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　訓練は、各自治会で組織する自主防災隊ごとに実
施します。家族そろって参加し、いざという時に自
分や大切な人の命を守るための準備を整えましょう。
� 問危機管理課☎225-2190

【場所】各自治会の訓練場所
【内容】�応急手当、避難所開設・運営、初期消火など

　年に一度は非常持ち出し品を確認しましょう。
□懐中電灯　　　　□下着類　　　□非常食
□飲料水　　　　　□携帯トイレ　□貴重品（現金など）
□トイレットペーパー　□携帯ラジオ　□軍手　
□ブルーシート　　□工具類　　　□ごみ袋
□救急用品（常備薬、包帯など）　 
※高齢者や乳児がいる場合は、介護用品や紙おむつ、粉ミ
ルクも準備しましょう。

準備していますか？ 非常持ち出し品

全国瞬時警報システム（J
ジ ェ イ ア ラ ー ト
-ALERT）

全国一斉情報伝達試験
　J-ALERTの確認のため、防災
行政無線で試験放送を実施します。
※気象状況により中止の場合あり。

《日時》8月28日 11時～

8時
30分～

9 1

市自治会連絡協議会会長
山口 泉さん（68・浅間山）

いざという時に助け合える関係を

　災害時に大切なのは、住民が力を合わせて助け合
うこと。全く知らない相手ととっさに協力して行動
するのは難しいものです。防災訓練は、災害への知
識を深めるだけでなく、地域にどんな人がいるのか
を知り、いざという時に声を掛け合いやすい関係を
つくるためにも非常に重要な機会です。家族全員で
積極的に参加していただきたいです。

応急手当

初期消火

簡易トイレ組み立て

催 し

i

古民家岸邸の十五夜
　9月7～16日（9・10日は休館）、
10～17時。古民家岸邸。十五夜に
合わせて飾られたススキや団子な
どの展示を楽しむ。無料。問あつ
ぎ郷土博物館☎225-2515。

ななさわ森のようちえん
すいようび！森のたんけん隊
　10月2日、14時～16時30分。七
沢自然ふれあいセンター。森の探
検や遊びなど。市内在住で3歳以
上の未就学児20人。250円（材料費、
保険料）。申9月1日から七沢自然
ふれあいセンター☎248-3500へ。
先着順。 192377

親子アドベンチャークラブ・
七沢ハイキング
　10月20日、10～15時。七沢自然ふ
れあいセンター。七沢周辺のハイキ
ング。市内在住の親子70人。400円（3
歳未満45円。材料費、保険料）。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、年齢を書き、
9月30日までに七沢自然ふれあいセ
ンター☎248-3500・薨248-4708へ。
抽選。 申192376

アミューあつぎハンドメイド
＆クラフトマルシェ
　8月24日、10～16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。問
商業にぎわい課☎225-2834。

身近な環境エコツアー・真鶴
岬で自然のめぐみを感じよう
　9月15日、9～16時（雨天中止）。
真鶴岬。潮だまりの生き物調査や森
林散策など。市内在住在勤在学の
小学生以上20人（小学生は保護者
同伴）。1000円（保険料・バス代）。
申電話またはファクスに〒住所、氏

名、年齢、電話番号を書き、8月30
日までに環境政策課☎225-2749・
薨223-1668へ。抽選。 申192425

厚木市民朝市
　日曜、5時30分～7時。文化会館。
市内産の新鮮で安心・安全な農産
物や加工食品などの販売。9月8日
は敬老の日消費者サービスとし
て、各店舗で買い物をした方に先
着でカレールウをプレゼント。問
農業政策課☎225-2801。

夕焼け市
　水曜、17～18時（9月からは16
～17時）。荻野運動公園。市内産
の新鮮で安心・安全な農産物や加
工食品などの販売。8月28日は納
涼フェアを開催。問農業政策課☎
225-2801。

《「催し」は2面に続きます》
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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）

ケーブル
テレビ

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）

テレビ

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）

ラジオ

詳しくは 厚木市　ソーシャルメディア 検索

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

　 =申し込み　　　=問い合わせ　
☎=電話番号　　　 =ファクス番号　
　=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。

薨
申

申



《日時》 8月24日　9時30分～14時
《場所》 JAあつぎ農産物直売所「夢

ゆめ

未
み

市
いち

」
《内容》 �ナシ・ブドウ即売会、品評会の審査結

果の公表

　一日約5万人が行き交う愛甲石田駅で情報を効果的に伝えるた
め、改札口の近くに電子看板「あつナビ」を2台設置しました。
市のサービスやイベント情報に加え、台風の接近や避難所開設
など防災情報を配信していきます。

問広報課☎︎225-2040

愛甲石田駅周辺の
情報発信を強化 電子看板「あつナビ」を増設

あつナビって何？
《大きさ》49㌅縦型（縦107.3㌢×横60.4㌢）
《放映時間》6～24時　《放映内容》静止画、動画、文字情報

ランニング
コストを民間
広告で補う
Boo~!!

「あつナビ」は駅北口の2階に設置
本厚木駅前北口広場と本厚木駅連絡
所の電子看板でも放映

　500万もの星を映し出す最新鋭プラネタリウム「コスモシアター」
で秋の新番組が始まります。家族や友人とお楽しみください。

　食べ頃を迎えた市内産のナシ・ブドウの販売
などを行います。

《日時》 9月13日　9時30分～12時
《場所》 JAあつぎ農産物直売所「夢未市」
《内容》 �即売、試食（限定）など

知ってる？
厚木のリンゴリンゴ試食会
厚木産のリンゴを味わってみませんか。
　　　　　問農業政策課☎225-2801

【会場】
神奈川工科大学
厚木市子ども科学館

問子ども科学館☎221-4152 問農業まつり実行委員会☎221-2273

星空探検に出掛けよう 旬のナシ・ブドウが勢ぞろい

9月7日～12月1日期間
15時30分～�「眠れない夜の月」平日

申当日9時から観覧券を販売。先着順。
※特別投影などで時間・内容が変わるこ
とがあります。

各回90人定員 200円（中学生以下50円）料金

秋のプラネタリウム番組 農業まつり「味覚祭」

©TAIYO KIKAKU co., 
ltd./EXPJ,Ltd

プラネタリウムが4Ｋに！
　投影機械が4Ｋに対応しま
した。最先端の美麗な映像を
お楽しみください。

あつナビの特徴
・視認性が高く自然に目に入る
・ 繰り返し表示することで情報の伝

達（刷り込み）効果が高い
・ 災害時には、即座に情報の切り替

えが可能
・ 運用コストが安い

11時～「ドラえもん宇宙ふしぎ大発見3・地球のふしぎ」
13時30分～「ちびまる子ちゃん・それでも地球はまわっている」
14時30分～「A

ア ホ ロ

POLLO11」
15時30分～「眠れない夜の月」

土・日曜、祝日

２

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投影「銀河
クルージング」
　8月25日、13時30分～14時10分。
双眼鏡を使ったプラネタリウムの
星空探検。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。 182982
■プラネタリウム「きらきらタイ
ム・お星様、見いつけた！夏の巻」
　9月11日、①10時～②11時～③15
日、10時～（各回30分）。プラネタ
リウムで手遊びや歌、クイズなど
を楽しむ。乳幼児と保護者各回90
人。200円（乳幼児は無料）。申当
日9時から観覧券を販売。 192359
■プラネタリウム特別番組「太陽・
私たちの母なる星」
　9月21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）。申当日9時から観覧券
を販売。 182956
■大人のためのプラネタリウム

「月面探査　最前線」
　9月21日、18～19時。プラネタリ
ウムでJ

ジ ャ ク サ

AXA・宇宙教育リーダー
の話を聞く。15歳以上（中学生は
除く）90人。200円。申9月1日（年
間パスポートを持つ方は8月31日）
9時から電話で受け付け。 192424

■キッズ☆プラネタリウム「たの
しいクラシックコンサート」
　10月20日、13～14時。子どもと
一緒に楽しめる星空コンサート。
生演奏あり。定員90人。200円（中
学生以下50円）。申9月22日（年間
パスポートを持つ方は21日）9時
から電話で受け付け。 192360
■太陽観察会
　8月25日、12～13時（雨天中止）。
専用の望遠鏡で太陽を観察。定員
50人。無料。申当日10時から整理
券を配布。 182985
■ミニ工作教室「もちつきぺった
ん！」
　9月8日、13時30分～14時。2匹の
ウサギが交互に餅をつくおもちゃ
を作る。定員35人。無料。申当日
10時から整理券を配布。 192361
■おもしろ実験「月の見方　教え
ます」
　9月8日、14時30分～15時。工作
と実験で月の楽しみ方を紹介。小
学生以上10人。無料。申当日10時
から整理券を配布。 192362
■大人のための科学教室「エレク
トロニクス超入門」
　9月28日、13時30分～15時30分。
簡単な電子工作でエレクトロニク
スの基礎を学ぶ。15歳以上（中学
生を除く）15人。無料。申9月7日
（市外の方は8日）9時から電話で
受け付け。 192363

　いずれも会場、問い合わせは子
ども科学館☎221-4152。先着順。

あつぎミュージックフェス
ティバルオーディション
　8月22日、14時～17時30分。あ
つぎ市民交流プラザ。新人シン
ガー発掘オーディションの2次審
査会の観覧。定員150人。無料。
申当日直接会場へ。先着順。出演
者など詳しくは市HPに掲載。問
文化生涯学習課☎225-2508。

青春劇場
■唄う！青春劇場カラオケ大会
　9月7日、14時45分～16時。ゲス
トは椿はる奈。
■あつぎ青春劇場落語会
　9月28日、11時～12時30分。出
演は春

しゅん

風
ぷう

亭
てい

一
いっ

左
さ

。
　いずれもアミューあつぎ。定員
100人。500円。申当日直接会場へ。
先着順。問商業にぎわい課☎225-
2834。

国際介護ロボット博覧会
　8月24日、10～16時。あつぎ市
民交流プラザ。認知症患者を支援
するロボットの展示、手足のリハ
ビリや食事などを支援する最先端
ロボットの体験《認知症疑似体験》
①10時30分～②13時～③14時30分
～（各回1時間）。各回23人。バー
チャルリアリティ（VR）技術を使っ
た認知症の疑似体験。無料。申8
月15日から㈱エルエーピー・北村
☎090-2408-7098へ。先着順。

観光ボランティアガイド協会主催
「荻野川 秋の草花と歴史を訪ねて」
　9月18日、9時～14時30分。観光
ガイドと荻野川沿いを歩き、自然
散策や近くの神社を訪ねる。500円
（資料・保険代）。定員40人。申8月
15～31日に東丹沢七沢観光案内所
☎248-1102へ。先着順。 192343

森林セラピー ® 体験と温泉
■七沢
　①9月11日。半

はん

谷
や

林
りん

道
どう

を歩き、七
沢温泉（七沢荘）で入浴②10月9日。
鐘
かね

ケ
が

嶽
たけ

ハイキングコースを歩き、
七沢温泉（中屋旅館）で入浴。
■飯山
　9月19日。飯山白山森林公園を歩
き、飯山温泉（ふるさとの宿）で入浴。
　いずれも9時30分～15時。定員
20人。1000円（入浴料など）。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。

健康づくり大学
温泉と自然で心もからだも綺

き

麗
れ い

に
　9月10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（中屋旅館）での食事・入浴、
「空腹が老化を防ぐってホント？」
をテーマに講演。定員30人。3500
円（食事代、入浴・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。

かながわにじいろトーク
　9月29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）。カミングアウト
をテーマにした10・20代の性的マ



《日時》 9月14日　10～13時
《場所》 あつぎ市民交流プラザ
《内容》 �保育施設による就職相談
《対象》��保育施設への就職を希

望する方。託児あり（1
歳～小学3年生。8月29日
までに要予約）

申当日直接会場へ。

　現役の保育士が各園の特色
などを紹介しながら、市内の
保育施設で働きたい方にアド
バイスします。
問保育課☎225-2768

話しやすい個別ブースで相談を受ける

厚木で働きたい！を応援

保育の仕事就職相談会

　市では、保育士の奨学金返済や
転入・復職希望者への助成など、
多岐にわたる就職支
援を実施していま
す。詳しくは市HPに
掲載。

充実の就職支援

無料

■ゲートキーパー養成講座
《期間》　9月7日　11～12時
　　　　　　　　　　19 ・ 20日　14～15時
《場所》 あつぎ市民交流プラザ
《内容》 �悩みを抱えている人の話を聴くこつや声の

掛け方などを学ぶ。受講者全員に映画「い
のちの深呼吸」の鑑賞券をプレゼント

《定員》　市内在住の方各回100人
申 8月15日から健康づくり課へ。先着順。

　自殺は誰もが直面し得る問題です。映画や講座
を通して、命の大切さを考えてみませんか。

問健康づくり課☎225-2201（映画はあつぎのえいがかんkiki☎240-0600）

心の声に耳を傾けて

自殺予防週間
9月10～

16日

©DRIFTING CLOUD 
PRODUCTIONS,LTC 2017

ゲートキーパー養成講座

無料

あつぎ
郷土博物館

連動企画學藝員のススメ

　夕暮れ時のことを、昔の人は
「逢

おう

魔
ま

が時」と言いました。暗闇
が広がり、得体の知れないウゴメ
ク物（＝魔物）に出会わないかと
恐怖を感じ始める時間帯です。
暗闇への恐怖は、昔も今も同じだ
と実感してもらうのが、この企画展
の肝です。
　企画展では、「生を失った物ま
でもがウゴメク」というイメージで
骨格標本コーナーを作りました。
宮ケ瀬で交通事故にあったツキノ
ワグマの骨格なんて、まるでそこ

問あつぎ郷土博物館☎225-2515

　企画展「夏乃暗闇教室 
暗闇ノ森ニウゴメク物」
は9月1日まで開催。詳し
くは市HPに掲載。 施設案内▲

夏期企画展ニオケル
怪奇現象ニ就ヒテ

第2回

槐
えんじゅ

 真
ま さ

史
し

　博物館の学芸員が、あれ
これを語り倒すコーナー。

に息づいているかのようなリアル
さ。開催初日に訪れた小学生が、
展示室のとある現象に肝が冷えた
という感想を館内の連絡帳に書い
てくれました。担当者としては、し
てやったり！なのでした。

薄明かりの中に展示される骨格標本

■映画「いのちの深呼吸」上映
《期間》 9月7～20日 （1日2回）
《場所》 アミューあつぎ
申あつぎのえいがかんkikiでチケットを購入。
※9月7日に映画主演者によるトークショーあり。

３2019(令和元)年８月15日

イノリティ当事者向け交流会。定
員14人。300円（茶菓子代。高校
生以下無料）。申9月27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から申
し込み可）。先着順。問県人権男
女共同参画課☎045-210-3640。

企業と LGBT・すべての人が
自分らしく働ける職場づくり
　9月12日、14～16時。あつぎ市
民交流プラザ。LGBTの基礎知識
や企業の対応の解説とグループ
ワーク。中小企業の人事担当者な
ど30人。無料。申電話またはファ
クス、Eメールに氏名、電話番号、
企業名、参加会場を書き、8月29
日までに県人権男女共同参画課☎
045-210-3640・薨045-210-8832・
fm0216.s8c@pref.kanagawa.jp

へ。先着順。

斎場施設見学会
　8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8月15～25日に
市斎場☎281-8595へ。先着順。

A
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ぼうさいの丘公園！2019
　8月31日、10～15時（雨天中止）。
ぼうさいの丘公園。フラダンス、
フリーマーケット、野菜の即売、
救急車・消防車・パトカー・白バ
イの展示、トラックの視覚体験、
キッチンカー。問環境みどり公社
☎225-2778。

ままカフェあつぎ子ども食堂
　8月23日、11～14時（13時30分
まで受け付け）。愛甲公民館。昼
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。問ままカ
フェ・山田☎090-2563-4739。

あつぎ YMCA こども食堂
　8月31日、11時30分～14時。厚
木YMCA。留学生との交流、外
国の遊び体験。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。問厚
木YMCA☎223-1441。

ごちゃまぜフェス
　8月17日、10時30分～15時。ア
ミューあつぎ。窓ガラスへのお絵
描きや缶バッジ作りなどを楽し
む。入場無料。申当日直接会場へ。
問小野☎090-6444-8041。

未来につなぐ遊びと健康
（心とからだの世代間交流）
　9月18日、10～12時。厚木南公
民館。童歌遊びと自

じ

彊
きょう

術
じゅつ

の体験。
市内在住の方20人。無料。託児あ
り（10人まで。8月15日から要予約。
先着順）。申8月15日から日本わら
べうた協会・田村☎090-4123-
0010へ。先着順。 192047

県央水泳大会
　10月20日、9～16時。海老名総
合運動公園。25・50㍍（自由形・
平泳ぎ・背泳ぎ・バタフライ）、
100㍍個人メドレー・100㍍（フ
リー・メドレーリレー、合計年齢
区分あり）、200㍍（フリー・メド
レー・混合リレー）。市内在住在
勤在学の小学生以上。600円。申
往復ハガキに〒住所、氏名（ふり
がな）、性別、当日の年齢、学年、
電話番号、種目（1人2種目まで）、
エントリータイムを書き、8月31日
（必着）までに〒243-0203下荻野
1082-3市水泳協会事務局・佐々木
へ。問櫻井☎090-2432-2342。

2342超 高 齢 社 会における医 療・ 
介護・福祉を考えるシンポジウム
　10月31日、14時～16時45分。文
化会館。医師による「望ましい最
期とは」がテーマの講演や、地域
包括ケア社会の実現に向けたパネ
ルディスカッション。定員350人
（市内在住の方優先）。無料。申電
話またはハガキ、ファクス、Eメー
ルに氏名、〒住所、電話番号、申

込人数を書き、9月27日までに
〒243-0018中町1-4-1社会福祉協
議会☎225-2947・薨225-3036・
soumu@shakyo-atsugi-kanagawa.
jpへ。抽選。

講　座

i

市の文化に化学反応を起こす！
ジャズと人形芝居はよく似合うのか？
　9月1日、13時30分～16時。あつ
ぎ市民交流プラザ。1部=相模人
形芝居とジャズの共演「e

イージー

z」の公
演映像と生演奏の鑑賞。2部=出
演者と市出身の映画監督・松本貴
子さんによる伝統文化の継承に向
けた意見交換。定員80人。無料。
申当日直接会場へ。先着順。問文
化生涯学習課☎225-2508。

健康スイミング教室
■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）＝10月17日～
12月5日の木曜、14時～。Bコース

（息継ぎができない方）＝①10月
15日～12月3日の火曜、10時～②

10月17日～12月5日の木曜、15時
30分～。Cコース（息継ぎができ
る方）＝10月15日～12月3日の火
曜、14時～。ウオーキング＝10月
16日～12月4日の水曜、15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・
療育・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）＝①10月15日～12月3日の
火曜、11時30分～②10月16日～12
月4日の水曜、14時～。Fコース（介
助が必要な方）＝10月16日～12月
4日の水曜、11時～。
■障がい児健康づくり教室
　《対象》市内在住で身体障害者・
療育・精神障害者保健福祉手帳ま
たは障害児通所支援・障害福祉
サービス受給者証のいずれかの交
付を受けている18歳未満。Jコー
ス＝10月13日～12月1日の日曜、
11時30分～。
　いずれも全8回、各回60分。保
健福祉センター。無料。申9月2～
7日、9～17時に直接、保健福祉セ
ンター☎225-2968へ。抽選。事前
に参加者登録が必要。身分証明書
をお持ちください。

《「講座」は4面に続きます》
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介護予防教室
■物忘れ予防・脳いきいき教室《お
出かけプログラム》
　9月17日～11月12日の火曜（全8
回、10月22日は除く）、14～16時。
あつぎ市民交流プラザ。ウオーキ
ングを取り入れた認知症予防。市
内在住の65歳以上25人。要介護認
定を受けている方は要相談。申直
接、電話またはハガキに教室・コー
ス名、〒住所、氏名、生年月日、
電話番号を書き、8月30日（必着）
までに〒243-8511介護福祉課へ。
抽選。 申192013
■からだいきいき運動教室
　9月11・18・25日、10～12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。申当日直接会場
へ。 192014
　いずれも無料。問介護福祉課☎
225-2388。

フレイル（虚弱）チェック
　9月10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。
無料。申直接、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、8月30日（必
着）までに〒243-8511介護福祉課
☎225-2388へ。抽選。 申192015

歯と歯ぐきの健康相談
　8月29日、9時～11時30分。保健
福祉センター。歯科衛生士による
歯磨きや口の悩み相談。歯間ブラ
シやデンタルフロスをプレゼント。
無料。申当日直接会場へ。問健康
づくり課☎225-2201。 192133

健康運動指導士による
未病運動講座
　9月①9日②26日、9時30分～、10
時15分～、11時～（各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
防のための運動、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。問健康づくり課☎
225-2201。 ①192022②192023

気にするだけの毎日にサヨナ
ラ！血圧ミラクルチェンジ
　9月24日、14時～15時30分。睦
合南公民館。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30人。無
料。申8月15日から健康づくり課
☎225-2201へ。先着順。 192352

骨粗しょう症集団検診
　9月24・25日、9～16時。保健福祉
センター。骨密度測定と保健師・

管理栄養士による個別相談（30分
程度）。骨粗しょう症の治療を受
けていない市内在住で30歳以上の
女性300人。600円。申ハガキに検
診名、〒住所、氏名、生年月日、
年齢、電話番号、希望日・時間帯
（午前・午後）を書き、9月2日（消
印有効）までに〒243-8511健康づ
くり課☎225-2201へ。抽選。

救急救命講習会
■普通救命講習会Ⅲ
　9月11日、13時30分～16時30分。
消防本部。小児・乳児への心肺蘇
生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）。
申182891

◆上級救命講習会
　10月5日、9～17時。睦合分署。
心肺蘇生法や自動体外式除細動器
（AED）の取り扱い、大出血時の
止血法など。市内在住在勤在学の
中学生以上30人。 申182892
　いずれも無料。申■8月15～26
日◆9月17～25日に救急救命課☎
223-9365へ。抽選。

シニア向け講座あつぎ読書会
　9月20日、14時～15時30分。中央
図書館。小泉八雲の「耳無芳一の
話」を読んで意見交換。市内在住
の60歳以上10人。無料。申9月1日か
ら中央図書館☎223-0033へ。先着
順。申し込み時に課題作品を配布。

情報プラザのパソコン講座
■初心者向け　文書作成・表計算講座
　9月3・10・17・24日（全4回）、
13時30分～16時30分。ソフトの基
本的な操作方法などを学ぶ。2000
円。 申192305
■初心者向け　写真データ活用講座
　9月11・18日（全2回）、13時30分
～16時30分。写真のパソコンへの
取り込みや加工、アルバムの作り
方などを学ぶ。1000円。 申192306
■未経験者向け　パソコン講座
　9月13・20・27日（全3回）、9時
30分～12時30分。基本操作やイン
ターネットの使い方などを学ぶ。
1500円。 申192307

■初心者向け　表計算スキルアップ講座
　9月15・22日（全2回）、9時30分
～12時30分。表の作り方や編集方
法、計算式の使い方などを学ぶ。
1000円。 申192308
　いずれも情報プラザ。定員16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、8月25日（必着）までに〒243- 
0021岡 田3050情 報 プ ラ ザ ☎220-
2711へ。抽選。

初心者向け
インターネット安全教室
　10月5日、10～12時。あつぎ市民
交流プラザ。ネットに潜む危険か
ら身を守る方法を紹介。市内在住
在勤の18歳以上30人。無料。申直
接、電話またはハガキに〒住所、
氏名、電話番号を書き、9月17日（必
着）までに〒243-8511情報政策課
☎225-2447へ。抽選。 申192410

市立病院講演会「知って
いますか？認知症のこと」
　9月19日、14～15時。市立病院。
専門医と看護師による認知症の予
防法や種類などの講演。定員50人。
無料。申9月5日までに病院総務課
☎221-1570へ。抽選。 申192459

あつぎ観光ボランティア
ガイド養成講座
　9月5～7日、13～16時。あつぎ
市民交流プラザ他。市内の歴史探
訪やハイキング、市や市観光協会
が開催する観光行事を支援するガ
イドの養成講座。終了後にボラン
ティア活動ができる市内在住の20
歳以上20人。申8月15～31日に東丹
沢七沢観光案内所☎248-1102へ。
先着順。 192342

あつぎスポーツアカデミー
■小学生体力づくりアカデミー
　①9月22日、13時30分～②10月
26日、15時～③11月17日、13時30
分～（全3回、各回60分、雨天中止）。
湘南ベルマーレスポーツクラブの
講師を招き、かけっこやサッカー
で体力と運動能力の向上を目指

会　場 日　程 催し名

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）

9月1日 “eイーzジー”相模人形芝居の世界（人形、パネル）

9月4～10日
第7回フォトサークルＡ写真展
第13回彩の会水彩画作品展
美術・雑貨フェア（展示販売）

9月14・15日 小原流相模支部みんなの花展「花の散
歩道」

9月18～24日 第11回「写好会厚木」写真展
太田学　陶展（展示販売）

9月19～24日 アミューあつぎ〈5F〉で出逢うステキな
時間（陶器展示販売）

9月26日～10月1日 キルトde音布第3回合同作品展（タペ
ストリーなど）

9月27～29日 第7回たのしい書道・（テン）

ロードギャラリー
（厚木地下道）

8月16日～9月18日 神奈川工科大学写真部写真展
第29回野外彫刻造形展作品展（写真など）

9月20日～10月16日 人も犬猫もおなじ命（動物愛護・動物
福祉の啓発に関する展示）

問あつぎ市民交流プラザ
☎225-25109月の

大人女子のためのフィットネス・プログラム
　自分の心身を見つめ直し、キラリと輝く健康
女子を目指しましょう。
� 問健康づくり課☎225-2201

【日程】10月1・7・18・22・24・28・30日（全7回）
【内容】�講習（3回）、ラテン系エクササイズ（3回）、

ヨガ（1回）

【日程】10月29日、11月1・11・20・22・27・29日（全7回）
【内容】講習（3回）、フラダンス（3回）、ヨガ（1回）

自分を磨く特別な時間を過ごす

　厚木地区の12病院が一堂
に会して、就職相談会を開
催します。
　　　９月2９日
　　　12時30分～15時30分
　　　あつぎ市民交流プラザ
　　　�厚木地区の病院による説明会と市内3カ所の看

護学校による相談コーナー
　　　キッズスペースあり
　　　�看護職に就職したいまたは子育てや休職中で職

場復帰を考えている方
申当日直接会場へ。事前申し込み（Ｅメールに相談会
名、氏名、電話番号を書き、9月28日17時までに mi 
saki_h@sage.ocn.ne.jpへ）をした方に粗品を進呈。

会場

対象

日時

内容

問厚木地区看護部長会☎284-2121

艶やかな大人女子のためのA
ア モ ー レ

MOREコース

光り輝く大人女子のためのL
ロ ハ ス

OHASコース

　いずれも10～12時または14～16時。保健福祉センターまたはあつぎ市民交流プラザ。
市内在住で40～59歳の介護保険サービスを利用していない女性各30人（託児あり。満
1歳～小学3年生10人。9月6日までに要予約。先着順）。無料。申8月15日から健康づく
り課へ。先着順。

T
チ ー ム

EAM
キラリ★

「厚木で働く」を後押し

あつぎ地区看護職合同就職相談会

無料

無料
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す。市内在住在学の小学1～3年生
20人。各回500円。
■小学生トレーニングアカデミー
（2学期）
　9月20日～11月29日の金曜（全
11回）、18時30分～19時30分（雨
天中止）。バランス能力や瞬発力
を高めるトレーニング（9月20日、
11月22日は運動能力テスト）。市
内在住在学の小学3～6年生30人。
各回800円（体力テストは500円）。
　いずれも南毛利スポーツセン
ター。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）、学年、電話番号を書き、
8月25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。

体育協会のスポーツ教室
■初級・中級テニス教室
　9月4・6・11・13・18・20日（全6回）、
19時～20時45分。南毛利スポーツ
センター。基礎技術の講習。市内
在住在勤在学の方50人（小・中学
生を除く）。3000円。 申192179
■初級・中級卓球教室
　9月10・12・17・19・24日（全5回）、
18時30分～20時30分。南毛利ス
ポーツセンター。基礎技術の講習。
市内在住在勤在学の小学生以上40
人。2000円。 申192180
■初級・中級ジュニアテニス教室�
　9月11・13・18・20・25日（全5
回）、17時30分～18時50分。南毛
利スポーツセンター。基礎技術の
講習。市内在住在学の小・中学生
30人。2000円。 申192181
■なぎなた体験教室
　9月14日、10～12時。東町スポー
ツセンター。基礎技術の講習。市内
在住在勤在学の小学生以上20人。
無料。 申192303
■初級・中級ソフトバレーボール
教室
　9月14・21・28日（全3回）、10
～12時。南毛利スポーツセンター。
基礎技術の講習。市内在住在勤在
学の小学生以上20人。1000円。
申192182
■初心者弓道教室
　9月21・28日、10月12・19・26日、11

月9日（全6回）。9時30分～12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中
学生以上20人。3000円。 申192304
■浅井えり子さんのランニング教室
　9月16日、10～12時。荻野運動
公園。効率的な走り方やけが予防
を学び、タイム向上を目指す。市内
在住在勤在学の方30人（小・中学
生を除く）。1000円。 申192183
　いずれも申ハガキ、ファクス、
Eメールに教室名、〒住所、氏名

（ふりがな）、年齢、学年、電話番
号を書き、8月25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。

初・中級テニス教室
　9月20・27日、10月4・11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。1300円。
申往復ハガキに、〒住所、氏名、
性別、電話番号を書き、9月5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・
石川☎247-2941へ。抽選。

あつぎ介護フォーラム '19
　10月5日、14～17時。レンブラ
ントホテル厚木。「対処法を知っ
ていれば怖くない！誤

ご

嚥
えん

性肺炎予
防のために」がテーマの講演や福
祉機器の展示、介護食の試食、医
療・介護の相談コーナーなど。無
料。申当日直接会場へ。問厚木医
療福祉連絡会☎222-1259。

中途失聴・難聴者のため
のやさしい手話講座
　9月27日～11月29日の金曜（全
10回）、13時30分～15時30分。あ
つぎ市民交流プラザ。手話の基礎
を学ぶ。文字通訳あり。難聴者や
その家族20人。500円（テキスト
代）。申Eメールに氏名を書き、9月
13日までに飯嶋☎・薨224-0280・
ymk.23rk＠gmail.comへ。先着順。

東京工芸大学公開講座
　9月21日、10月5・19日、11月9・30
日。①13時30分～②14時40分～（各
回60分、初日は①のみ）。東京工

芸大学厚木キャンパス。化学と材
料がテーマの講座。各回200人。無
料。申9月6日12時までに大学HPか
ら申し込み。抽選。問東京工芸大
学☎242-9503。

子育て
中央図書館の催し
■ブックスタート
　①8月21日、10時30分～11時30
分＝あつぎ市民交流プラザ②9月4
日、11時30分～12時＝保健福祉セ
ンター③9月11日、14～15時＝保
健福祉センター④9月15日、10時
30分～11時30分＝中央図書館。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。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。
■おひざにだっこのおはなし会
　9月11・12日、①10時30分～②11

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。
■こどもえいがかい
　8月21日、①11時～11時25分＝
「ころわんとしろいくも」「ねこざ
かな」他②14時～14時55分＝「お
じゃる丸スペシャル　銀河がマロ
を呼んでいる」。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。
■おはなし会
　9月1・7・8・14・15・21・22・28・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。
　いずれも無料。申当日直接会場
へ。問中央図書館☎223-0033。

お腹の赤ちゃんに届け！音のハー
モニー・妊娠期から紡ぐ家族の絆
　9月7日、10時～11時30分。保健福
祉センター。音を使って胎児とコ
ミュニケーションを取る方法の講
義など。市内在住で2人目以降の
子どもを妊娠し、医師からの運動
許可がある方とパートナー15組。
託児あり。無料。申8月15日から健
康づくり課☎225-2929へ。先着順。

日にち　９月８日
（雨天の場合は屋内競技のみ）

　15地区の代表選手が優勝を
目指して競います。

総合開会式　８時30分～
　　　　　　荻野運動公園

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。9月

３・1７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

4・18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

5・1９日 長谷公園
毛利台児童館

14：30～15：10
15：30～16：00

６・20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

10・24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

11・25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 

12・2６日 山際公園
西ノ久保公園

14：00～14：45
15：20～16：00

1３・2７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

2日 荻野 1３日 鳶尾・上荻野

３日 中依知・王子 1７日 荻野新宿

4日 上依知・妻田 18日 下古沢・温水恩名

5日 森の里・戸室・厚木ガスリセ 1９日 愛甲原・上落合

６日 古松台・愛名老人憩の家 20日 妻田東・七沢

９日 中戸田 24日 毛利台・吾妻町

10日 三田 25日 下川入・上戸田

11日 宮の里 2６日 山際・緑ケ丘・金田

12日 飯山中部・及川 2７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。

子育てサロン移動

問子育て支援センター☎225-2922 1９2３３8
9月

市民体育祭
選手に声援を送ろう

問生活環境課☎225-2７50

　ボランティア団体による犬猫の譲
渡会やパネル展を開催します。
【日時】８月22日　11～16時
【会場】あつぎ市民交流プラザ
【内容】飼い主のいない犬猫の譲渡会
（写真展示）、団体の活動紹介など
申当日直接会場へ。

つなげよう命
犬猫保護活動パネル展

入場
無料

問スポーツ推進課☎225-25３1

開始時間 会　場 種　目

9時30分～ 荻野運動公園
ソフトバレーボール

卓球
ターゲット・バードゴルフ

10時～
南毛利スポーツセンター

グラウンド・ゴルフ
バドミントン

及川球技場・飯山グラウンド ソフトボール（男子）
金田ゲートボール場 ゲートボール

《「子育て」は6面に続きます》
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 Ｎ
ニュージーランド

Ｚ 代表を厚木全体で応援
　７月に厚木市にキャンプに来ていた、女
子バスケットボールＮＺ代表選手を歓迎
するパーティーをリポートしました。
　この日は東京での練習試合を終えたば
かりとのことでしたが、疲れも見せずリ
ラックスした表情で、貫禄を感じました。
会場では選手の皆さんが市内の子どもた

ちと笑顔で話したり、写真撮影したりす
る姿が見られ、ほほ笑ましかったです。
　それにしても皆さん背が高い！身長16７
㌢で普段女性を見上げることがあまりない
私にとってはすごく新鮮でした。
　インタビューでは「厚木は自然があっ
て人も温かい」「もっと観光もしてみた
い」と、厚木を大変気に入ってくださっ
ている様子。「来年の五輪では厚木に戻っ
て来たい」との意気込みも聞くことがで
きました。友
好的で明るい
選手の皆さん
を、これから
も応援してい
きたいです。

市民リポーター
森田　恵子さん（48・戸室）

市民リポーターが

活動を紹介

五輪への意気込みをインタビュー

親子ふれあい遊び
■2歳児
　9月6日、①10時～②11時～。市
内在住の2歳児と保護者各回15組。
■7カ月から歩き始めの子ども
　9月20日、③10時～④11時～。市内
在住の生後７カ月～歩き始めの子ども
と保護者各回15組（既受講者を除く）。
■１歳児
　9月30日、⑤10時～⑥11時～。
市内在住の歩行可能な1歳児と保
護者各回15組。
　いずれも各回40分。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。申①②8月30日、
9月③④13日⑤⑥21日までに子育
て支援センター☎225-2922へ。抽
選。 申①192335②192337③192327	
④192328⑤192333⑥192334

ベビーマッサージ
　9月 ①13日 ②2７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①8月
21日～9月6日②9月11～20日に子
育て支援センター☎225-2922へ。
抽選。 申①192325②192326

募　集
市民ふれあいマーケット
の出店者を募集

　《日時》9月22日、9時～13時30
分（雨天中止）《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18歳
以上130人（高校生は不可）《出店
料》500円。申往復ハガキに〒住所、
参加者全員の氏名、電話番号、販
売品目、自動車使用の有無（1店
舗1台）、ナンバー、返信先を書き、
8月30日（ 消 印 有 効 ） ま で に
〒243-8511環境政策課☎225-2７49
へ。抽選。1団体1応募まで。

緑を豊かにする審議会委員を募集
　市の自然環境を調査・審議する
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3人《任期》12月1日～（2
年間）《報酬》日額７800円（交通

費含む）。申公園緑地課や市HPな
どにある申込書を、直接または郵
送、Ｅメールで9月14日（消印有効）
までに〒243-8511公園緑地課☎
225-2412・ 4800@city.atsugi.
kanagawa.jpへ。書類選考あり。

地域包括支援センター運営
協議会委員を募集

　地域包括支援センターの適正な
運営を協議する委員を募集します。
　《対象》①市内在住で応募日現
在18歳以上②平日昼間の会議（4
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
人以内《任期》11月～（2年間）《報
酬》日額７800円（交通費含む）。
申介護福祉課や市HPにある申込
書を、直接または郵送で9月13日

（必着）までに〒243-8511介護福
祉課☎225-2220へ。書類選考あり。

市立病院職員を募集
■市立病院看護補助者（臨時職員）
　《対象》健康な方《勤務時間》
①７時～②9時30分～③11時15分～

（各8時間45分・休憩時間1時間を
含む）。週5日勤務のシフト・ロー
テーション制（土・日曜、祝日を
含む）《内容》病棟内の環境整備
や患者の搬送など《給与》月額16

万3000円～。
■市立病院看護師（非常勤）
　《対象》健康な60歳以下《勤務
時間》8時30分～1７時（月15日程度）
《内容》外来での看護業務《給与》
月額16万5500円～20万3600円。
　いずれも申8月31日までに病院
総務課☎221-1570へ。面接あり。

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18歳以上《勤務先》
市内の児童館《内容》児童館を利
用する子どもの指導・育成・施設
管理など《期間》10月1日～2020
年3月31日（更新可）《勤務時間》
月15日程度で、開館時間（10～1７
時）のうち平均4時間程度（通常1
人勤務のシフト・ローテーション
制）《給与》時給1016円（土・日曜、
祝日は13７2円）。申履歴書を、直
接または郵送で8月29日（必着）
までに〒243-0018中町1-1-3青少
年 課 ☎225-2581へ。9月12日、 午
前に面接あり。

市職員を募集
　《職種》事務①上級②初級（い
ずれも障がいのある方）《人数》
①②若干名《対象》①1984年4月2
日～98年4月1日に生まれた方②84
年4月2日～2002年4月1日に生まれ
た方《一次試験》10月20日。申市
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、直接または郵送で8月30日（消
印有効）までに〒243-8511職員課
へ（市HPからも申し込み可）。問
職員課☎225-20７0。

体育協会の臨時職員を募集
　《対象》健康な18～60歳若干名
《勤務場所》南毛利スポーツセン
ター他《期間》10月1日～2020年 
3月31日（更新可）《勤務時間》月
20日程度で①8時30分～15時②15
時～21時30分③1７時～21時30分の
交代勤務《内容》スポーツ施設の
管理・運営など《給与》時給1016
円～。申履歴書を9月6日までに
〒243-0039温水西1-2７-1南毛利ス
ポーツセンター☎24７-７212へ。 
9月中旬に面接あり。

　アーティストの付き添いや会場運営をする
スタッフと、ピエロの仮装をしてチラシを配
布するキッズピエロを募集します。

にぎわい爆発！あつぎ国際大道芸

ボランティア募集

申電話またはファクス、Ｅメールに〒住所、氏名（フリガナ）、
電話番号、生年月日、②は保護者氏名、学校名、学年、希望日
（両日参加できる方優先）を書き、９月27日までに商業にぎわい
課薨223-7875・ 3800@city.atsugi.kanagawa.jpへ。抽選。

問商業にぎわい課☎225-2834

❶ボランティアスタッフ
【日時】11月９・10日 ９～17時
【内容】 アーティストの付き添い、会場運営補助、  

インフォメーションスタッフ、フェースペイントなど  
※選択できません

【対象】高校生以上60人程度
❷キッズピエロ
【日時】11月９・10日 10～14時
【内容】ピエロの仮装でチラシ配り
【対象】市内在住の小学生50人程度

一緒にイベントを
盛り上げよう！

問議会総務課☎225-2700

本会議予定日（原則９時から）
　 9月2日	 　議案等質疑
　　　6・9・10日	　一般質問
　10月7日	 　委員長報告･討論･採決
常任委員会・分科会予定日（原則９時から）
　 9月2日・10月4日	　予算決算
　 9月13・24日　総務企画　17・25日　市民福祉
　　 18・26日　環境教育　19・27日　都市経済
広報広聴特別委員会
　10月7日	（本会議などの終了後）

市議会
第４回会議
（９月定例会議）
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お知らせ
国外への転出時は国民年金
の手続きを忘れずに
　国民年金加入中の方（第1号被
保険者）が国外へ転出するときは、
喪失手続きが必要です。喪失後は、
任意で国民年金に加入できます。
問国保年金課☎225-2121。

国民年金保険料の納付は
口座振替で
　納付は、納め忘れがなく割引が
ある口座振替が便利です。現金納
付より割引額が大きい「早割制度」
「6カ月・1年・2年前納」がありま
す。申納付書と年金手帳、通帳、
金融機関届出印を持ち、厚木年金
事務所または金融機関へ。10月分
からの6カ月前納の申し込みは、8
月30日まで。問厚木年金事務所☎
223-7171。

厚木青少年音楽コンクール
の入賞者が決定
　ピアノ、バイオリン、声楽、その
他のコンクールを開催しました。
　《市長賞》原田怜（大和市立渋谷
中学校2年）《教育長賞》黒井真帆
（県立伊志田高校2年）、早川沙希（海
老名市立大谷小学校6年）。その他
の入賞者は、市HPに掲載（敬称略）。
問文化生涯学習課☎225-2508。

「子どもの人権110番」強化週間
　8月29日～9月4日は、全国一斉
「子どもの人権110番」強化週間で
す。人権擁護委員や法務局職員が
学校でのいじめや家庭内の児童虐
待などの相談を受け付けます。
　《日時》8月29日～9月4日、8時
30分～19時（土・日曜は10～17時）

《相談専用ダイヤル》☎0120-007-
110《費用》無料。問横浜地方法
務局人権擁護課☎045-641-7926。

屋上緑化整備の費用を一部補助
　都市空間の緑化を進め、生活環
境の向上やヒートアイランド現象

の緩和、大気汚染の低減などを進
めるため、屋上緑化整備の費用を
一部補助します。着工前に申請し
てください。
　《対象区域》市内全域《補助要件》
建築物の屋上などを3平方㍍以上
緑化《補助金額》①1平方㍍当た
り2万5000円②対象経費の2分の1
③1件当たりの限度額50万円―の
いずれか少ない金額。問公園緑地
課☎225-2412。

フードバンクに協力を
　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》9月18日、10～15時《会
場》あつぎ市民交流プラザ《対象
食品》賞味期限まで2カ月以上、
常温保存可能、未開封。申当日直
接会場へ。問H

はーとみいよ

eart34☎220-5088
（10～16時）。

献血のお知らせ
　9月21日、①10～12時②13時30
分～16時30分。本厚木駅北口。本
厚木献血ルームでは、毎日9時40
分～17時30分に受け付け（年末年
始を除く）。献血内容で受け付け
時間が異なります。問県赤十字血
液センター☎228-9907。

オストメイト健康相談会
　9月8日、13時30分～16時30分。
町田市民ホール。皮膚・排せつケ
ア特定認定看護師の講演、個別相
談、装具の展示など。人工肛門・
ぼうこう保有者とその家族・関係
者など70人。無料。申当日直接会
場へ。問日本オストミー協会神奈
川支部・牛尾☎080-8728-6661。

県宅建協会の専門家による
合同相談会
　9月7日、10～16時。県宅建協会県
央支部。専門家による法律や税金、
不動産取引などの相談（要予約）。
無料。問県宅建協会☎224-6561。

忘れていませんか？相続登記
　相続した不動産は、登記が必要
です。手続きをしないと、所有者
不明の土地や空き家の発生、公共

事業の整備などの支障につながり
ます。登記の状況を確認しましょ
う。問横浜地方法務局厚木支局☎
224-3163。

8月は電気使用安全月間です
　電気は正しく安全に利用しま
しょう。問環境政策課☎225-2749。

屋根の上での作業中の踏み
抜き事故にご注意
　梅雨時から台風シーズンの秋に
かけて、屋根の上での作業中に屋
根を踏み抜き落下する死亡事故が
発生しています。特にスレート屋
根での事故が増加しています。作
業中の安全確保を徹底しましょう。�
問厚木労働基準監督署☎401-1960。

金融犯罪による詐欺にご注意
　投資勧誘、電子マネーの悪用、
キャッシュカードを預かり現金を
引き出す詐欺など、金融犯罪の被
害が多発しています。「必ず儲かる」�

「キャッシュカードを取りに行く」な
どの言葉に注意しましょう。不信に
思ったら一人で行動せずに警察に
相談しましょう。問財務省横浜財
務事務所理財課☎045-285-0981。
【訂正】広報あつぎ8月1日号の8面
に掲載した「自然歳時記」のウグ
イスの分類は、ウグイス科でした。
おわびして訂正します。

◆フラダンス・タヒチアダンス体
験会　あつぎ市民交流プラザ＝8月
①20日、15時30分～②22日、13時
30分～③15時30分～④9月15日、
13時30分～。南毛利公民館＝⑤8月
27日、15時～⑥9月14日、19時～（各
回1時間）。3歳以上の女性各回20
人。子ども連れ可。無料。申四辻
☎090-1465-1910へ。先着順。
◆市シニア将棋倶楽部　火・土曜、
9～17時。老人福祉センター寿荘。
60歳以上。年会費2000円。問石本
☎229-8102。

◆昭和大衆演芸バラエティーショー
　9月16日、11時30分～17時。文
化会館。昭和歌謡曲や日本舞踊な
どの演奏に合わせて歌う。定員
300人。無料。申当日直接会場へ。
先着順。問馬場☎090-2452-3166。
◆厚木スクエアダンスクラブ　9
月3日～12月17日の火曜（全16回）、
18時15分～20時15分。あつぎ市民
交流プラザ。スクエアダンスの基
礎を学ぶ。初心者歓迎。月会費
1000円。問磯崎☎090-1050-4331。
◆フラサークルM

マ ヒ ナ

ahina L
レ イ ズ

eis　
月曜、19時15分～21時。睦合西公
民館。フラダンスを楽しむ。入会
金500円、月会費3000円。無料体
験あり。問飯野☎080-3247-8600。

◆あつぎ市民発電所　8月31日、
14時～16時30分。文化会館。ソー
ラーシェアリングの講演。定員
120人。無料。申当日直接会場へ。
先着順。問遠藤☎080-1010-4759。
◆厚木ラグビースクール　日曜、
9～12時（8月は8～11時）。戸沢橋ス
ポーツ広場。年齢に合ったラグビー
を楽しむ。年会費①2400円（3歳～小
学2年）②1万1000円（小学3年～中学
生）③父母会費4000円。問後藤☎
080-7464-0510。
◆ボクシング＆エクササイズ教室
　月曜（祝日は除く）、19～21時。
金田自治会館。ボクシングの基礎
を学ぶ。定員20人。1回500円（保険
料など）。問安齋☎090-8012-0095。

伝言板

日時　10月24～27日（3泊4日）
費用　�9万5000円� �

（航空券・宿泊・保険代他）
内容　�揚州市内の見学や記念式典など
対象　市内在住の20歳以上10人

申ハガキ、ファクスに氏名（フ
リガナ）、〒住所、年齢、性別、
電話番号を書き、9月6日（必
着）までに〒243-8511企画政
策課薨225-3732へ。抽選。

問企画政策課☎225-2451

　10月に友好都市締結35周年を迎える揚州市を訪問し、
記念式典に出席しませんか。

友好都市35周年記念　中国揚州市訪問団

揚州の景勝地、痩
そう

西
せい

湖
こ

の五亭橋

参加者
募集

　図面や築年
数を参考に、
住宅の耐震性
能を診断しま
す。まずは気
軽に相談して
ください。
日時　�8月30日～9月5日� �

9～16時（土・日曜は除く）
場所　建築指導課
対象　�1981年以前に完成した在来

軸組工法の木造住宅に住ん
でいる方。家の平面図や間
取り図が必要

申相談希望日の前日までに、建築
指導課☎225-2434へ。

木造住宅耐震診断 無料相談会
8月30日～9月5日は建築物防災週間

　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。
問あつぎのえいがかん kiki☎240-0600

新作 �ホット・サマー・� �
ナイツ（PG12）� �
8月16日～

ビル・エヴァンス　タイム・� �
リメンバード� 8月17～30日

新作 チア男子‼ 8月23日まで

新作 �旅の終わり世界のはじまり� �8月24日～

新作 �さよなら、退屈なレオニー� �8月24日～

新作 �ゴジラ　� �
キング・オブ・� �
モンスターズ� �
9月6日まで

Ⓒ2017 IMPERATIVE 
DISTRIBUTION, LLC. All 
rights reserved.

Ⓒ2019 Legendary and Warner 
Bros. Pictures. All Rights Reserved
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児童虐待 月～金曜、９～17時 家庭相談課
☎221-0181

7階
市
役
所
第
２
庁
舎

Ｄ Ｖ
（女性専用） 月～金曜、９～17時 家庭相談課

☎221-0182

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

相談室
☎221-0123女性法律 毎月第3金曜、13～16時 要予約

※8月は30日に実施

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

青少年教育相談センター
☎221-8080 6階

ボランティア 毎月第3金曜、13～16時 市民協働推進課
☎225-2141 3階

生 活 困 窮
からの自立 月～金曜、９～17時 福祉総務課

☎225-28９5 1階

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

社会福祉協議会
☎225-2９47 5階

保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

生活習慣病
予 防

９月17・27日、９時～11時30分 要予約
９月12日、13時15分～15時45分 要予約

健康づくり課
☎225-2201

3階

自殺予防
９月12日、９～12時 要予約
９月30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」 2階

健 康 月～金曜、8時30分～17時15分

子 育 て 毎日、8時30分～17時15分 子育て支援センター
☎225-2９22 8階 あ

つ
ぎ
市
民
交
流
プ
ラ
ザ

（
ア
ミ
ュ
ー
あ
つ
ぎ
）

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の就労

若者サポートステーション
☎2９7-3067 7階

勤労者のための
法律相談（夜間）

8月23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 産業振興課

☎225-2585 5階
働く人の
心の悩み 8月28日、18時～20時50分 要予約

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
健康相談 月～金曜、９～17時 厚木歯科医師会

☎221-8733

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

各地区の地域包括支援センター
（介護福祉課

☎225-2220に確認）

●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
介 護

月～金曜（水曜除く）、９～17時
高齢者の生活・介護全般

介護福祉課
☎225-2220

2階

市
役
所
本
庁
舎

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

税 務 毎月第1・3月曜、13～16時

市民協働推進課
☎225-2100
（人権相談は
☎225-2215）

総
合
相
談
コ
ー
ナ
ー（
１
階
）

登 記 8月1９日、９月９日、13～16時

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）

司 法 書
士 法 律

8月26日、９月９日、13～16時
要予約（前週から受け付け。先着6人）

交通事故 毎月第2～4金曜、13～16時
行 政 ９月12日、13～16時

外 国 人 毎週木曜、13～16時
ポルトガル語・スペイン語・英語

不 動 産 ９月5日、13～16時
公 証 人 毎月第1・3金曜、13～15時
行政書士 ９月2日、13～16時
人 権 毎月第1～4水曜、13～16時
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

都市計画課
☎225-2401

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

住宅課
☎225-2330

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。

厚木保健
福祉事務所
☎224-1111

厚木保健
福祉事務所

専 門 的
栄養相談

９月12・26日、９時30分～16時 要予約
難病の方などの食事

療育歯科
相 談

９月4・17日、９～11時、13時30分～15時 要予約
病気や障がい、発達の遅れなどがある3歳
未満児 

エイズ・梅毒の
検査・相談

９月12・26日、13時10分～15時 要予約
相談は匿名で随時

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

センター
☎2９4-5800

厚木商工
会議所
（4階）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

相談

ああ つつ ぎぎ びび とと

　バイク好きが集うカフェを妻と開き、３年に
なります。築250年の古民家を住居兼店舗用に
改装して開業しました。
　学生の頃からバイクが大好きで、ツーリング
によく出掛けていました。40歳の時に憧れだっ
たアメリカ製のバイクを手に入れ、より一層バ
イク愛が加速。日本料理の板前として働いてい
た腕を生かし、いつしか店内をバイク一色で染
めたカフェを開くことを夢見ていました。
　そんな時に出会ったのが、同じくバイク好き
の妻です。お菓子作りが好きな妻も同じ夢を抱
いていたことを知り、二人で夢への一歩を踏み
出そうと決めました。
　店では、手打ちしたそばや地場産の食材を

使った和食、スイーツなどを提供しています。
店内には二人の愛車と、こつこつ集めたバイク
関係の小物を並べ、思わず写真を撮りたくなる
ような空間を目指しています。古民家ならでは
の内装を残しているのもこだわりの一つ。「レ
トロな雰囲気」と口コミが広がり、ライダー以
外でもママ友同士や近所の方も多く来店してく
れるようになりまし
た。お客さまとの会
話を大切にし、「ま
た来たい」と思って
もらえるような憩い
の場所で在り続けた
いです。 誰でも居心地よく過ごせる店に

夫婦の夢を詰め込んだカフェを憩いの場に
ライダーズカフェ店主

大森 克次さん（54・上荻野）・陽子さん（45）

無
料 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

あつぎ健康相談ダイヤル２４ 0120-31-4156
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

さわやか1番 よ　　い　 ここ　 ろ

「いつでも愛車に触れていたい」と店内に飾られたバイ
クにまたがる大森さん夫婦


