
「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。

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
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

毎週金曜、9～16時  要予約 
特定開発事業に関する紛争など

就職支援 10月 10日、18時～20時 50分  要予約 
適職把握、履歴書作成、面接指導など

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

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 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

女性法律 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

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 10人）

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

10月 22日、13～16時
 要予約 （前週から受け付け。先着 6人）

自殺予防
10月 4日､13～16時  要予約 
10月 15日､9～12時  要予約 
臨床心理士による「いのちのサポート相談」

健 康
10月1日､13時～15時 30分（保健師） 要予約 
10月16日､9時～11時 30分（管理栄養士） 要予約 
10月25日､13時～15時 30分（保健師） 要予約 
未病センターでの個別相談

生活習慣病
予 防

10月 5日､9時～11時 30分  要予約 
10月 18・24日､13時 15分～15時 45分  要予約 

介護福祉課
☎225-2220

市民協働推進課
☎225-2100
（人権相談は
☎225-2215）

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

健康づくり課
☎225-2201

厚木商工
会議所
（4階）

2階ひ と り 親
家 庭 等

月～金曜、8時 30分～17時
ひとり親家庭等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

毎月第 1・3月曜、13～16時税 務
10月 15日、13～16時登 記

毎月第 2～4金曜、13～16時交通事故

第 1～4水曜、13～16時 10月は公民館で実施人 権

毎月第 2・4木曜、13～16時
10月は公民館で実施行 政

毎月第1木曜、13～16時不 動 産
毎月第 1・3金曜、13～15時公 証 人
毎月第1月曜、13～16時行政書士

総
合
相
談
コ
ー
ナ
ー（
１
階
）

市
役
所
本
庁
舎

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

勤労者のための
法律相談（夜間）

9月 28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 9月 26日、18時～20時 50分  要予約 

子 育 て 毎日、8時 30分～17時 15分

産業振興課
☎225-2585

歯と口の
健康相談 月～金曜、9～17時 厚木歯科医師会

☎221-8733

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

5階

8階

7階
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
☎221-0182

女性のための
相談室

☎221-0123

消費生活
センター
☎294-5800

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

社会福祉協議会
☎225-2947

7階

6階

3階

生活困窮
からの自立 月～金曜、9～17時 福祉総務課

☎225-2895 2階

5階

3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

D V
（女性専用）

市
役
所
第
2
庁
舎

保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

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、認知症の相談。 要予約 日時はお問い合わせください。

専 門 的
栄養相談

療育歯科
相 談

10月 10・23日、9～11時、13時 30分～15時 30
分。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

10月 11・25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
☎224-1111

10月 9・23日、9時 30分～16時。病気の方など
の食事に関する相談｡ 要予約

無
料

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

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

　いずれも定員は40人。費用500円（資料・保険代）。あ①9月15～26日②9月15日～10月4日③10月2～15日に
東丹沢七沢観光案内所☎248‐1102へ。先着順。 あ①182408 ②182392 ③182409

あ つ ぎ び と

今年の芝居では、妻田薬師にまつわるさまざまな言い
伝えを面白おかしく紹介

活気ある地域を目指して
妻田薬師大衆演劇・音響担当

中村 善成さん（54・妻田西）
　10月12日に妻田薬師の縁日で、地域住民によ
る大衆演劇を上演します。今は週に１回の稽古
をする傍ら、私は舞台の装置や小道具などのセ
ットを制作し、準備を進めています。
　普段は金物店の店主として地元で商売をし
ているので、お世話になっているまちのため
に、地域で活動する市民団体で催しの企画など
をしています。昨年、60年ぶりに大衆演劇が復
活する際、薬師保存会の方から一緒にやらない
かと声を掛けられ、「地域を盛り上げる手伝い
ができるなら」と、迷わず参加を決めました。
　かつて、地域の縁日で披露される大衆演劇は
住民たちの楽しみの一つで、大切な交流の場に
もなっていたそうです。「住民が気兼ねなく楽

しみながら交流できる場所をもう一度つくり、
地域を活気づけたい」という志が同じ皆さんと
一緒に、見た人に地域の魅力が伝わるような舞
台ができればと思います。
　当日は、演者が気持ちよく演じ、来場者が心
の底から楽しめるよう、音響担当として舞台を
サポートしま
す。劇を通じて、
子どもたちに地
域の伝統やつな
がりの大切さ、
愛着などを感じ
てもらえたらう
れしいです。 昨年は90分にわたる物語を披露

観光ガイドと
厚木の歴史探訪

あつぎ観光ボランティアガイド協会主催

問観光振興課☎225-2820

《日時》10月3日
 9時30分～12時30分
《場所》七沢神社～七沢城址～
 観音寺など

《日時》10月17日
 9時～14時30分
《場所》大山阿夫利神社～こま参
 道～二重滝など

《日時》10月24日
 9時30分～12時30分
《場所》金田神社～妙純寺～巡
 礼道など

❶七沢城と七沢の里
　　　～歴史を訪ねて～

❷江戸庶民の大山詣で
　　～歴史ハイキング～

❸依知の日蓮上人
　　　～旧跡をたどる～

　お出掛けにぴったりの季節がやって来まし
た。観光ガイドの詳しい解説を聞きながら、
厚木の名所を巡りませんか。

ガイドの
おすすめ

　戦国時代の歴史を感じら
れる七沢城跡地など、小林多
喜二らが愛した七沢温泉郷

が歴史心をくすぐります。

　国の重要文化財にも指定
される不動明王を祭る大山
寺は圧巻。昭和の雰囲気漂う

こま参道も見どころの一つ。

　鎌倉時代に日蓮上人が滞
在したという伝承がある妙純
寺などを訪問。依知地域に残

る寺社や石造などをたどります。

ガイドの
おすすめ

ガイドの
おすすめ

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

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
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（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　　あ =市ホームページ
=

ネット▶
アプリ▶

ネットは多言語にも対応
マイ広報あつぎ 検索

広報あつぎをデジタルで

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

道路や公園道具の損傷、不法投
棄などに対応。

市民情報
提供システムスマ報

８ 2018（平成30）年9月15日

学生以下50円）。あ当日9時から観
覧券を販売。先着順。あ172095
　いずれも会場は子ども科学館☎
221-4152。

青春劇場
　10月6日、15～16時。唄う！青
春劇場カラオケ大会（ゲスト・椿
はる奈）。10月27日、11時～12時
30分。あつぎ青春劇場落語会（出
演・柳家小太郎）。
　いずれも会場はアミューあつ
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。

市民ふれあいマーケット
　9月23日、9時～13時30分（雨天
中止）。厚木中央公園。日用雑貨
や衣料品などを130店舗が販売。
環境政策課☎225-2749。

夕焼け市
　10月3・10・17・24・31日、16
～17時。荻野運動公園。市内産の
安心・安全な農産物や加工品など
を販売。31日は「ありがとうフェ
ア」を開催。 農業政策課☎225-
2801。
《「催し」は2面に続きます》

アミューあつぎ
ハンドメイド＆クラフトマルシェ
　9月22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。

神奈川工科大学
厚木市子ども科学館の催し
■プラネタリウムライブ投影
　9月24日、13時30分～14時10分。
「今夜の星空とお月様のお話」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。先着
順。あ182401
■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21日、13～14時。子どもと
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）。あ9月23日（年間パス
ポートを持つ方は22日）9時から

電話で受け付け。先着順。あ182403
■土曜科学実験室「手作りマイク
とスピーカー」
　10月27日、13時15分～15時15分。
マイクとスピーカーの原理を学ぶ
実験と工作。小学生以上30人（付
き添いの方も要予約）。無料。あ10
月6日（市外の方は7日）9時から電
話で受け付け。先着順。あ182459
■ミニ工作教室「ガリガリプロペラ」
　10月14日、①13時15分～②13時
45分～。軸をこするとプロペラが
回るおもちゃを作る。定員35人。
無料。あ当日13時5分から整理券
を配布。先着順。あ182460
■おもしろ実験「波と振動」
　10月14日、13時15分～14時15分。
揺れを起こす装置で波や振動の伝
わり方を調べる。定員70人。無料。
あ当日直接会場へ。あ182402
■天体観望会
　10月20日、17時30分～19時30分。
秋の星座を天体望遠鏡で観察。定
員90人。無料。あ9月22日（市外
の方は23日）9時から電話で受け
付け。先着順。あ182458
■昼

ひ る ね

寝タリウム
　毎週水曜、12時15分～12時45分。
満天の星空の下、プラネタリウム
を楽しむ。定員90人。200円（中

催 し

講 座

子育て

募 集

お知らせ



コスト削減
と働き方の
革新を目指す
Boo～!!

問行政経営課☎225-2160

問文化生涯学習課☎225-2508

　市では、紙の資料に代わる電子ペーパー端末機を10月に導
入します。事務を効率・迅速化し、紙やインクなどの印刷コス
トを削減します。 　総勢約190人で構成する「

あつぎ市民合唱団」がベート
ーベンの「交響曲第９番ニ短
調作品125合唱付」に挑戦し
ます。合唱団の約半年にわた
る練習の成果
と、厚木交響
楽団による管
弦楽との迫力
あるステージ
をお楽しみく
ださい。

県内初の
取り組み電子ペーパー端末機を導入

　空き家を売りたい、自宅をリフォ
ームしたいなどの、さまざまな相談
に応えるイベントを開催します。

❶空き家セミナー
　第1部　14時～14時30分
　「放っておけない空き家の話」
　第2部　14時30分～16時
　「空き家の片付け方」

❷空き家の相談会
　弁護士や司法書士、宅地建物取引士、土地家屋調
査士などによる相談会（1回30分）

❸「まち協住まいの相談室」出張相談会
　ファイナンシャルプランナーなどによるリフォーム
や住まい探しなどに関する相談会（1回1時間）

　健康づくりに参加してポイントを貯めると
抽選で特典が当たる「あゆコロちゃんＧＥＮＫ
Ｉポイント」の、第１回締め切りが迫っていま
す。忘れずに応募してください。

空き家セミナー＆住まいや空き家の相談会
家の将来を考えよう

指揮＝柴田真郁　合唱＝あつぎ市民合唱団
管弦楽＝厚木交響楽団
ＳＳ席1300円、Ｓ席1000円、Ａ席700円、
小学生500円

あ住宅課、公民館などにある申込書（あ
からダウンロード可）を9月15日から❶❷
ファクスまたはＥメールで住宅課あ224－
0621・あ5550@city.atsugi.kanagawa.jp
❸電話またはファクスで（公社）かながわ
住まいまちづくり協会☎045－664－6896・
あ045－664－9359へ。先着順。

あポイントを貯めたカードを9月30日（必着）ま
でに公共施設などにある専用の応募箱に投函
または郵送で〒243-8511健康長寿推進課へ。

問住宅課☎225-2330問健康長寿推進課☎225-2174

《見込まれる効果》
・紙・印刷・資料保存・廃棄コスト
 の削減
・職員の紙資料印刷、資料組み、
 配布などの作業時間の削減
→ 年間約200万円（※）の
　コストを削減が可能

《電子ペーパーの端末機》
電子ペーパー
は、紙のような
質感とノートの
ような軽さを併
せ持つ薄型の
端末機です。専
用のペンでパ

ネルにメモを書き込めるなど、紙
と変わらない運用が可能です。

ベートーベン「第九」合唱付
あつぎ市民芸術文化祭「市民芸術祭」 日時 12月16日㈰　14時開演

会場 文化会館 大ホール

販売開始

チケット
9月20日 出　演

指定席

10月22日13 ～17時【日時】

入場
無料

あつぎ市民交流プラザ【場所】

締め切り
迫る

あゆコロちゃん
ＧＥＮＫＩポイント

ゲ　　ン　　キ

実家片づけアドバイザー®
渡部亜矢さん

端末機の導入でペーパーレス会議が実現※想定の会議回数約100回

市内や友好都市の物産も当たる

問文化生涯学習課☎225-2508

　市民の皆さんが音楽や踊り、制作した芸術作品を
発表する文化の祭典です。会場に足を運んで、文
化・芸術の秋を感じてみませんか。あつぎ市民芸術文化祭

文化会館開館40周年記念事業 市民文化祭

「厚木愛甲地区
中学校文化
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注釈があるもの以外は、当日直接会場へ。時間など詳しくは 厚木市　市民文化祭 検索

※①外国人の方
と料理を作って
交流｡小学生以上
50人｡500円(小学
生300円)｡あ電話
で厚木ユネスコ
協 会 ・ 石 井 ☎
080-9296-2284へ｡

※②伝統芸能を体験できる
ワークショップ。各回20人
。あ10月18日までに電話で
文化生涯学習課へ。

※③9時30分に本
厚木駅北口集合。
依知地区の文化財
などを見学。無料
（交通費は実費）。
あ当日直接集合場
所へ。

①市文化会館チケット予約センター☎224－9999（窓口9～18時、電話10～18時。火曜、
祝日の翌日は休館）②山野楽器☎230－2666（10時～20時30分。ミロード休館日を除く）
③有隣堂厚木店☎223－4111（10～21時。日曜、祝日は20時30分まで）④厚木楽器☎
222－1019（10時～18時30分。水曜は定休）⑤市観光協会☎240－1220（10～17時。
土・日曜、祝日は定休）⑥アミューあつぎ映画.comシネマ☎206－4541（9～22時）

チケット販売（②～⑥は窓口のみ）

第56回

ま い く

無料託児サービスあり
1歳～小学3年生10人。あ9月20
日～11月21日に文化生涯学習課
へ。先着順。

定員 50人

定員 28組

定員 10組

２ ３2018（平成30）年9月15日

厚木市民朝市
　毎週日曜、5時30分～7時（10月
からは6～7時）。文化会館駐車場。
市内産の農産物や加工品などを販
売。 農業政策課☎225-2801。

インターナショナルティーサロン
　10月14日、14～16時。あつぎ市
民交流プラザ。日本語教室を受講
している外国籍市民による日本語
でのスピーチや交流など。日本語
での会話も可。200円（小学生以
下無料）。あ当日直接会場へ。 市
民協働推進課☎225-2215。あ182411

森林セラピー®体験と温泉
　《七沢》10月10日、9時30分～15
時30分。鐘

か ね が た け

ケ嶽ハイキングコース
を歩き、七沢温泉（中屋旅館）を

楽しむ。ああ182418《飯山》10月
18日、9時30分～15時。飯山白山
森林公園を歩き、飯山温泉（ふる
さとの宿）を楽しむ。あ あ182419
　いずれも定員は20人。1000円（入
浴料など）。あ9月15日から東丹沢七
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麗に～

き れ い

　《七沢》10月17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（盛楽苑）で食事・
入 浴 を 楽 し む。 定 員30人。ああ
182420《飯山》10月25日、9時30分
～14時30分。飯山温泉（元湯旅館）
でヨガと温泉入浴法を学ぶ。定員
20人。ああ182421
　いずれも3500円（食事・入浴・保
険料）。あ9月15日から東丹沢七沢
観光案内所☎248-1102へ。先着順。

七沢自然ふれあいセンターの催し
①親子アドベンチャークラブ～た
き火カフェ～
　10月21日、10～15時。野外炊事
など。市内在住の親子70人。1000
円（材料費、保険料）。3歳未満44
円（保険料）。あ あ182416 
②親子収穫体験～さつまいも掘
り！～
　11月18日、9時30分～16時。サツマ
イモ掘り、クラフト体験。市内在住
の親子70人。500円（材料費、保険料）。
3歳未満44円（保険料）。あ あ182417

　いずれも会場は七沢自然ふれあ
いセンター。あ直接、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、10月①1
日②30日までに七沢自然ふれあい
センター☎248-3500・あ248-4708
へ。抽選。

斎場施設見学会
　9月28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。あ9月15～27日に
市斎場☎281-8595へ。先着順。

ＹＭＣＡ子ども食堂
　10月7日、17時30分 ～19時。 あ
つぎYMCA。夕食作りとスポー
ツ。小・中学生と保護者50人。
100円（保護者300円）。あ当日直
接 会 場 へ。 先 着 順。 あ つ ぎ
YMCA☎223-1411。

県央水泳大会
　11月11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（自由
形・メドレーリレー、合計年齢区
分あり）、200㍍（自由形・メドレー
リレー、小・中学生、高校生のみ）。
市内在住在勤在学の小学生以上。
600円。あ往復ハガキに〒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、9月30日（必着）までに
〒243-0212及川667市水泳協会事
務局・櫻井☎090-2432-2342へ（電
話は17時30分～18時30分）。

山岳協会の市民ハイキング
　10月15日（小雨決行）、7時20分
～18時。箱根八里を歩き景観を楽
しむ。市内在住在勤の方40人。
5000円（入浴料含む）。あ往復ハ
ガキに〒住所、氏名、年齢、電話
番号を書き、9月30日（必着）ま
でに〒243-0813妻田東2-20-10市
山岳協会・森☎224-9451へ。抽選。

こどもの森公園にあつまれ！
■野立て体験
　10月14日、10～12時。定員30人。
500円（会員は300円）。
■自然ガイドウオーク
　10月20日、9時30分～11時30分。
ガイドと一緒に公園内を散策。定
員30人。無料。
　いずれも会場はあつぎこどもの
森公園。あ当日直接会場へ。先着
順。 あつぎこどもの森公園☎
210-3433。

県警察音楽隊定期演奏会
　12月8日、13時30分～。文化会館。
小学生以上1400人。無料。あ往復
ハガキに〒住所、氏名、電話番号
を書き、10月1～15日（消印有効）
に〒236-0051横浜市金沢区富岡東
2-6-3県 警 察 音 楽 隊 ☎045-211-
1212へ。抽選。詳しくは、県警察の
ホームページを確認してください。

フレイル（虚弱）チェック
　①初参加＝10月23日、13時30分
～15時30分②2回目以降の参加＝

催 し

講 座

子育て

募 集

お知らせ



コスト削減
と働き方の
革新を目指す
Boo～!!

問行政経営課☎225-2160

問文化生涯学習課☎225-2508

　市では、紙の資料に代わる電子ペーパー端末機を10月に導
入します。事務を効率・迅速化し、紙やインクなどの印刷コス
トを削減します。 　総勢約190人で構成する「

あつぎ市民合唱団」がベート
ーベンの「交響曲第９番ニ短
調作品125合唱付」に挑戦し
ます。合唱団の約半年にわた
る練習の成果
と、厚木交響
楽団による管
弦楽との迫力
あるステージ
をお楽しみく
ださい。

県内初の
取り組み電子ペーパー端末機を導入

　空き家を売りたい、自宅をリフォ
ームしたいなどの、さまざまな相談
に応えるイベントを開催します。

❶空き家セミナー
　第1部　14時～14時30分
　「放っておけない空き家の話」
　第2部　14時30分～16時
　「空き家の片付け方」

❷空き家の相談会
　弁護士や司法書士、宅地建物取引士、土地家屋調
査士などによる相談会（1回30分）

❸「まち協住まいの相談室」出張相談会
　ファイナンシャルプランナーなどによるリフォーム
や住まい探しなどに関する相談会（1回1時間）

　健康づくりに参加してポイントを貯めると
抽選で特典が当たる「あゆコロちゃんＧＥＮＫ
Ｉポイント」の、第１回締め切りが迫っていま
す。忘れずに応募してください。

空き家セミナー＆住まいや空き家の相談会
家の将来を考えよう

指揮＝柴田真郁　合唱＝あつぎ市民合唱団
管弦楽＝厚木交響楽団
ＳＳ席1300円、Ｓ席1000円、Ａ席700円、
小学生500円

あ住宅課、公民館などにある申込書（あ
からダウンロード可）を9月15日から❶❷
ファクスまたはＥメールで住宅課あ224－
0621・あ5550@city.atsugi.kanagawa.jp
❸電話またはファクスで（公社）かながわ
住まいまちづくり協会☎045－664－6896・
あ045－664－9359へ。先着順。

あポイントを貯めたカードを9月30日（必着）ま
でに公共施設などにある専用の応募箱に投函
または郵送で〒243-8511健康長寿推進課へ。

問住宅課☎225-2330問健康長寿推進課☎225-2174

《見込まれる効果》
・紙・印刷・資料保存・廃棄コスト
 の削減
・職員の紙資料印刷、資料組み、
 配布などの作業時間の削減
→ 年間約200万円（※）の
　コストを削減が可能

《電子ペーパーの端末機》
電子ペーパー
は、紙のような
質感とノートの
ような軽さを併
せ持つ薄型の
端末機です。専
用のペンでパ

ネルにメモを書き込めるなど、紙
と変わらない運用が可能です。

ベートーベン「第九」合唱付
あつぎ市民芸術文化祭「市民芸術祭」 日時 12月16日㈰　14時開演

会場 文化会館 大ホール

販売開始

チケット
9月20日 出　演

指定席

10月22日13 ～17時【日時】

入場
無料

あつぎ市民交流プラザ【場所】

締め切り
迫る

あゆコロちゃん
ＧＥＮＫＩポイント

ゲ　　ン　　キ

実家片づけアドバイザー®
渡部亜矢さん

端末機の導入でペーパーレス会議が実現※想定の会議回数約100回

市内や友好都市の物産も当たる

問文化生涯学習課☎225-2508

　市民の皆さんが音楽や踊り、制作した芸術作品を
発表する文化の祭典です。会場に足を運んで、文
化・芸術の秋を感じてみませんか。あつぎ市民芸術文化祭

文化会館開館40周年記念事業 市民文化祭
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協 会 ・ 石 井 ☎
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※②伝統芸能を体験できる
ワークショップ。各回20人
。あ10月18日までに電話で
文化生涯学習課へ。

※③9時30分に本
厚木駅北口集合。
依知地区の文化財
などを見学。無料
（交通費は実費）。
あ当日直接集合場
所へ。

①市文化会館チケット予約センター☎224－9999（窓口9～18時、電話10～18時。火曜、
祝日の翌日は休館）②山野楽器☎230－2666（10時～20時30分。ミロード休館日を除く）
③有隣堂厚木店☎223－4111（10～21時。日曜、祝日は20時30分まで）④厚木楽器☎
222－1019（10時～18時30分。水曜は定休）⑤市観光協会☎240－1220（10～17時。
土・日曜、祝日は定休）⑥アミューあつぎ映画.comシネマ☎206－4541（9～22時）
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第56回

ま い く

無料託児サービスあり
1歳～小学3年生10人。あ9月20
日～11月21日に文化生涯学習課
へ。先着順。

定員 50人

定員 28組

定員 10組

２ ３2018（平成30）年9月15日

11月9日、10～12時。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
各30人。無料。あ直接、電話また
はハガキ、ファクスに講座名、〒住
所、氏名、生年月日、電話番号を
書き、10月①2日②12日（必着）
までに〒243-8511介護福祉課☎
225-2388・あ221-1640へ。抽選。
あ あ①182098②182099

介護予防教室
からだいきいき運動教室

　10月2・9・16・23・30日、11月
6・20・27日。14～16時。東町スポー
ツセンター。市内在住の65歳以上
各回50人（要介護認定者は要相
談）。無料。あ当日直接会場へ。
先 着 順。 介 護 福 祉 課 ☎225-
2388。あ182094

応急手当普通救命講習会
　10月 ①13日 ②27日、9～12時。
消防本部。①応急手当ての必要性、
心肺蘇生法、自動体外式除細動器

（AED）の取り扱いなど②小児・
乳児への心肺蘇生、大出血時の止
血法、AEDの取り扱いなど。市
内在住在勤在学の中学生以上各回
30人。託児あり（1歳以上6人。要
予約）。無料。あ①9月27日まで②
9月27日～10月9日に救急救命課☎
223-9365へ。抽選。あ あ①172796
②172797

厚木日本語ボランティアの会
講師養成講座・講師募集
■養成講座
　10月30日、11月6・20・27日（全
4回）。18時30分～20時30分。あつ
ぎ市民交流プラザ。日本語教室で
ボランティア講師をするための基
礎知識を学ぶ。教室参観も実施。
定員30人。2000円。あハガキに〒住

所、氏名、電話番号を書き、10月
10日（必着）までに〒243-0014旭
町5-42-30-203吉田へ。 市民協
働推進課☎225-2215。
■講師募集
　《活動日》①月曜、18時30分～
20時②木曜、18時30分～20時③土
曜、9時30分～11時④日曜、14時
30分～16時⑤水曜、19時～20時30
分《会場》①～④あつぎ市民交流
プラザ⑤依知北公民館。
　あ市民協働推進課☎225-2215へ。

健康運動指導士による
未病運動講座

　10月23・29日、 ①9時30分 ～ ②
10時15分～③11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、おな
かすっきり体操などの実技とアド
バイス。20歳以上。無料。あ当日
直接会場へ。 健康づくり課☎
225-2201。

子育てリフレッシュ講座
　10月23日、12時～15時30分。レ
ンブラントホテル厚木他。フレン
チコースのテーブルマナーとプラ
ネタリウム鑑賞を楽しむ。市内在
住で未就学児の保護者20人。3000

円。託児あり（1歳以上24人。10月
5日までに要予約。抽選）。あ子育
て支援センター、公民館、児童館
にある申込書（あからダウンロー
ド可）を10月5日までに子育て支
援センター☎225-2922へ。抽選。

未病を理解して
健康になろうプロジェクト

　10月28日、11～15時。相川公民
館。未病に関する講座と健康測定
など。市内在住在勤の方。無料。
あ当日直接会場へ。 健康づくり
課☎225-2201。あ182473

知っておきたい腎臓病×
ゲートキーパー講座

　10月11日、14時～15時30分。厚
木北公民館。腎臓病を知り、予防
法を学ぶ。ゲートキーパー講座・
骨健康度測定も同時開催。市内在
住の40～64歳30人。無料。慢性腎
臓病パンフレットをプレゼント。
あ9月18日 か ら 健 康 づ く り 課 ☎
225-2201へ。先着順。あ182412

血圧管理に自信をつける！
血圧マネジメント講座

　10月23日、14時～15時30分。睦
合西公民館。高血圧予防のポイン

トや食事改善のこつを学ぶ。骨健
康度測定も同時開催。市内在住の
40～64歳30人。無料。血圧管理ノー
トをプレゼント。あ9月18日から
健康づくり課☎225-2201へ。先着
順。あ182413

緑の講座
　10月17・24・31日、10時～11時
30分。ぼうさいの丘公園。園芸療
法や花の育て方などを学ぶ。定員
80人。無料。あハガキに〒住所、
氏名（ふりがな）、電話番号を書き、
9月30日（必着）までに〒243-0036
長谷626-1環境みどり公社☎225-
2774へ。あ あ182340

消費者問題講演会
　10月25日、13時30分～15時。厚
木商工会議所。落語家による「笑っ
て学んで未然防止 落語で学習 悪
質商法」がテーマの講演。定員
100人。無料。手話通訳あり。託
児あり（1歳～小学3年生10人。10
月9日までに要予約）。あ直接、電
話またはファクスに、〒住所、氏
名、電話番号を書き、9月18日か
ら消費生活センター☎225-2155・
あ294-5801へ。先着順。あ あ182391
《「講座」は4面に続きます》



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 182292

　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。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。

9・23日

長谷公園
毛利台児童館

14：30～15：10
15：30～16：00

2・30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

12・26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

山際公園
西ノ久保公園

14：00～14：45
15：20～16：00

3・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

5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

10・24日

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

4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

10　　　　　　月 10月

問あつぎ市民交流プラザ
☎225-2510

第4回我が街ふるさと妻田写真展

ホストタウン交流事業ニュージーランド写真展

9月21日～10月17日

10月19日～11月14日
ガモー展（油絵）

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

10月の

10月10～15日 美術・雑貨フェア（展示販売）
10月4～9日 木彫りクラブ会員作品発表会（木彫作品）

10月3～9日 第7回写真展示会
パステル秋桜第16回展（パステル画）

10月10～16日
第6回フォトサークルＡ写真展
第5回フォト倶楽部写悠研写真展
辻が華ちぎり絵伏見久美子教室展

鑑賞料、上映時間の詳細などは、劇場にお問い合わせください。

バーフバリ　王の凱旋　
完全版

9月15～21日　14時50分～（17日休映）　9月17日　15時10分～（絶叫上映）
9月22～28日　9時50分～、19時5分～

犬ヶ島 9月15～21日　12時20分～、17時5分～
9月22～28日　15時～、20時～（22日休映）

9月15～21日　10時～、18時5分～（17日休映）、20時15分～
9月22～28日　13時～、17時5分～
9月29日～10月5日　12時50分～、15時20分～、20時15分～

カメラを止めるな！

友罪

世界でいちばん長い写真 9月22～28日　10時10分～（22日監督舞台挨拶）、15時5分～
9月29日～10月5日　12時～、20時5分～

9月22～28日　9時55分～（22日休映）、17時25分～
9月29日～10月5日　12時20分～（4日休映）、17時15分～

フジコ・ヘミングの時間 9月29日～10月5日　9時55分～　　  ※上映は19日まで
10月6～12日　12時30分～（6日休映）、17時35分～

スカブロ 9月15～21日　12時35分～（15日監督舞台挨拶）、20時10分～
9月22～28日　14時10分～、18時～
9月15～21日　10時15分～、18時25分～
9月22～28日　12時25分～（22日休映）、16時10分～、20時30分～ガザの美容室

9月15～21日　14時45分～　9月22～28日　12時30分～（22日休映）
9月22日　19時50分～　9月29日～10月5日　14時55分～（4日休映）、19時50分～ラスト・ワルツ

人と動物が共生するよりよい社会を目指して

一度飼い始めたら最後まで責任を持って育てましょう。

ペットはルールを守って
正しく飼いましょう

問生活環境課☎225-2750

あ希望日の1カ月前から7日前までに受
け付け（☎206-4128）。先着順。

保育士に預けて安心

託児室 わたぐも
　アミューあつぎ
での買い物やあつ
ぎ市民交流プラザ
での講座受講など
の際に、便利な託
児サービスを利用
してください。
　　　 毎日、9～18時（4時間まで）
　　　 アミューあつぎ
　　　 1歳～小学3年生
　　　 子ども1人につき1時間500円
（12月29日～1月3日は1時間1000円）

子育て支援センター☎225-2922

荻野1日

中依知・王子2日

上依知・妻田3日

森の里・戸室・厚木ガスリセ4日

古松台・愛名老人憩の家5日

三田・まつかげ台9日

宮の里10日

飯山中部・及川11日

鳶尾・上荻野12日

愛甲・小野15日

荻野新宿16日

下古沢・温水恩名17日

愛甲原・上落合18日

妻田東・七沢19日

浅間山22日

毛利台・吾妻町23日

下川入・上戸田24日

山際・緑ケ丘25日

岡田・藤塚26日

市内全域から通える
玉川小学校に就学しよう

問学務課☎225-2650

あ学務課にある申請書（あからダウンロード可）
を、10月16日～11月14日に直接、学務課へ。後
日、校長と面談あり。詳しくはあを確認。

　小規模特認校の玉川小は通学区域外から入学
できます。自然環境を生かした教育が受けられる
玉川小で伸び伸びと学ばせてみませんか。

《動物の飼い主の方》
① 繁殖を望まない場合は不妊・去勢手術をする
② 動物から人に感染する病気の知識を持つ
③ 所有者を明確にするため、鑑札やマイクロチップ、
　 足環などの標識を着用させる
④ 生後91日以上の犬を飼う場合、登録や年1回の狂犬病
　 予防注射を受けさせる
⑤ 散歩中のふんは必ず持ち帰り、引きひもを着用させる

《野良猫に餌をあげている方》
① 餌をあげたら飼い主として自覚を持つ
② 餌を食べ終えたら容器を片付ける
③ 猫用トイレを設け、毎日掃除する
④ 不妊・去勢の手術を受けさせる（市の助成制度有り）

動物愛護週間

時間
場所
対象
料金

9月20日
～26日

小規模特認校制度

《対象児童》
《説明会》

市内在住または転入予定の児童
10月10日、10～11時。
玉川小（当日直接会場へ）

54 2018（平成30）年9月15日

情報プラザのパソコン講座
■初心者向け表計算講座
　10月3・10・17・24日（全4回）、
9時30分～12時30分。表計算ソフ
トでデータ入力やグラフの作成、
計算式などを学ぶ。定員16人。
2000円。ああ182342
■中級者向け文書作成講座
　10月5・12・19・26日（全4回）、
13時30分～16時30分。文書作成ソ
フトで表や図を使った簡単な文書
を作成する。定員16人。2000円。
ああ182343
■初心者向けインターネット活用
講座
　10月7・14日（全2回）、9時30分
～12時30分。インターネットでの
検索方法などを学ぶ。定員16人。
1000円。ああ182345
■初心者向けハロウィーンカード
作成講座
　10月12・19日（ 全2回 ）、9時30
分～12時30分。文書作成ソフトで
飛び出すカードを作る。定員16人。
1000円。ああ182344　
　いずれも会場は情報プラザ。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、
9月24日（必着）までに〒243-0021
岡田3050情報プラザ☎220-2711
へ。抽選。

市立病院講演会
「腰痛を克服しよう！」
　10月23日、14～15時。市立病院。

専門医から腰痛に潜む病気や克服
方法などを学ぶ。定員80人。無料。
あ10月11日までに病院総務課☎
221-1570へ。抽選。あ あ182464

体育協会のスポーツ教室
■シニアトレーニング教室
　10月5・12・19・26日（全4回）、
15時30分～16時30分。スポーツト
レーナーによる日常生活の改善と
健康維持・体力向上のための講習
会。市内在住在勤の60歳以上20人。
2000円。ああ182456
■初級・中級バドミントン教室 
　10月2・5・12・16・19日（全5回）、
19～21時。基礎技術の講習。市内
在住在勤在学の高校生以上30人。
2000円。ああ182414
■キッズバレーボール教室
　10月20・27日、11月10日（全3回）。
18時30分～20時30分。基礎技術の
講習。市内在住の小学生20人。無
料。ああ182415
　いずれも会場は南毛利スポーツ
センター。あハガキ、ファクスに
教室名、〒住所、氏名（ふりがな）、
年齢、電話番号を書き、9月25日（必
着）までに〒243-0039温 水 西
1-27-1体育協会☎247-7212・あ
248-7151へ。抽選。

税を考える週間協賛行事
「地域ふれあい講演会」
　10月22日、18時～19時50分。文
化会館。気象予報士・お天気キャ
スターの森

も り あ き ら

朗さんによる「異常気
象と環境問題」がテーマの講演。
定員1400人。無料。あ厚木法人会

☎221-1055へ。先着順。

子育て支援員研修（第3期）
　11月1～22日（全8回）。①渋谷
学習センター（大和市）②ソレイ
ユさがみ（相模原市）。子育て支
援員に必要な知識を学ぶ。県内で
保育や子育て支援分野に従事また
は従事希望の方各コース60～80
人。1000～1500円。あ9月30日 ま
でに（株）ポピンズのホームペー
ジで申請。抽選。詳しくはホーム
ページを確認してください。 県
次世代育成課☎045-210-4687。

危険物取扱者試験・
受験準備講習会

■試験
　12月2日。慶応義塾大学（横浜
市）。時間は科目により異なりま
す。あ10月12～26日に消防試験研
究センターのホームページで申請
または消防本部、各消防署・分署
にある申込書を10月15～29日（消
印有効）に郵送で消防試験研究セ
ンターへ。
■受験準備講習会
　11月3日、9時30分～17時。愛川
町消防本部。9400円。あ消防本部、
各消防署・分署にある申込書を11
月2日までに直接、予防課へ。詳
しくは、消防本部、各消防署・分
署にある案内を確認してください。
　いずれも問い合わせは予防課☎
223-9369。

小児慢性特定疾病講演会
　10月18日、10～12時。厚木合同
庁舎。県立こども医療センターの
医師による感染が気になる子ども
たちの日常生活や集団生活の過ご
し方がテーマの講演。小児慢性特
定疾病の子どもと保護者・幼稚園
や学校などの関係者40人。無料。
あ10月11日までに保健福祉事務所
☎224-1111へ。先着順。

厚木のつどい
～認知症の人の世界を知ろう～

　10月21日、①介護家族交流会＝
10～12時②映画と講演会＝13～15
時。老人福祉センター寿荘。介護
家族の交流会と医師による認知症

の予防と理解を深める講演会。医
師との個別相談あり。市内在住在
勤在学の方200人。無料。あ当日
直接会場へ（個別相談を希望また
は認知症患者本人が来場する場合
は要予約）。先着順。 市認知症
を抱える家族すみれ会・苅

か る べ

辺☎
221-5530。

個人事業主の法人成り・
法人税節税セミナー

　10月3日、19～21時。あ つ ぎ 市
民交流プラザ。法人税を節税する
方法を解説。市内在住在勤の方20
人。無料。あハガキ、ファクスに
セミナー名、〒住所、氏名（フリ
ガナ）、年齢、電話番号、ファクス
番号を書き9月25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600393

市職員を募集
　《1次試験日》10月14日《職種･
人数》①土木上級＝5人程度②建
築上級＝若干名③消防初級＝3人
程 度《 対 象 》 ①1978年4月2日～
1997年4月1日に生まれた方②1983
年4月2日～1997年4月1日に生まれ
た方③1997年4月2日～2001年4月1
日に生まれた方。あ市役所本庁舎

（職員課、1階案内）、本厚木･愛甲
石田駅連絡所などにある申込書

（あからダウンロード可）を、直
接または郵送で9月20日（必着）
ま で に 〒243-8511職 員 課 ☎225-
2070へ。インターネット（e-kana
gawa電子申請）からも申し込み可。

臨時保育士登録者を募集
　《対象》保育士の資格を持つ方

催 し

講 座

子育て

募 集

お知らせ



移動図書館
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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 182292

　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。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。

9・23日

長谷公園
毛利台児童館

14：30～15：10
15：30～16：00

2・30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

12・26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

山際公園
西ノ久保公園

14：00～14：45
15：20～16：00

3・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

5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

10・24日

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

4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

10　　　　　　月 10月

問あつぎ市民交流プラザ
☎225-2510

第4回我が街ふるさと妻田写真展

ホストタウン交流事業ニュージーランド写真展

9月21日～10月17日

10月19日～11月14日
ガモー展（油絵）

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

10月の

10月10～15日 美術・雑貨フェア（展示販売）
10月4～9日 木彫りクラブ会員作品発表会（木彫作品）

10月3～9日 第7回写真展示会
パステル秋桜第16回展（パステル画）

10月10～16日
第6回フォトサークルＡ写真展
第5回フォト倶楽部写悠研写真展
辻が華ちぎり絵伏見久美子教室展

鑑賞料、上映時間の詳細などは、劇場にお問い合わせください。

バーフバリ　王の凱旋　
完全版

9月15～21日　14時50分～（17日休映）　9月17日　15時10分～（絶叫上映）
9月22～28日　9時50分～、19時5分～

犬ヶ島 9月15～21日　12時20分～、17時5分～
9月22～28日　15時～、20時～（22日休映）

9月15～21日　10時～、18時5分～（17日休映）、20時15分～
9月22～28日　13時～、17時5分～
9月29日～10月5日　12時50分～、15時20分～、20時15分～

カメラを止めるな！

友罪

世界でいちばん長い写真 9月22～28日　10時10分～（22日監督舞台挨拶）、15時5分～
9月29日～10月5日　12時～、20時5分～

9月22～28日　9時55分～（22日休映）、17時25分～
9月29日～10月5日　12時20分～（4日休映）、17時15分～

フジコ・ヘミングの時間 9月29日～10月5日　9時55分～　　  ※上映は19日まで
10月6～12日　12時30分～（6日休映）、17時35分～

スカブロ 9月15～21日　12時35分～（15日監督舞台挨拶）、20時10分～
9月22～28日　14時10分～、18時～
9月15～21日　10時15分～、18時25分～
9月22～28日　12時25分～（22日休映）、16時10分～、20時30分～ガザの美容室

9月15～21日　14時45分～　9月22～28日　12時30分～（22日休映）
9月22日　19時50分～　9月29日～10月5日　14時55分～（4日休映）、19時50分～ラスト・ワルツ

人と動物が共生するよりよい社会を目指して

一度飼い始めたら最後まで責任を持って育てましょう。

ペットはルールを守って
正しく飼いましょう

問生活環境課☎225-2750

あ希望日の1カ月前から7日前までに受
け付け（☎206-4128）。先着順。

保育士に預けて安心

託児室 わたぐも
　アミューあつぎ
での買い物やあつ
ぎ市民交流プラザ
での講座受講など
の際に、便利な託
児サービスを利用
してください。
　　　 毎日、9～18時（4時間まで）
　　　 アミューあつぎ
　　　 1歳～小学3年生
　　　 子ども1人につき1時間500円
（12月29日～1月3日は1時間1000円）

子育て支援センター☎225-2922

荻野1日

中依知・王子2日

上依知・妻田3日

森の里・戸室・厚木ガスリセ4日

古松台・愛名老人憩の家5日

三田・まつかげ台9日

宮の里10日

飯山中部・及川11日

鳶尾・上荻野12日

愛甲・小野15日

荻野新宿16日

下古沢・温水恩名17日

愛甲原・上落合18日

妻田東・七沢19日

浅間山22日

毛利台・吾妻町23日

下川入・上戸田24日

山際・緑ケ丘25日

岡田・藤塚26日

市内全域から通える
玉川小学校に就学しよう

問学務課☎225-2650

あ学務課にある申請書（あからダウンロード可）
を、10月16日～11月14日に直接、学務課へ。後
日、校長と面談あり。詳しくはあを確認。

　小規模特認校の玉川小は通学区域外から入学
できます。自然環境を生かした教育が受けられる
玉川小で伸び伸びと学ばせてみませんか。

《動物の飼い主の方》
① 繁殖を望まない場合は不妊・去勢手術をする
② 動物から人に感染する病気の知識を持つ
③ 所有者を明確にするため、鑑札やマイクロチップ、
　 足環などの標識を着用させる
④ 生後91日以上の犬を飼う場合、登録や年1回の狂犬病
　 予防注射を受けさせる
⑤ 散歩中のふんは必ず持ち帰り、引きひもを着用させる

《野良猫に餌をあげている方》
① 餌をあげたら飼い主として自覚を持つ
② 餌を食べ終えたら容器を片付ける
③ 猫用トイレを設け、毎日掃除する
④ 不妊・去勢の手術を受けさせる（市の助成制度有り）

動物愛護週間

時間
場所
対象
料金

9月20日
～26日

小規模特認校制度

《対象児童》
《説明会》

市内在住または転入予定の児童
10月10日、10～11時。
玉川小（当日直接会場へ）
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《業務内容》市立保育所での保育
業務《勤務時間》月～金曜、8時
30分～17時《給与》月額19万2800
円または時給1060円《勤務形態》
土曜・早番・遅番勤務あり。あ履歴
書と保育士証を持ち直接、保育課
☎225-2231へ。書類選考、面接あり。

市立病院職員（身体障がい
者対象・任期付き）を募集

　《職種》看護師、診療放射線技師、
理学療法士、作業療法士、臨床工
学技士、薬剤師、管理栄養士、診
療情報管理士《対象》1984年4月2
日～1997年4月1日生まれで①身体
障害者手帳を持つ②自力で通勤・
職務遂行ができる③活字印刷文に
よる出題に対応可能④資格を持つ
または取得見込み―の全てを満た
す方若干名。あ市立病院、市役所、
本厚木・愛甲石田駅連絡所にある
申込書（市立病院ホームページか
らダウンロード可）を、10月3日（消
印有効）までに直接または郵送で
〒243-8588水引1-16-36病院総務
課☎221-1570へ。

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》11月4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130店舗

（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、9月28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。

女性のための教育・
訓練賞の募集

　雇用・生活条件の向上のため、
技能訓練や教育を受ける女性に賞
を授与します。
　《応募資格》①自分や家族に経
済的負担を抱えている②専門知識
や技術を得るために職業訓練校・
大学課程（大学院を除く）に在籍
中または入学許可を得ている③経
済的援助が必要―の全てを満たす
女性。あ11月15日までに国際ソロ
プチミスト厚木・伊賀☎090-1995
-5594へ。

「Tobioギャラリー写真
まつり」の作品を募集

ト 　 ビ 　 オ

　11月9日からTobioギャラリー
（鳶尾団地内）で開催する写真ま
つりの作品を募集します。
　《テーマ》ひと・自然・景観など、
まちの魅力。中学生以下の部門あ
り。あ10月31日までにＥメールで
東京工芸大学工学部建築学科・森
田研究室☎242-9528・あtobiopro
ject@yahoo.co.jpへ。

親子ふれあい遊び
■7カ月から歩き始めの子ども
　10月19日、①10時～②11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各回15
組（既受講者を除く）。
■2歳児
　10月5日、③10時～④11時～（各
回40分）。市内在住の2歳児と保護
者各回15組。
　いずれも会場はあつぎ市民交流
プラザ。親子で「ふれあい遊び」
を楽しむ。無料。あ①②10月12日
③④9月28日までに子育て支援セ
ンター☎225-2922へ。 抽選。ああ
①182367②182368③182369④
182370

ベビーマッサージ
　10月①12日②26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）。あ①9月
26日 ～10月5日 ②10月10～19日 に
子育て支援センター☎225-2922
へ。抽選。ああ①182365②182366

スーパーエンジョイタイム
～お山へ行こう～

　10月20日、10時～12時30分。七
沢森林公園。親子で自然散策を楽
しむ。市内在住の2歳以上の未就
学児と保護者20組。無料。あ10月
12日までに子育て支援センター☎
225-2922へ。抽選。ああ182371

中央図書館の催し
■ブックスタート
　 ①9月16日、10時30分 ～11時30
分。中央図書館②9月19日、10時
30分～11時30分。あつぎ市民交流
プラザ③10月3日、11時30分～12

時。保健福祉センター④10月5日、
10時15分～11時45分。睦合西公民
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2017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。
■おはなし会
　10月6・7・13・14・27・28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
　9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。
　いずれも無料。あ当日直接会場
へ。 中央図書館☎223-0033。

催 し

講 座

子育て

募 集

お知らせ



サークルのメンバー募集やイベン
ト情報などを紹介

インスタグラムで
atsugi_cityを検索・フォロー

　市民の皆さんと事業を展開する「市民協働提
案事業」のプレゼンテーション（二次審査）を実施
します。

伝言板

◆大人のための英会話・韓国語
入門講座　10月24・31日、11月
7・14・21・28日、12月5・12日
（全8回）。19時30分～20時30分
（英語）、18～19時（韓国語）。あつ
ぎ市民交流プラザ。外国人講師か
ら英語や韓国語を学ぶ。各回15
人。6000円。あ9月15日から電話で
前田☎090-6489-2803へ。先着順。
◆絵手紙用掛け軸作製講座　10
月11・18・26日、11月2日（全4
回）。13～16時。老人福祉セン
ター寿荘。絵手紙やハガキなど
の掛け軸を作る。定員10人。無
料。あ9月15日から電話で和田☎
223-4644へ。先着順。
◆ラ・フェスタ2018　10月6日、
10時30分～14時。厚木精華園。
模擬店やステージイベント、抽
選会など。無料。あ当日直接会
場へ。問北島☎291-0780。
◆ボクシング＆エクササイズ教
室　10月1・15・22・29日（全4

回）、19時～20時30分。金田自治
会館。基礎から学ぶボクシング教
室。定員20人。2000円（保険料な
ど）。あ 9月15日から電話で安齋
☎090-8012-0095へ。先着順。
◆のゆりまつり　10月20日、11
時～14時30分。野百合園。太鼓
やダンスのアトラクション、模
擬店など。設立30周年を記念し
た抽選会あり。バザーで販売す
る品の寄付と当日ボランティア
も募集中。入場無料。問野百合
園☎241-7220。
◆厚木太極拳サークル　月曜、11
～13時。東町スポーツセンター。
太極拳を楽しむ。月会費2500円。
体験あり。問植松☎242-0719。
◆キャリージョイ講演会　10月
14日、13～15時。ケアセンター
あさひ。「外出は人を元気にす
る」がテーマの講演。定員40
人。無料。あ9月30日までに電話
またはファクスでW.Coキャリー
ジョイ☎294-4350・あ294-4352
へ。先着順。

　戸田でブドウを生産している小塩和代さん
に栽培方法やこだわりなどを伺いました。
  農園を訪れると、間もなく旬を迎えるブド
ウが大切に袋で包まれ、芳醇な香りが広が
っていました。袋を取ると実がぎっしりと
詰まった果実が姿を現し、収穫体験の後、
３種類を試食させてもらいました。
  ジュースのように果汁があふれ出す藤稔、

市民リポーター
伊藤 由莉愛さん（21・下古沢）

ゆ り あ

旬を迎えるブドウをリポート

秋のプチぜいたく

パリッとした食感で爽やかな甘さが広がる
シャインマスカット、濃厚な味でぷりっと
した食感のハニービーナス。品種ごとの違
いにとても驚きました。
  試食させていただいたブドウも十分甘くて
おいしかったのですが「これはまだまだ」と
いう小塩さんの言葉に、こだわりの強さを
感じました。
　秋にはクリ、ナシ、カキなどの果物が旬を
迎えます。
ちょっぴり
ぜいたくを
して、農家の
皆さんの思
いが詰まっ
た厚木の旬
を堪能して
みませんか。

市民リポ
ーターが

活動を紹
介

問市民協働推進課☎225-2101

ＳＣの取り組みをリレー形式で紹介
ｾｰﾌｺﾐｭﾆﾃｨ

今回の語り手

11月12～15日
アジア地域SC会議開催

セーフコミュニティ通信
いざという時に備えて第8回

防災訓練で日頃の備えを確認

睦合東中学校
吉村 彩美さん
（14・妻田西）

セーフコミュニティくらし安全課☎225-2865
アジア地域SC会議次回のテーマ 第9回アジア地域ＳＣ会議に向け

て、市のＳＣ活動を紹介します。

　小学生になる前から、地域の防災訓練に参加し、消火
器の使い方や応急手当ての方法、身の回りの危ない箇所を
察知する意識などを学んできました。今では、家族で避難
場所やルートの確認もするようになりました。
　訓練に参加することで、災害が起きた時、
私たち中学生も助けられる側ではなく、助ける
側になることができると感じています。災害は
いつやって来るか分かりません。いざという時
に、冷静に行動して自分の身を守り、少しで
も地域の力になれるように、防災訓練などへ
の参加を続けていきたいと思います。

市民協働提案事業

公開プレゼンテーション

子ども食堂やスポーツ教室などの事業を提案

【日時】9月30日、13時30分～
【場所】あつぎ市民交流プラザあ当日直接会場へ。

無料

ワーカーズコレクティブ

　市内の景観や行事、日常の
一こまなど、誰かに厚木の魅
力を伝えたくなるような写真
を募集します。

あ広報課などにある応募票（あからダウンロード可）
に必要事項を書き、作品を添えて2019年1月11日（必
着）までに直接または郵送で〒243-8511広報課へ。

あインスタグラムで「atsugi_city」をフォロー。
2019年1月11日までに、ハッシュタグ「#2018厚木市
広報写真コンクール」を付けて写真を投稿。

①平成30年1月1日～12月31日に市内で撮影した未発表作品
②被写体の肖像権などは、応募者が承諾を得る
※作品は返却しません。入賞作品の使用権は、主催者に属します

①六つ切り、ワイド六つ切り、A4サイズにプリント
（著しい合成・加工やパノラマ写真は不可）
②応募は１人３点まで（組み写真は不可）
賞…市長賞、神奈川新聞社賞など

２部門共通規格

①スタンプや文字を入れるなどの著しい加工は不可
②応募は１人何点でも可（組み写真は不可）
賞…「いいね！」最多獲得賞など

インスタグラム部門

2018あつぎウオーク
　スポーツの秋。厚木の風景を楽しみながら
汗を流しませんか。

10月14日

あハガキ、ファクスに希望
コース、〒住所、氏名（ふり
がな）、年齢、性別、電
話番号を書き、9月30日（必
着）までに〒243-0039温
水西1-27-1体育協会あ
248-7151へ。抽選。
ああ182406

《対象》市内在住在勤在
学の小学生以上500人
《参加料》300円（小・中
学生は無料）
《完歩賞》厚木産新米

問広報課☎225-2040

相模川

文化会館

酒井スポーツ広場

ぼうさいの丘公園

厚木野球場

玉川

恩曽川

246

246

129

宿愛甲児童遊園

玉川緑道

旭町スポーツ広場

小田急線

東名高速
道路

小田
原厚
木道
路

本厚
木駅

愛甲
石田
駅

●厚木清南高

相川小

●厚木第二小

湘北短大

愛甲公民館

●東京農大

相川中

健脚コース

②

①

ファミリーコース
（約16㌔）

（約10 ㌔）

スタート・ゴール地点
厚木中央公園

コース図

●

●

●

●

厚木市公式インスタグラムを
                        フォローしよう！
　市内の旬な魅力やイベントの様子を
リアルタイムで発信しています。
　フォローして厚木市の最新
情報をチェックしよう！

ほうじゅん

ふじみのり

問市体育協会☎247-7212
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作品募集

一般部門

公益財団法人神奈川県市町村振興協会

9時～13時30分

※コースは一部変更の可能性あり

テーマ「あつぎ愛」

写 コンクール
広報

せん定枝、落ち葉、雑草
などの無料戸別回収
　市では、ごみ減量・資源化に向
け、せん定枝などの資源収集を実
施しています。家庭から出る木の
枝、落ち葉、雑草を無料で戸別収
集し、資源として有効活用します。
1袋から回収します。出し方は「資
源とごみの正しい出し方ガイド
ブック」を確認してください。
　《受付時間》9～12時、13時～16
時30分（土・日曜、祝日、年末年
始を除く）。あ資源再生センター
☎242-4600へ。

地域相談会
　国から委嘱された行政相談委員
と人権擁護委員が公民館を巡回し、
国の事業に関する苦情・要望や人
権に関する相談に無料で応じます。

　《対象》市内在住在勤在学の方。
あ当日直接会場へ。 市民協働推
進課☎225－2100。

コンビニ交付サービスを停止
　システムメンテナンスに伴いコ
ンビニ交付サービスを停止します。
　《サービス停止期間》9月15日、23
時～17日、6時30分。9月19日、18時
～20日、6時30分。 市民課☎225-
2110。

青少年発明コンクール作品展示
　9月21日～10月8日。本厚木駅東
口地下道。市内小・中学生が夏休
みに作った発明品を展示。 産業

振興課☎225-2830。

中学校選択制度
（隣接区域選択制）
　新たに中学生になる児童が、住
所地に基づく指定中学校に隣接す
る中学校を選択できる制度です。
あ10月16日～11月14日に直接、学
務課☎225-2650へ。詳しくは、学
校で配付する案内またはあを確認
してください。

小学校入学予定者の健康診断
　2019年4月に小学校入学予定の
子ども（2012年4月2日～2013年4
月1日生まれ）を対象に健康診断
を実施します。該当日に受診でき
ない場合は、他校でも受診できま
す（要連絡）。対象者には9月中旬
に詳細を通知します。 学務課☎
225-2651。

厚木第二・南毛利小学校の一部
通学区域で学校の選択ができます
　市立小・中学校の学校規模適正
化に伴い、児童数が多い厚木第二
小学校と南毛利小学校の通学区域
の一部に住む方は、隣接する指定

の学校を選択できます。
　《対象校》①厚木第二小②南毛
利小《選択できる学校》①相川小
②緑ケ丘小または毛利台小《対象
者》2019年度に対象校の小学1～6
年生になる児童で①旭町4丁目11
～13番・15～18番、岡田1丁目1～
5番・8～10番、岡田2丁目4～17番、
岡田4丁目1～2番②（緑ケ丘小）
恩名5丁目全域、温水1856・1884
～1887・1889・1905～1906・1923
の一部・1928～2274（毛利台小）
恩名1554～1558、温水1137～1855・
1857～1883・1888・1890～1904・
1907～1922、1923の一部・1925～
1926・2275～2337に住む方。あ教
育総務課にある申請書（あからダ
ウンロード可）を、10月15日～11
月16日に直接、教育総務課☎225-
2663へ。

特別整理期間に伴う
図書館の休館
　10月15～21日は、蔵書の点検・
整理などのため、中央図書館、移
動図書館「わかあゆ号」、公民館
図書室（依知北・睦合北・小鮎・
荻野・森の里・玉川・相川・睦合
西・南毛利）を休館します。本の
返却は、中央図書館1階南側ポス
トや公民館図書室のブックポス
ト、依知南・睦合南・上荻野分館・
緑ケ丘・愛甲公民館の事務室また
は愛甲石田駅連絡所へ。 中央図
書館☎223-0033。

情報プラザの臨時休館
　10月21日は、施設点検のため情
報プラザを休館します。 情報プ
ラザ☎220-2711。

献血のお知らせ
　10月5・17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、年末年始
を除く毎日9時40分～17時30分に、
随時受け付け。献血内容で受付時
間が異なります。 県赤十字血液
センター☎228-9907。

架空請求に注意
　携帯電話のショートメッセージ
サービス（SMS）に、「有料動画の

催 し

講 座

子育て

募 集

お知らせ

会　場日月 受付開始時間（予定）

10

10
11
11
12
16
18
18
23
24
25
30
1
2
5
7
8
12
15
16
20
21
22
29

上依知小
鳶尾小
毛利台小
南毛利小
妻田小
小鮎小
戸田小
愛甲小
清水小
森の里小
依知小
依知南小
相川小
三田小
戸室小
緑ケ丘小
飯山小
荻野小
玉川小
北小
厚木小
上荻野小
厚木第二小

13時45分～14時
13時50分～14時10分
13時45分～14時15分
13時15分～13時45分
13時30分～14時
13時20分～13時40分
13時50分～14時10分
13時50分～14時15分
12時50分～13時20分
13時05分～13時20分
13時30分～14時
13時45分～14時10分
13時45分～14時10分
13時45分～14時15分
13時20分～13時40分
13時45分～14時15分
13時20分～13時35分
13時45分～14時10分
13時50分～14時
13時45分～14時
13時45分～14時15分
13時15分～13時45分
13時45分～14時15分

11

9時30分～
11時30分日月 13時30分～

15時30分

10

15
16
17
18
19
22
23
24

依知北
南毛利
厚木北
睦合北
睦合西
玉川
緑ケ丘
相川

依知南
愛甲
厚木南
睦合南
荻野
森の里
小鮎
－



サークルのメンバー募集やイベン
ト情報などを紹介

インスタグラムで
atsugi_cityを検索・フォロー

　市民の皆さんと事業を展開する「市民協働提
案事業」のプレゼンテーション（二次審査）を実施
します。

伝言板

◆大人のための英会話・韓国語
入門講座　10月24・31日、11月
7・14・21・28日、12月5・12日
（全8回）。19時30分～20時30分
（英語）、18～19時（韓国語）。あつ
ぎ市民交流プラザ。外国人講師か
ら英語や韓国語を学ぶ。各回15
人。6000円。あ9月15日から電話で
前田☎090-6489-2803へ。先着順。
◆絵手紙用掛け軸作製講座　10
月11・18・26日、11月2日（全4
回）。13～16時。老人福祉セン
ター寿荘。絵手紙やハガキなど
の掛け軸を作る。定員10人。無
料。あ9月15日から電話で和田☎
223-4644へ。先着順。
◆ラ・フェスタ2018　10月6日、
10時30分～14時。厚木精華園。
模擬店やステージイベント、抽
選会など。無料。あ当日直接会
場へ。問北島☎291-0780。
◆ボクシング＆エクササイズ教
室　10月1・15・22・29日（全4

回）、19時～20時30分。金田自治
会館。基礎から学ぶボクシング教
室。定員20人。2000円（保険料な
ど）。あ 9月15日から電話で安齋
☎090-8012-0095へ。先着順。
◆のゆりまつり　10月20日、11
時～14時30分。野百合園。太鼓
やダンスのアトラクション、模
擬店など。設立30周年を記念し
た抽選会あり。バザーで販売す
る品の寄付と当日ボランティア
も募集中。入場無料。問野百合
園☎241-7220。
◆厚木太極拳サークル　月曜、11
～13時。東町スポーツセンター。
太極拳を楽しむ。月会費2500円。
体験あり。問植松☎242-0719。
◆キャリージョイ講演会　10月
14日、13～15時。ケアセンター
あさひ。「外出は人を元気にす
る」がテーマの講演。定員40
人。無料。あ9月30日までに電話
またはファクスでW.Coキャリー
ジョイ☎294-4350・あ294-4352
へ。先着順。

　戸田でブドウを生産している小塩和代さん
に栽培方法やこだわりなどを伺いました。
  農園を訪れると、間もなく旬を迎えるブド
ウが大切に袋で包まれ、芳醇な香りが広が
っていました。袋を取ると実がぎっしりと
詰まった果実が姿を現し、収穫体験の後、
３種類を試食させてもらいました。
  ジュースのように果汁があふれ出す藤稔、

市民リポーター
伊藤 由莉愛さん（21・下古沢）

ゆ り あ

旬を迎えるブドウをリポート

秋のプチぜいたく

パリッとした食感で爽やかな甘さが広がる
シャインマスカット、濃厚な味でぷりっと
した食感のハニービーナス。品種ごとの違
いにとても驚きました。
  試食させていただいたブドウも十分甘くて
おいしかったのですが「これはまだまだ」と
いう小塩さんの言葉に、こだわりの強さを
感じました。
　秋にはクリ、ナシ、カキなどの果物が旬を
迎えます。
ちょっぴり
ぜいたくを
して、農家の
皆さんの思
いが詰まっ
た厚木の旬
を堪能して
みませんか。

市民リポ
ーターが

活動を紹
介

問市民協働推進課☎225-2101

ＳＣの取り組みをリレー形式で紹介
ｾｰﾌｺﾐｭﾆﾃｨ

今回の語り手

11月12～15日
アジア地域SC会議開催

セーフコミュニティ通信
いざという時に備えて第8回

防災訓練で日頃の備えを確認

睦合東中学校
吉村 彩美さん
（14・妻田西）

セーフコミュニティくらし安全課☎225-2865
アジア地域SC会議次回のテーマ 第9回アジア地域ＳＣ会議に向け

て、市のＳＣ活動を紹介します。

　小学生になる前から、地域の防災訓練に参加し、消火
器の使い方や応急手当ての方法、身の回りの危ない箇所を
察知する意識などを学んできました。今では、家族で避難
場所やルートの確認もするようになりました。
　訓練に参加することで、災害が起きた時、
私たち中学生も助けられる側ではなく、助ける
側になることができると感じています。災害は
いつやって来るか分かりません。いざという時
に、冷静に行動して自分の身を守り、少しで
も地域の力になれるように、防災訓練などへ
の参加を続けていきたいと思います。

市民協働提案事業

公開プレゼンテーション

子ども食堂やスポーツ教室などの事業を提案

【日時】9月30日、13時30分～
【場所】あつぎ市民交流プラザあ当日直接会場へ。

無料

ワーカーズコレクティブ

　市内の景観や行事、日常の
一こまなど、誰かに厚木の魅
力を伝えたくなるような写真
を募集します。

あ広報課などにある応募票（あからダウンロード可）
に必要事項を書き、作品を添えて2019年1月11日（必
着）までに直接または郵送で〒243-8511広報課へ。

あインスタグラムで「atsugi_city」をフォロー。
2019年1月11日までに、ハッシュタグ「#2018厚木市
広報写真コンクール」を付けて写真を投稿。

①平成30年1月1日～12月31日に市内で撮影した未発表作品
②被写体の肖像権などは、応募者が承諾を得る
※作品は返却しません。入賞作品の使用権は、主催者に属します

①六つ切り、ワイド六つ切り、A4サイズにプリント
（著しい合成・加工やパノラマ写真は不可）
②応募は１人３点まで（組み写真は不可）
賞…市長賞、神奈川新聞社賞など

２部門共通規格

①スタンプや文字を入れるなどの著しい加工は不可
②応募は１人何点でも可（組み写真は不可）
賞…「いいね！」最多獲得賞など

インスタグラム部門

2018あつぎウオーク
　スポーツの秋。厚木の風景を楽しみながら
汗を流しませんか。

10月14日

あハガキ、ファクスに希望
コース、〒住所、氏名（ふり
がな）、年齢、性別、電
話番号を書き、9月30日（必
着）までに〒243-0039温
水西1-27-1体育協会あ
248-7151へ。抽選。
ああ182406

《対象》市内在住在勤在
学の小学生以上500人
《参加料》300円（小・中
学生は無料）
《完歩賞》厚木産新米

問広報課☎225-2040

相模川

文化会館

酒井スポーツ広場

ぼうさいの丘公園

厚木野球場

玉川

恩曽川

246

246

129

宿愛甲児童遊園

玉川緑道

旭町スポーツ広場

小田急線

東名高速
道路

小田
原厚
木道
路

本厚
木駅

愛甲
石田
駅

●厚木清南高

相川小

●厚木第二小

湘北短大

愛甲公民館

●東京農大

相川中

健脚コース

②

①

ファミリーコース
（約16㌔）

（約10 ㌔）

スタート・ゴール地点
厚木中央公園

コース図
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公益財団法人神奈川県市町村振興協会

9時～13時30分

※コースは一部変更の可能性あり

テーマ「あつぎ愛」

写 コンクール
広報

未納料金があります。支払わない
と訴訟になります」などの、身に
覚えのない料金を支払わせようと
する架空請求の相談が増えていま
す。対処に困ったら消費生活セン
ターに相談してください。 消費
生活センター☎294-5800。

10月1～7日は「公証週間」
　公証制度は、法務大臣が任命し
た法律の専門家「公証人」が公正
証書を作成し、トラブル防止や取
り引きの安全、遺言の実現を目指
す制度です。土地建物の賃貸借、
金銭貸借などの契約、任意後見契
約や遺言には、安心で確実な公証
制度をご利用ください。 厚木公
証役場☎221-1813。

暮らしと事業に関する
無料よろず相談会
　10月13日、10～16時。あつぎ市
民交流プラザ。弁護士、司法書士、
行政書士、税理士、土地家屋調査
士、建築士、宅地建物取引士によ
る相談会。市内在住在勤の方。無
料。あ当日直接会場へ。 県司法
書士会厚木支部☎223-3206。

不登校に関する相談会・
進路情報説明会
　10月14日、13時～16時30分。あ
つぎ市民交流プラザ。不登校児童・
生徒や高校中退者、保護者のため
の相談会と進路情報説明会。無料。
あ当日直接会場へ。 県子ども教
育支援課☎045-210-8292。あ152353

年金の確認は簡単便利な
「ねんきんネット」で
　「ねんきんネット」は、これまで
の年金記録や将来受け取る年金の
見込み額などをパソコンやスマー

トフォンで確認できるサービスで
す。利用するには登録が必要です。
詳しくは、日本年金機構のホーム
ページを確認してください。 厚
木年金事務所☎223-7171。

消費税軽減税率制度説明会
　2019年10月1日からの消費税軽
減税率制度の実施に当たり、説明
会を開催します。
　《日時》10月①19日、10時30分
～12時②24日、15時～16時30分③
31日、14時～15時30分《会場》厚
木税務署《定員》各回40人。あ10
月①12日②17日③22日までに厚木
税務署☎221-3261へ。先着順。

法務局休日相談所
　土地・建物・会社の登記、供託、
戸籍、国籍、人権問題、遺言など
に関する相談を受け付けます。法
務局職員、公証人、司法書士、土
地家屋調査士、人権擁護委員が相
談に応じます。
　《日時》10月7日、10～16時《場
所》横浜第2合同庁舎。あ電話で
横浜地方法務局総務課☎045-641-
7461へ。

体育施設を無料開放
　10月8日、9～21時。東町スポー
ツセンター＝バドミントン、ソフ
トバレーボール、卓球、柔道、合
気道、剣道、少林寺拳法、空手道、
トレーニング（初回者講習を受講
済みの高校生以上）など。猿ケ島
スポーツセンター＝バドミント
ン、ソフトバレーボール、バスケッ
トボール、卓球など。南毛利スポー
ツセンター＝バドミントン、ソフ
トバレーボール、バスケットボー
ル、卓球など。あ当日直接会場へ。
市体育協会☎247-7212。



「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。

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
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

毎週金曜、9～16時  要予約 
特定開発事業に関する紛争など

就職支援 10月 10日、18時～20時 50分  要予約 
適職把握、履歴書作成、面接指導など

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

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 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

女性法律 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

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 10人）

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

10月 22日、13～16時
 要予約 （前週から受け付け。先着 6人）

自殺予防
10月 4日､13～16時  要予約 
10月 15日､9～12時  要予約 
臨床心理士による「いのちのサポート相談」

健 康
10月1日､13時～15時 30分（保健師） 要予約 
10月16日､9時～11時 30分（管理栄養士） 要予約 
10月25日､13時～15時 30分（保健師） 要予約 
未病センターでの個別相談

生活習慣病
予 防

10月 5日､9時～11時 30分  要予約 
10月 18・24日､13時 15分～15時 45分  要予約 

介護福祉課
☎225-2220

市民協働推進課
☎225-2100
（人権相談は
☎225-2215）

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

健康づくり課
☎225-2201

厚木商工
会議所
（4階）

2階ひ と り 親
家 庭 等

月～金曜、8時 30分～17時
ひとり親家庭等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

毎月第 1・3月曜、13～16時税 務
10月 15日、13～16時登 記

毎月第 2～4金曜、13～16時交通事故

第 1～4水曜、13～16時 10月は公民館で実施人 権

毎月第 2・4木曜、13～16時
10月は公民館で実施行 政

毎月第1木曜、13～16時不 動 産
毎月第 1・3金曜、13～15時公 証 人
毎月第1月曜、13～16時行政書士

総
合
相
談
コ
ー
ナ
ー（
１
階
）

市
役
所
本
庁
舎

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

勤労者のための
法律相談（夜間）

9月 28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 9月 26日、18時～20時 50分  要予約 

子 育 て 毎日、8時 30分～17時 15分

産業振興課
☎225-2585

歯と口の
健康相談 月～金曜、9～17時 厚木歯科医師会

☎221-8733

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

5階

8階

7階
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
☎221-0182

女性のための
相談室

☎221-0123

消費生活
センター
☎294-5800

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

社会福祉協議会
☎225-2947

7階

6階

3階

生活困窮
からの自立 月～金曜、9～17時 福祉総務課

☎225-2895 2階

5階

3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

D V
（女性専用）

市
役
所
第
2
庁
舎

保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

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、認知症の相談。 要予約 日時はお問い合わせください。

専 門 的
栄養相談

療育歯科
相 談

10月 10・23日、9～11時、13時 30分～15時 30
分。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

10月 11・25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
☎224-1111

10月 9・23日、9時 30分～16時。病気の方など
の食事に関する相談｡ 要予約

無
料

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

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

　いずれも定員は40人。費用500円（資料・保険代）。あ①9月15～26日②9月15日～10月4日③10月2～15日に
東丹沢七沢観光案内所☎248‐1102へ。先着順。 あ①182408 ②182392 ③182409

あ つ ぎ び と

今年の芝居では、妻田薬師にまつわるさまざまな言い
伝えを面白おかしく紹介

活気ある地域を目指して
妻田薬師大衆演劇・音響担当

中村 善成さん（54・妻田西）
　10月12日に妻田薬師の縁日で、地域住民によ
る大衆演劇を上演します。今は週に１回の稽古
をする傍ら、私は舞台の装置や小道具などのセ
ットを制作し、準備を進めています。
　普段は金物店の店主として地元で商売をし
ているので、お世話になっているまちのため
に、地域で活動する市民団体で催しの企画など
をしています。昨年、60年ぶりに大衆演劇が復
活する際、薬師保存会の方から一緒にやらない
かと声を掛けられ、「地域を盛り上げる手伝い
ができるなら」と、迷わず参加を決めました。
　かつて、地域の縁日で披露される大衆演劇は
住民たちの楽しみの一つで、大切な交流の場に
もなっていたそうです。「住民が気兼ねなく楽

しみながら交流できる場所をもう一度つくり、
地域を活気づけたい」という志が同じ皆さんと
一緒に、見た人に地域の魅力が伝わるような舞
台ができればと思います。
　当日は、演者が気持ちよく演じ、来場者が心
の底から楽しめるよう、音響担当として舞台を
サポートしま
す。劇を通じて、
子どもたちに地
域の伝統やつな
がりの大切さ、
愛着などを感じ
てもらえたらう
れしいです。 昨年は90分にわたる物語を披露

観光ガイドと
厚木の歴史探訪

あつぎ観光ボランティアガイド協会主催

問観光振興課☎225-2820

《日時》10月3日
 9時30分～12時30分
《場所》七沢神社～七沢城址～
 観音寺など

《日時》10月17日
 9時～14時30分
《場所》大山阿夫利神社～こま参
 道～二重滝など

《日時》10月24日
 9時30分～12時30分
《場所》金田神社～妙純寺～巡
 礼道など

❶七沢城と七沢の里
　　　～歴史を訪ねて～

❷江戸庶民の大山詣で
　　～歴史ハイキング～

❸依知の日蓮上人
　　　～旧跡をたどる～

　お出掛けにぴったりの季節がやって来まし
た。観光ガイドの詳しい解説を聞きながら、
厚木の名所を巡りませんか。

ガイドの
おすすめ

　戦国時代の歴史を感じら
れる七沢城跡地など、小林多
喜二らが愛した七沢温泉郷

が歴史心をくすぐります。

　国の重要文化財にも指定
される不動明王を祭る大山
寺は圧巻。昭和の雰囲気漂う

こま参道も見どころの一つ。

　鎌倉時代に日蓮上人が滞
在したという伝承がある妙純
寺などを訪問。依知地域に残

る寺社や石造などをたどります。

ガイドの
おすすめ

ガイドの
おすすめ

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

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
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（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　　あ =市ホームページ
=

ネット▶
アプリ▶

ネットは多言語にも対応
マイ広報あつぎ 検索

広報あつぎをデジタルで

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

道路や公園道具の損傷、不法投
棄などに対応。

市民情報
提供システムスマ報
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