909
■7カ月から歩き始めの子ども
　5月24日、③10時～④11時～（各回
40分）。市内在住の生後7カ月～歩き
始めの子どもと保護者15組（既受
講者を除く）。ああ③182906④182907
　いずれも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。あ 5月①②2日③④17日ま
でに子育て支援センター☎︎225-
2922へ。抽選。

放課後児童クラブ夏休み
期間限定入所児童を募集

　夏休み期間の放課後児童クラブ
の入所受け付けを開始します。
　《期間》7月21日～8月31日（各
小学校の夏季休業期間による）、7
時30分～19時（日曜、祝日、学校
閉庁日を除く）《場所》受け入れ
人数に余裕がある放課後児童クラ
ブ（一部通学区以外でも申し込み

可）《対象》①保護者が就労や疾
病などで昼間家庭にいない②市立
小学校に通学③保護者が送迎でき
る―の全てを満たす児童《費用》
18時 ま で ＝6000円。19時 ま で ＝
7200円。別途おやつ代・教材費な
ど5000円。あこども育成課や市Ｈ
Ｐにある申込書を、5月27日～6月
10日に直接、こども育成課☎225-
2582へ。入所審査あり。

外国籍市民交流委員会
委員を募集

　外国籍市民交流事業を企画・運
営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心身共に健
康で、外国籍市民との交流に理解
や熱意がある―の全てを満たす方
15人《任期》2年間。あ総合相談コー
ナーや市ＨＰにある申込書を直接
または郵送、ファクス、Eメール
で4月23日（必着）までに〒243-
8511市民協働推進課☎225-2215・
あ221-0275・ あ2800@city.atsugi.
kanagawa.jpへ。書類選考あり。

市立病院看護師を募集
　《試験日》6月9日《対象》①
1985年4月2日以降生まれ②看護師
免許を持つ③2020年実施の国家試
験で取得見込み―のいずれかに該
当する方50人。あ市立病院や市役
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、5月29日（消
印有効）までに〒243-8588水引
1-16-36 病院総務課☎221-1570へ。

市子ども育成推進委員会の
委員を募集

　子ども育成条例の運用状況の点
検や子育て支援に関する意見を頂
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平日昼間の 《「募集」は6面に続きます》

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）。
あこども育成課や市HPにある申
込書を、直接または郵送、Eメー
ルで5月15日（必着）までに〒243-
8511こども育成課☎225-2262・あ
2180@city.atsugi.kanagawa.jpへ。
書類選考あり。

児童館指導員（臨時職員）を募集
　《対象》健康で子どもの健全育
成に熱意のある方《勤務先》市内
児童館のうち、通勤できる範囲内
で指定《内容》子どもの指導育成
や施設管理など《期間》5月20日
～9月30日（更新可）《時間》月15
日程度で10～17時のうち4時間程
度（通常1人勤務でシフト・ロー
テーション制）《報酬》時給1016
円（土・日曜、祝日は1372円）。
あ履歴書を直接または郵送で4月
25日（必着）までに〒243-0018中
町1-1-3青少年課☎225-2581へ。5
月9日に面接。

貸館受け付け業務などの
臨時職員を募集

　《対象》窓口対応や簡単なパソ
コン操作ができる方《勤務先》厚
木シティプラザ《内容》貸館受け
付けや施設管理など《期間》5月
20日～9月30日（更新可）《時間》
月8日程度。平日は17時15分～22
時、休日は8時30分～22時のうち4
時間程度（シフト・ローテーショ
ン制）《報酬》時給1016円（土・
日曜、祝日は1372円）。あ履歴書を
直接または郵送で4月25日（必着）
までに〒243-0018中町1-1-3青少
年課☎225-2581へ。5月9日に面接。

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
た食品を募集します。回収した食品
は必要な家庭に無償で提供します。
　《日時》5月15日、10～15時《会場》
あつぎ市民交流プラザ。あ当日直
接会場へ。 H

ハ ー ト み い よ

eart34☎220-5088
（10～16時）。
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市民リポーター
萩原　百香さん（20・厚木町）

市民リポ
ーターが

活動を紹
介

サークルのメンバー募集やイベン
ト情報などを紹介。伝言板

《内科・外科》広域の輪番制
　月～金曜＝17時～翌日９時、土曜＝12時～翌日９時、
日曜・祝日・年末年始＝９時～翌日９時。当番病院など
詳しくは市HPまたは「あつぎ健康相談ダイヤル24」へ。
《内科・外科・小児科》市立病院☎221-1570
　月～金曜＝17時～翌日９時、土曜＝12時～翌日９時、
日曜・祝日・年末年始＝９時～翌日９時。

奨学金返済・転入・復職への助成制度
　市内で働く看護師や介護士、歯科衛生士、薬剤師など
を、三つの助成制度で支援しています。

１ 奨学金返済助成金
　《対象》①市内在住で、市内の医療機関や介護・障がい福
祉サービス事業所、薬局などに勤務②奨学金を利用して看
護職・歯科衛生士・介護福祉士・薬剤師などの資格を取得
し返済中③採用後３年以内―の全てを満たす方《助成額》年
間上限20万円（最長３年）

2 転入奨励助成金
　《対象》①市内の医療機関や介護・障がい福祉
サービス事業所、薬局などに就職または勤務す
る看護職員・歯科衛生士・介護職員・薬剤師な
ど②市外から市内に転入―の全てを満たす方
《助成額》20万円
3 復職等奨励助成金
　《対象》市内在住で、市内の医療機関や介護・障
がい福祉サービス事業所、薬局などに復職する
看護職員・歯科衛生士・介護職員・薬剤師など
《助成額》20万円

鑑賞料、上映時間など詳細は、劇場にお問い合わせください。

ヴィクトリア女王 最期の秘密
バジュランギおじさんと、小さな迷子
バーニング　劇場版（PG12）

マイ・ブックショップ
ウトヤ島、7月22日
七つの会議
クイーン ヒストリー 1973-1980
誰がために憲法はある
ナチス第三の男（R15+）

4月26日まで

4月20日～5月3日

4月20日～5月10日
4月27日～5月10日

5月11～24日
5月4～17日新作

新作
新作
新作
新作

4月26日まで
「バジュランギおじさんと、
小さな迷子」

　パキスタン人の少女シャヒーダーは、お母さんと
インドのイスラム寺院に願掛けに行った帰りに迷子
になってしまう。そんな彼女を家に送り届けようと決
意したのは、熱心なヒンドゥー教信者のインド人パワ
ンだった。波乱万丈の二人旅、果たしてどうなる…!? ©Eros international all 

rights reserved　
©SKF all rights reserved.

　車いす女子バスケットボール日本代表選
手で、2020年東京パラリンピックへの出場
が有力な鈴木百萌子さんを取材しました。
　車いすを自由に操り、ボールを奪う鈴木
選手の姿はとても格好良く、大迫力でした。
実際に体験してみると、まず車いすに乗る
のがものすごく難しい！ストッパーが付い

ていないので、乗る時に動いてしまうんで
す。やっとの思いで乗り込み、パス回しに
挑戦。投げることには自信があったのです
が、ボールが全然飛ばない…。さらにシュー
ト練習では車いすに座っている時に感じる
ゴールの高さにとても驚きました。さっそ
うと車いすを操り軽々とシュートを決める
鈴木選手は、さすが日本代表選手です。
　東京パラリンピックまで残り500日を切り
ましたが、こ
れからも鈴木
選手や車いす
バ ス ケ ット
ボール日本代
表チームを応
援したいです。鈴木選手は競技を始めてまだ５年

市内在住のパラアスリートを取材

問あつぎのえいがかん kiki☎240-0600

も  も  こ

◆厚木太極拳同好会　土曜、11～
13時。東町スポーツセンター他。初
心者歓迎。月会費2500円（無料体
験あり）。問毛利☎248-4221。
◆エンジョイ英会話サークル　土
曜（月3回）、11～12時。あつぎ市民
交流プラザ。20歳以上の方。月会
費3000円（無料体験あり）。問加藤
☎080-5440-1873。
◆キッズ・イングリッシュ・サー
クル　土曜（月3回）、9～11時。あ
つぎ市民交流プラザ。未就学～小
学生。月会費3000円（無料体験あ
り）。問石井☎080-5379-6275。

◆ふれあいフェスティバル　5月
11日（雨天中止）、10時30分～14
時。神奈川総合リハビリテーション
センター。ステージアトラクションや
模擬店など。無料。あ当日直接会
場へ。問厚木精華園☎291-0780。
◆箏フレンズコンサート　6月15
日、13時30分～16時。文化会館。
琴とミニ琴のコンサート。800円。問
水澤☎241-9795。
◆ルーシー笑いヨガ　木曜（月3
回）、14時30分～15時40分。あつぎ
市民交流プラザ。笑う健康体操とヨ
ガの呼吸法を学ぶ。1回500円。問
柴田☎090-4012-3915。

　申し込み方法など、詳しく
はお問い合わせください。
問看護職・歯科衛生士・管理
栄養士・薬剤師は健康長寿推
進課☎225-2174、介護職は介
護福祉課☎225-2240。

　市民参加によるまちづくりを進めるため、条例や規則、その他重
要な政策などを制定・改廃する際に、市民の皆さんからご意見をお
聞きしています。本年度に予定する内容は次の通りです。それぞれ
の詳細は、今後の広報あつぎや市HPでお知らせします。

問市民協働推進課☎225-2141

市民参加手続の実施予定一覧

《市民参加の方法》
● 審議会　　● 意見交換会　　● ワークショップ
● 意向調査　● パブリックコメント
審 交 ワ

調 パ

対象行為
市営自転車等駐車場条例の改正
廃棄物の減量化、資源化及び適正処理
等に関する条例の改正
厚木都市計画下水道事業受益者負担に関
する条例及び施行規制の改正
公共下水道使用料条例及び施行規則の改正

高齢者保健福祉計画・介護保険事業
計画（第8期）の策定

第10次総合計画の策定

第5次環境基本計画の策定

災害廃棄物処理計画の改定

あつぎ子ども未来プラン（第3期）の策定
人権施策推進指針の改定

まち・ひと・しごと創生総合戦略の策定

（仮称）情報化推進計画（2021～26）の策定

（仮称）総合都市交通マスタープランの
策定

第2次教育振興基本計画の策定

スポーツ推進計画の改定

スポーツ施設整備推進計画の改定

●6月

●20年5月～21年1月

●6月
●未定 ●9月

●未定 ●7月

●9月

●10月●8月 ●12月

●4月～21年3月

●9月～21年1月

●9月～20年3月

●～21年3月
●未定

●未定 ●未定
●6月～21年3月
●7月 ●未定
●6月～21年3月

●6～7月

●7月

●6月

●未定

●未定

●～20年3月 ●11月

●未定

●20年1月

●20年7月

●20年8月
●20年11月

●20年8月●20年1月

●12月

●7～9月

●4月～20年3月
●11月 ●20年1月

●5月 ●5月 ●7月
●～5月●5月 ●7月

市民参加の内容・予定
交

交

調

調

審

パ

パ

廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等
に関する規則の改正 ●7月パ

交

交

●20年7月パ
ワ

審

審

交

交

交

交

交

●20年11月パ

交

調

調

調

パ

パ

パ

パ

パ

パ

パ

審

審

審

交審

審

審

調

調

パ

パ

（仮称）複合施設等整備基本計画の策定 ●～7月 ●4～5月
●4～5月 パワ

パ

審

審

審

審

都市マスタープランの改定

（仮称）立地適正化計画の策定

●未定
●～21年3月 ●未定

●～21年3月 ●未定
パ

交審

パ
交審

パ

パ

　休日や夜間の病院の診察時間外に、市内の病院
などが救急医療を受け付けています。

問健康長寿推進課☎225-2174

休日・夜間の
救急医療

○初期救急（入院が必要ない軽症救急患者）
《内科・小児科》メジカルセンター☎297-5199
　月～金曜＝19時～21時30分、土曜＝18時～21時30分、日曜・祝日・年
末年始＝9時～11時30分、14時～16時30分、18時～21時30分
《歯科》歯科保健センター☎224-6081
　日曜・祝日・年末年始＝10時～11時30分、13時～16時30分
《耳鼻咽喉科・眼科》広域の輪番制
　日曜・祝日・年末年始＝当番病院など詳しくは市HPまたは「あつぎ健
康相談ダイヤル24」☎0120-31-4156へ。
○二次救急（緊急入院や手術が必要な救急患者）
《内科・外科》広域の輪番制
　月～金曜＝17時～翌日９時、土曜＝12時～翌日９時、
日曜・祝日・年末年始＝９時～翌日９時。当番病院など
詳しくは市HPまたは「あつぎ健康相談ダイヤル24」へ。
《内科・外科・小児科》市立病院☎221-1570
　月～金曜＝17時～翌日９時、土曜＝12時～翌日９時、
日曜・祝日・年末年始＝９時～翌日９時。

交

こと

6 72019（平成31）年4月15日

市立病院奨学生（看護師）を募集
　《試験日》5月19日《対象》看護
師などの養成施設に在学し、卒業
後市立病院に勤務する意志のある
学生。あ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、5月8日（消印有効）
までに〒243-8588水引1-16-36 病
院総務課☎221-1570へ。

公共職業訓練（ポリテクセンター
関東）７月受講生を募集

　職業訓練の受講生と施設見学会
の参加者を募集します。 
　《期間》7月2日～12月23日《コース》
機械CAD／CAM、金属加工、電
子回路、ビル設備《費用》無料（テ
キスト代などは実費負担）。あ4月15
日～5月16日に、直接ハローワーク
厚木へ。施設見学会は4月17・24日、
5月8・15日に開催。 ポリテクセン
ター関東☎045-391-2848。

県立総合職業技術校の
2019年7月生を募集
　《選考日》5月26日《対象》職業
に必要な知識や技術を習得し、就
職する意志がある方《コース》セレ

クトプロダクト、庭園管理サービス、
住環境リノベーション、ビル設備管
理、庭園エクステリア施工《費用》
無料（教科書代などは自己負担）。
あ各校やハローワークなどにある申
込書を、直接または郵送で5月13日

（消印有効） までに各校へ（要事前
手続き）。 県産業人材課☎045-
210-5715。

松川サク工業賞受賞者
　市内の大学・短期大学で工業系
の学科を専攻し、今春卒業した5
人の学生に「松川サク工業賞」が
贈られました。この賞は、相模ゴ
ム工業㈱の創業者で、長年にわた
り市の産業発展に尽くされた、名
誉市民の故松川サクさんの遺志に
よる寄付に基づき、工業の振興の
ために設けられました（順不同・
敬称略）。
　《受賞者》内田駿介（湘北短期
大学）、荒木杜介（神奈川工科大
学）、佐々木朋華（神奈川工科大
学）、稲留亮祐（東京工芸大学）、

西川諒（東京工芸大学）。 産業
振興課☎225-2830。

就学相談説明会
　5月10日、10時～11時30分。あつ
ぎ市民交流プラザ。小学校入学まで
の就学相談会と説明、5月16・17・
20・21・22日に実施する個別相談会
の予約受け付け。2020年4月に小学
校に就学する幼児で県立特別支援
学校または市立小学校の特別支援
学級への就学を考えている保護者
と、子どもの成長・発達の状況に応
じた就学を相談したい保護者。無
料。あ当日直接会場へ。 教育指
導課☎225-2660。

中学校卒業後も継続入院
している方へ医療費助成

　助成対象の子どもが、中学校卒
業から4月以降も継続して入院してい
る場合、入院に係る健康保険適用
医療費の自己負担額を助成します。
あ診療日から1年以内に子育て給付
課☎225-2233へ。

児童扶養手当・特別児童
扶養手当の手当額が変更

　物価の変動で4月分からの手当額
が改定され、8月支給分から次の金

額に変更されます。
■児童扶養手当
　手当の全部を受けている方＝1子目
4万2910円、2子目加算1万140円、3
子目以降加算6080円。手当の一部を
受けている方＝1子目1万120円～4万
2900円、2子目加算5070円～1万130
円、3子目以降加算3040円～6070円。
■特別児童扶養手当
　1級＝5万2200円。2級＝3万4770円。
　いずれも児童1人当たりの月額。
子育て給付課☎225-2241。

特定不妊治療費の一部を助成
　体外受精や顕微授精による不妊
治療を受けた夫婦に治療費を助成
します。
　《対象》①夫婦のいずれかが申
請日の1年以上前から市内に在住
②県の治療費助成が決定されてい
る―の全てを満たす夫婦《助成額》
県の助成対象治療費から県の助成
額を控除した額（10万円が限度）。
あ治療終了日から1年以内に、子
育て給付課☎225-2241 へ。

軽自動車税の納期限・減免
　納税通知書を5月7日以降に発送
します。納期限は5月31日です。
次の車両は、納期限までに申請す
ると減免を受けられる場合があり
ます。
　《減免対象》①障がい者または
障がい者と生計を共にする方が所
有し運転②障がい者のみで生活す
る方が所有し常時介護者が運転③
公益のため直接所有し使用④障が
い者の利用に供するための構造

（①②は普通自動車減免を受けて
いる方を除く）―のいずれかに該
当する車両。あ 5月31日までに直
接、市民税課☎225-2012へ。

都市計画変更案の縦覧と
意見書の受け付け

　都市計画法第17条に基づき、森
の里東地区の都市計画変更案の縦
覧・意見書を受け付けます。
　《期間》4月15日～5月7日、8時
30分～17時15分（土・日曜、祝日
を除く）《場所》都市計画課《意見
書提出》直接または郵送で〒243-
8511都市計画課☎225-2401へ。
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市民リポーター
萩原　百香さん（20・厚木町）

市民リポ
ーターが

活動を紹
介

サークルのメンバー募集やイベン
ト情報などを紹介。伝言板

《内科・外科》広域の輪番制
　月～金曜＝17時～翌日９時、土曜＝12時～翌日９時、
日曜・祝日・年末年始＝９時～翌日９時。当番病院など
詳しくは市HPまたは「あつぎ健康相談ダイヤル24」へ。
《内科・外科・小児科》市立病院☎221-1570
　月～金曜＝17時～翌日９時、土曜＝12時～翌日９時、
日曜・祝日・年末年始＝９時～翌日９時。

奨学金返済・転入・復職への助成制度
　市内で働く看護師や介護士、歯科衛生士、薬剤師など
を、三つの助成制度で支援しています。

１ 奨学金返済助成金
　《対象》①市内在住で、市内の医療機関や介護・障がい福
祉サービス事業所、薬局などに勤務②奨学金を利用して看
護職・歯科衛生士・介護福祉士・薬剤師などの資格を取得
し返済中③採用後３年以内―の全てを満たす方《助成額》年
間上限20万円（最長３年）

2 転入奨励助成金
　《対象》①市内の医療機関や介護・障がい福祉
サービス事業所、薬局などに就職または勤務す
る看護職員・歯科衛生士・介護職員・薬剤師な
ど②市外から市内に転入―の全てを満たす方
《助成額》20万円
3 復職等奨励助成金
　《対象》市内在住で、市内の医療機関や介護・障
がい福祉サービス事業所、薬局などに復職する
看護職員・歯科衛生士・介護職員・薬剤師など
《助成額》20万円

鑑賞料、上映時間など詳細は、劇場にお問い合わせください。

ヴィクトリア女王 最期の秘密
バジュランギおじさんと、小さな迷子
バーニング　劇場版（PG12）

マイ・ブックショップ
ウトヤ島、7月22日
七つの会議
クイーン ヒストリー 1973-1980
誰がために憲法はある
ナチス第三の男（R15+）

4月26日まで

4月20日～5月3日

4月20日～5月10日
4月27日～5月10日

5月11～24日
5月4～17日新作

新作
新作
新作
新作

4月26日まで
「バジュランギおじさんと、
小さな迷子」

　パキスタン人の少女シャヒーダーは、お母さんと
インドのイスラム寺院に願掛けに行った帰りに迷子
になってしまう。そんな彼女を家に送り届けようと決
意したのは、熱心なヒンドゥー教信者のインド人パワ
ンだった。波乱万丈の二人旅、果たしてどうなる…!? ©Eros international all 

rights reserved　
©SKF all rights reserved.

　車いす女子バスケットボール日本代表選
手で、2020年東京パラリンピックへの出場
が有力な鈴木百萌子さんを取材しました。
　車いすを自由に操り、ボールを奪う鈴木
選手の姿はとても格好良く、大迫力でした。
実際に体験してみると、まず車いすに乗る
のがものすごく難しい！ストッパーが付い

ていないので、乗る時に動いてしまうんで
す。やっとの思いで乗り込み、パス回しに
挑戦。投げることには自信があったのです
が、ボールが全然飛ばない…。さらにシュー
ト練習では車いすに座っている時に感じる
ゴールの高さにとても驚きました。さっそ
うと車いすを操り軽々とシュートを決める
鈴木選手は、さすが日本代表選手です。
　東京パラリンピックまで残り500日を切り
ましたが、こ
れからも鈴木
選手や車いす
バ ス ケ ット
ボール日本代
表チームを応
援したいです。鈴木選手は競技を始めてまだ５年

市内在住のパラアスリートを取材

問あつぎのえいがかん kiki☎240-0600

も  も  こ

◆厚木太極拳同好会　土曜、11～
13時。東町スポーツセンター他。初
心者歓迎。月会費2500円（無料体
験あり）。問毛利☎248-4221。
◆エンジョイ英会話サークル　土
曜（月3回）、11～12時。あつぎ市民
交流プラザ。20歳以上の方。月会
費3000円（無料体験あり）。問加藤
☎080-5440-1873。
◆キッズ・イングリッシュ・サー
クル　土曜（月3回）、9～11時。あ
つぎ市民交流プラザ。未就学～小
学生。月会費3000円（無料体験あ
り）。問石井☎080-5379-6275。

◆ふれあいフェスティバル　5月
11日（雨天中止）、10時30分～14
時。神奈川総合リハビリテーション
センター。ステージアトラクションや
模擬店など。無料。あ当日直接会
場へ。問厚木精華園☎291-0780。
◆箏フレンズコンサート　6月15
日、13時30分～16時。文化会館。
琴とミニ琴のコンサート。800円。問
水澤☎241-9795。
◆ルーシー笑いヨガ　木曜（月3
回）、14時30分～15時40分。あつぎ
市民交流プラザ。笑う健康体操とヨ
ガの呼吸法を学ぶ。1回500円。問
柴田☎090-4012-3915。

　申し込み方法など、詳しく
はお問い合わせください。
問看護職・歯科衛生士・管理
栄養士・薬剤師は健康長寿推
進課☎225-2174、介護職は介
護福祉課☎225-2240。

　市民参加によるまちづくりを進めるため、条例や規則、その他重
要な政策などを制定・改廃する際に、市民の皆さんからご意見をお
聞きしています。本年度に予定する内容は次の通りです。それぞれ
の詳細は、今後の広報あつぎや市HPでお知らせします。

問市民協働推進課☎225-2141

市民参加手続の実施予定一覧

《市民参加の方法》
● 審議会　　● 意見交換会　　● ワークショップ
● 意向調査　● パブリックコメント
審 交 ワ

調 パ

対象行為
市営自転車等駐車場条例の改正
廃棄物の減量化、資源化及び適正処理
等に関する条例の改正
厚木都市計画下水道事業受益者負担に関
する条例及び施行規制の改正
公共下水道使用料条例及び施行規則の改正

高齢者保健福祉計画・介護保険事業
計画（第8期）の策定

第10次総合計画の策定

第5次環境基本計画の策定

災害廃棄物処理計画の改定

あつぎ子ども未来プラン（第3期）の策定
人権施策推進指針の改定

まち・ひと・しごと創生総合戦略の策定

（仮称）情報化推進計画（2021～26）の策定

（仮称）総合都市交通マスタープランの
策定

第2次教育振興基本計画の策定

スポーツ推進計画の改定

スポーツ施設整備推進計画の改定

●6月

●20年5月～21年1月

●6月
●未定 ●9月

●未定 ●7月

●9月

●10月●8月 ●12月

●4月～21年3月

●9月～21年1月

●9月～20年3月

●～21年3月
●未定

●未定 ●未定
●6月～21年3月
●7月 ●未定
●6月～21年3月

●6～7月

●7月

●6月

●未定

●未定

●～20年3月 ●11月

●未定

●20年1月

●20年7月

●20年8月
●20年11月

●20年8月●20年1月

●12月

●7～9月

●4月～20年3月
●11月 ●20年1月

●5月 ●5月 ●7月
●～5月●5月 ●7月

市民参加の内容・予定
交

交

調

調

審

パ

パ

廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等
に関する規則の改正 ●7月パ

交

交

●20年7月パ
ワ

審

審

交

交

交

交

交

●20年11月パ

交

調

調

調

パ

パ

パ

パ

パ

パ

パ

審

審

審

交審

審

審

調

調

パ

パ

（仮称）複合施設等整備基本計画の策定 ●～7月 ●4～5月
●4～5月 パワ

パ

審

審

審

審

都市マスタープランの改定

（仮称）立地適正化計画の策定

●未定
●～21年3月 ●未定

●～21年3月 ●未定
パ

交審

パ
交審

パ

パ

　休日や夜間の病院の診察時間外に、市内の病院
などが救急医療を受け付けています。

問健康長寿推進課☎225-2174

休日・夜間の
救急医療

○初期救急（入院が必要ない軽症救急患者）
《内科・小児科》メジカルセンター☎297-5199
　月～金曜＝19時～21時30分、土曜＝18時～21時30分、日曜・祝日・年
末年始＝9時～11時30分、14時～16時30分、18時～21時30分
《歯科》歯科保健センター☎224-6081
　日曜・祝日・年末年始＝10時～11時30分、13時～16時30分
《耳鼻咽喉科・眼科》広域の輪番制
　日曜・祝日・年末年始＝当番病院など詳しくは市HPまたは「あつぎ健
康相談ダイヤル24」☎0120-31-4156へ。
○二次救急（緊急入院や手術が必要な救急患者）
《内科・外科》広域の輪番制
　月～金曜＝17時～翌日９時、土曜＝12時～翌日９時、
日曜・祝日・年末年始＝９時～翌日９時。当番病院など
詳しくは市HPまたは「あつぎ健康相談ダイヤル24」へ。
《内科・外科・小児科》市立病院☎221-1570
　月～金曜＝17時～翌日９時、土曜＝12時～翌日９時、
日曜・祝日・年末年始＝９時～翌日９時。

交

こと

6 72019（平成31）年4月15日

猫不妊・去勢手術費一部
助成金額の変更

　猫の不妊・去勢手術費の助成金
額をメス4500円、オス3000円に変更
しました。手術前に、印鑑と運転免
許証など本人確認ができる書類を持
ち、生活環境課で申請してください。

生活環境課☎225-2750。

ダムの流木チップを配布
　城山ダムでは、流木を砕いた
チップを無料配布しています。4
月18～24日は、機械で積み込み作
業の補助をします。配布場所など、
詳しくはお問い合わせください。

県相模川水系ダム管理事務所☎
042-782-2831。

漏水調査にご協力を
　4月中旬～9月中旬に、道路や宅
地内の漏水調査を実施します。調
査員は腕章を着け、県企業庁発行
の身分証を携帯しています。調査
で費用を請求したり、見積もりを
出したりすることはありません。

厚木水道営業所☎224-1111。

消防団功労者表彰
　消防活動の功績をたたえ、消防
団員21人、消防職員3人、消防署2
部隊が表彰されました（敬称略）。
　「県知事表彰」永年勤続優良消
防団員（30年）・「日本消防協会会
長表彰」勤続章（30年）＝副団長
早川暁、第1分団第2部団員磯崎聡
「県知事表彰」永年勤続優良消防
団員（30年）＝元第1分団第2部団
員大久保勇志「日本消防協会会長
表彰」功績章＝団長望月玉三朗「日
本消防協会会長表彰」精績章＝第
5分団長牧野優直「県消防協会会
長表彰」功績章＝第1分団副分団
長山田信一、第7分団第4部副部長
越智敏郎、第7分団第9部副部長相
田学、第1分団第1部団員小嶋光広、
第7分団第1部団員窪田智浩、第7
分団第3部団員長田康行、第8分団
第3部団員 有坂克幸「県消防協会
会長表彰」勤続（20年）＝副団長
川田啓一郎、第8分団長大貫稔、
第1分団副分団長山田信一、第2分
団第7部部長 寺久保隆介、第1分

団第1部団員小嶋光広、第3分団第
1部団員渡邊啓太、第5分団第1部
団員真板東里、第5分団第5部団員
後藤芳晴、第7分団第5部団員飯原
昭弘、第7分団第5部団員鈴木陽一
朗、第7分団第7部団員細田仁。
消防総務課 ☎223-9366。

石綿（アスベスト）による
疾病の補償・救済制度

　石綿を扱う作業をしたことで、
肺がんや中皮腫などを発症した場
合、各種補償・救済制度の対象と
なる場合があります。詳しくは労
働基準監督署☎401-1642または神
奈川労働局労災補償課☎045-211-
7355へ。

副市長に霜島氏が再任
　4月1日付で霜島宏美氏（65）が
副市長に任命されました。任期は
2023年3月までの4年
間です。副市長は、
現職の松本徳彦氏

（63）と合わせて2人
です。 職員課☎
225-2070。

教育委員会委員の任命
　教育委員会委員の辞職に伴い、
4月1日付で、新た
に杉山繁雄氏（64）
が教育委員会委員
に任命されました。

教 育 総 務 課 ☎
225-2600。

《意見交換会》
■①市街化調整区域の下水道整備
に伴う受益者分担金制度②公共下
水道使用料の減免制度の見直し
　《開催日》5月10日、18～20時《場
所》市役所第二庁舎。あ当日直接
会場へ。 下水道総務課☎225-
2360。

【訂正】4月1日特別号「事業と予
算のあらまし」の13ページに掲載
した「厚木環状3号線」の完成予
定時期は2022年度でした。おわび
して訂正します。



市役所窓口を臨時で開庁、医療機関も診療を実施

ごみの収集、その他の公共施設は通常通り実施

臨時開設窓口 時間

8時30分～
12時

業務・施設 時間

通常通り

厚木市 10連休 検 索

「広報あつぎ」では、自主財源確保のため広告掲載事業を実施しています。広告掲載の申し込み㈱横浜メディアアド☎045-450-1804へ。「広報あつぎ」では、自主財源確保のため広告掲載事業を実施しています。広告掲載の申し込み㈱横浜メディアアド☎045-450-1804へ。
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ママたちの笑顔あふれる地域にママたちの笑顔あふれる地域に
子育て相談サロン「ままカフェ」 リーダー子育て相談サロン「ままカフェ」 リーダー

山田  啓子さん（40・愛甲）山田  啓子さん（40・愛甲）
　子育て中の母親たちが集い、一息つける場所
「ままカフェ」を仲間と３人で運営しています。月
に１回程度、あつぎ市民交流プラザや公民館で、申
し込みのあった５・６人の母親と話をしたり、勉強
会を開いたり、楽しいひとときを過ごしています。
　私自身、小学６年生の息子と２年生の娘を育て
る母親です。こうした活動を始めたのも、育児で
悩んだことがきっかけです。子どもが生まれて間
もない頃、右も左も分からない育児に疲れ、精神
的に落ち込んだ時期がありました。夫は仕事で帰
りが遅く、実家も遠いため親にも頼れない。つら
い毎日を「しっかりと育てなきゃ」という使命感
だけで過ごした経験から、同じように育児に励む
母親が笑顔でいられるように支えたいと思うよ

　子育て中の母親たちが集い、一息つける場所
「ままカフェ」を仲間と３人で運営しています。月
に１回程度、あつぎ市民交流プラザや公民館で、申
し込みのあった５・６人の母親と話をしたり、勉強
会を開いたり、楽しいひとときを過ごしています。
　私自身、小学６年生の息子と２年生の娘を育て
る母親です。こうした活動を始めたのも、育児で
悩んだことがきっかけです。子どもが生まれて間
もない頃、右も左も分からない育児に疲れ、精神
的に落ち込んだ時期がありました。夫は仕事で帰
りが遅く、実家も遠いため親にも頼れない。つら
い毎日を「しっかりと育てなきゃ」という使命感
だけで過ごした経験から、同じように育児に励む
母親が笑顔でいられるように支えたいと思うよ

うになり、２年前に活動をスタートさせました。
子育てと仕事をしながらの活動ですが、来てくれ
る皆さんの笑顔と「ありがとう」の言葉が私自身
の支えにもなっています。
　４月から、市の市民協働提案事業として「まま
カフェあつぎ子ども食堂」を始めます（3面に関連
記事）。おいしくて体
に良い献立を考えて
いるので、たくさん
の人に来てほしいで
す。子どもたち、そし
て親たちが、笑顔に
なれる場所にしたい
と思っています。

うになり、２年前に活動をスタートさせました。
子育てと仕事をしながらの活動ですが、来てくれ
る皆さんの笑顔と「ありがとう」の言葉が私自身
の支えにもなっています。
　４月から、市の市民協働提案事業として「まま
カフェあつぎ子ども食堂」を始めます（3面に関連
記事）。おいしくて体
に良い献立を考えて
いるので、たくさん
の人に来てほしいで
す。子どもたち、そし
て親たちが、笑顔に
なれる場所にしたい
と思っています。

初めは参加者だった仲間と「ま
まカフェ」を運営
初めは参加者だった仲間と「ま
まカフェ」を運営

相談相談 ●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。
●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。※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
介 護

月～金曜（水曜除く）、9～17時
高齢者の生活・介護全般

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

特定開発
事業紛争
特定開発
事業紛争

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

教 育教 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
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

成年後見成年後見 毎月第 2･3水曜、13～15時  要予約 
司法書士による成年後見
毎月第 2･3水曜、13～15時  要予約 
司法書士による成年後見

多重債務多重債務 毎月第 4金曜（祝日の場合は第 3金曜）、
13～16時  要予約  
毎月第 4金曜（祝日の場合は第 3金曜）、
13～16時  要予約  

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 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

女性法律女性法律 毎月第 3金曜、13～16時  要予約毎月第 3金曜、13～16時  要予約

ボランティア 毎月第 3金曜、13～16時ボランティア 毎月第 3金曜、13～16時

法 律法 律 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）
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）

外 国 人 毎週木曜、13～16時
ポルトガル語・スペイン語・英語外 国 人 毎週木曜、13～16時
ポルトガル語・スペイン語・英語

司法書士
法 律
司法書士
法 律

毎月第 4月曜、13～16時
 要予約 （前週から受け付け。先着 6人）
毎月第 4月曜、13～16時
 要予約 （前週から受け付け。先着 6人）

自殺予防自殺予防
5月9日､9～12時  要予約 
5月20日､13～16時  要予約 
臨床心理士による「いのちのサポート相談」

5月9日､9～12時  要予約 
5月20日､13～16時  要予約 
臨床心理士による「いのちのサポート相談」

健 康健 康 月～金曜、8時 30分～17時 15分月～金曜、8時 30分～17時 15分

生活習慣病
予 防
生活習慣病
予 防

5月 9・31日､13時 15分～15時 45分  要予約  
5月 20日､9時～11時 30分  要予約
5月 9・31日､13時 15分～15時 45分  要予約  
5月 20日､9時～11時 30分  要予約

介護福祉課
☎225-2220
介護福祉課
☎225-2220

市民協働推進課
☎225-2100
（人権相談は
☎225-2215）

市民協働推進課
☎225-2100
（人権相談は
☎225-2215）

都市計画課
☎225-2401
都市計画課
☎225-2401

マンション
管 理
マンション
管 理

毎月第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
毎月第 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
住宅課

☎225-2330

健康づくり課
☎225-2201
健康づくり課
☎225-2201

厚木商工
会議所
（4階）

厚木商工
会議所
（4階）

2階2階ひとり親
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

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
子育て給付課
☎225-2241

毎月第 1・3月曜、13～16時（5月は第 3月曜のみ）税 務 毎月第 1・3月曜、13～16時（5月は第 3月曜のみ）税 務
毎月第 2月曜、13～16時登 記 毎月第 2月曜、13～16時登 記

毎月第 2～4金曜、13～16時交通事故 毎月第 2～4金曜、13～16時交通事故

第 1～4水曜、13～16時（5月は第 2～4水曜）人 権 第 1～4水曜、13～16時（5月は第 2～4水曜）人 権

第 2・4木曜、13～16時行 政 第 2・4木曜、13～16時行 政

5月 9日、13～16時不 動 産 5月 9日、13～16時不 動 産
毎月第 1・3金曜、13～15時（5月は第 3金曜のみ）公 証 人 毎月第 1・3金曜、13～15時（5月は第 3金曜のみ）公 証 人
5月 13日、13～16時行政書士 5月 13日、13～16時行政書士

総
合
相
談
コ
ー
ナ
ー（
１
階
）

総
合
相
談
コ
ー
ナ
ー（
１
階
）

市
役
所
本
庁
舎

市
役
所
本
庁
舎

就 労就 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
対象の就労相談

月～土曜、10～17時  要予約 
15～39歳のニートや引きこもりの方
対象の就労相談

勤労者のための
法律相談（夜間）
勤労者のための
法律相談（夜間）

4月 26日､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
4月 26日､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

働く人の
心の悩み
働く人の
心の悩み 4月 24日、18時～20時 50分  要予約 4月 24日、18時～20時 50分  要予約 

地 域 の
困りごと
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 
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 

子 育 て子 育 て子 育 て 毎日、8時 30分～17時 15分子 育 て 毎日、8時 30分～17時 15分

産業振興課
☎225-2585
産業振興課
☎225-2585

歯と口の
健康相談
歯と口の
健康相談
歯と口の
健康相談 月～金曜、9～17時歯と口の
健康相談 月～金曜、9～17時 厚木歯科医師会

☎221-8733
厚木歯科医師会
☎221-8733

子育て支援センター
☎225-2922

子育て支援センター
☎225-2922

若者サポートステーション
☎297-3067

若者サポートステーション
☎297-3067

5階5階

8階8階

7階7階

あ
つ
ぎ
市
民
交
流
プ
ラ
ザ

（
ア
ミ
ュ
ー
あ
つ
ぎ
）

あ
つ
ぎ
市
民
交
流
プ
ラ
ザ

（
ア
ミ
ュ
ー
あ
つ
ぎ
）

家庭相談課
☎221-0181
家庭相談課
☎221-0181
家庭相談課
☎221-0182
家庭相談課
☎221-0182

女性のための
相談室

☎221-0123

女性のための
相談室

☎221-0123

消費生活
センター
☎294-5800

消費生活
センター
☎294-5800

青少年教育相談センター
☎221-8080

青少年教育相談センター
☎221-8080
市民協働推進課
☎225-2141
市民協働推進課
☎225-2141

社会福祉協議会
☎225-2947
社会福祉協議会
☎225-2947

7階7階

6階6階

3階3階

生活困窮
からの自立
生活困窮
からの自立
生活困窮
からの自立 月～金曜、9～17時生活困窮
からの自立 月～金曜、9～17時 福祉総務課

☎225-2895
福祉総務課
☎225-2895 2階2階

5階5階

3階3階

2階2階

月～金曜、9～17時

月～金曜、9～17時

児童虐待

月～金曜、10～17時
生き方や家庭、職場の悩みなど女性一般 月～金曜、10～17時
生き方や家庭、職場の悩みなど女性一般

D V
（女性専用）
D V
（女性専用）

市
役
所
第
2
庁
舎

市
役
所
第
2
庁
舎

保
健
福
祉
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タ
ー

保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

精神保健・
認知症相談
精神保健・
認知症相談

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

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

療育歯科
相 談
療育歯科
相 談

5月 15・28日、9～11時、13時 30分～15時。病
気や障がい、発達の遅れなどがある3歳未
満児｡ 要予約

5月 15・28日、9～11時、13時 30分～15時。病
気や障がい、発達の遅れなどがある3歳未
満児｡ 要予約

エイズ・梅毒の
検査・相談
エイズ・梅毒の
検査・相談

5月9・30日、13時10分～15時。匿名で受けら
れます｡ 要予約 相談は随時
5月9・30日、13時10分～15時。匿名で受けら
れます｡ 要予約 相談は随時

厚木保健
福祉事務所
厚木保健
福祉事務所

厚木保健
福祉事務所
☎224-1111

厚木保健
福祉事務所
☎224-1111

専 門 的
栄養相談
専 門 的
栄養相談

5月 9・23日、9時 30分～16時。病気の方など
の食事｡ 要予約
5月 9・23日、9時 30分～16時。病気の方など
の食事｡ 要予約

無
料
無
料 あつぎ健康相談ダイヤル24

24時間年中無休
あつぎ健康相談ダイヤル24
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◎発信者番号は通知設定でおかけください

月～金曜、9～17時在宅医療 月～金曜、9～17時在宅医療 厚木医師会在宅相談室
ル　リアン☎240-0393
厚木医師会在宅相談室
ル　リアン☎240-0393

各地区の地域包括支援センター
（介護福祉課☎225-2220に確認）
各地区の地域包括支援センター
（介護福祉課☎225-2220に確認）

医療機関を受診する前に電話で相談を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　  ろさわやか 1番　       よ　  い　  ここ　  ろ

ゴールデンウィークの行政サービス

市民課☎225-2110
国保年金課☎225-2122

本厚木・愛甲石田駅連絡所
市立病院☎221-1570

各地区市民センター（窓口業務）
※貸館業務は通常通り実施

4月 5月
27日 28日 29日 30日 1日 2日 3日 4日 5日 6日

※2

※4

※1

※3

※5

※6

ごみの収集
子育て支援センター
その他公共施設

4月 5月
27日 28日 29日 30日 1日 2日 3日 4日 5日 6日

《医療機関》連休中の開院状況は市ＨＰまたはあつぎ健
康相談ダイヤル24☎0120-31-4156で確認してください
《休日・夜間の救急医療》7面に詳しい記事を掲載

※5 環境センターへの持ち込みは、
　   ４月27日、5月4日も受け付け
※6 ふれあいプラザは休館

連休中は、楽しいイベントが盛りだく
さんだBoo～‼けがに気を付けて、
厚木の春を満喫してね～。ブフフ。

通常通り

４月27日～５月６日の、窓口や公共施設の開庁状況をお知らせします。
　　　　　　　　　　　　　　　　　問行政総務課☎225-2280
４月27日～５月６日の、窓口や公共施設の開庁状況をお知らせします。
　　　　　　　　　　　　　　　　　問行政総務課☎225-2280

休業期間中も、出生・死亡・婚姻など戸籍に関する届け出は、
宿直室（市役所本庁舎南側地下1階）で受け付け
出生・婚姻届を提出した方に、新元号を記念した記念証を発
行（8時30分～17時15分）

子ども食堂の会場は市民交流プラザのクッキングスタ
ジオなど。夢は、市内に産前産後ケア施設を開くこと

※3

※1 国民年金の手続きは除く※4

75歳以上の後期高齢者医療の手続きは除く

※2

業務内容や開館時間など詳しくは

編 集・ 発 行 ／ 厚 木 市 広 報 課
〒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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イベント情報や街の話題などを紹介

他にもフェイスブック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

広報テレビ・ラジオ番組

AIC「あつぎ元気Wave」
①12時～②19時 30分～③22時 45分～
（各15分）

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

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）

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）

ケーブル
テレビ

テレビ

ラジオ

詳しくは 厚木市　ソーシャルメディア 検索

（あ印の番号で、
ウェブ上から詳しい情報を確認できます。
「ああ」と記されたものは、申し込みもできます）

あ =申し込み　　問 =問い合わせ　
☎ =電話番号　　あ =ファクス番号　
あ =Eメール　　HP=ホームページ
=

ネット▼アプリ▼

ネットは多言語にも対応

広報あつぎデジタル版

マイ広報あつぎ 検索

登録受付中

災 害情報
防災行政無線の内容も配信

のメールマガジン

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

厚木市民情報
提供システムスマ報

市役所への郵便物は「〒243-8511
◯◯課」で届きます。

８ 2019（平成31）年4月15日


