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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。
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販売所 チケット販売サイト「ローチケ」HPから申請。抽選。
問ホットスタッフ・プロモーション☎03-5720-9999
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市民参加ミュージカル「白雪姫」
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ESTIVAL 市民優先予約

市民芸術祭

《その他の受賞者》  ・厚木市長賞　繁田桃さん
・実行委員会特別賞　R

ロ ン シ

onshiさん　・FMヨコハマ賞　M
ミ ー コ

IIKOさん

　8月22日に開催したオーディションの出場者33組の中から髙橋亜沙
さん（20）が大賞に輝き、フェスティバルに出演します。

日時 12月15日 14時30分開演 会場 文化会館

日時 11月3日 13時〜
会場 厚木中央公園

　小学3年生～70歳代の公募市民キャストによるミュージカル。プロ
の指導の下、練習に励んだ５カ月間の成果をぜひご覧ください

　オーディションの大賞受賞者と有名アーティストが共演するコンサートチ
ケットの優先予約を受け付けます。熱い演奏を間近で鑑賞しませんか。

詳しくは
協賛者の募集や出演者など随時更新

3歳以下で座席を使わない場合は無料。託児あり（1歳～小
学3年生10人。11月30日までに文化生涯学習課へ。先着順）。
過去の公演の様子など詳しくは

Ｓ席　1100円（小学生以下600円）1000席
Ａ席　 800円（小学生以下400円）   200席

前回の演目は「眠れる森の美女」

昨年のコンサートの様子

9000円 

販売所【窓口・電話】文化会館チケット予約センター
☎224-9999（火曜、祝日の翌日は休館）【窓口のみ】
有隣堂厚木店☎223-4111、市観光協会☎240-1220、
本厚木駅観光案内所☎228-1131。先着順。

9月26日
販売開始

9月16日
優先予約開始
（限定2000枚）

新人シンガー発掘オーディション大賞決定

あつぎ市民芸術祭 　 検索

あつぎミュージックフェスティバル　  検索

大賞に輝いた髙橋亜沙さん

催 し
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ホール展「虫めづる姫君たち・
それぞれにその深き愛を語る」

■ホール展「たしろちさと原画展」
　10月1日～11月3日、9～17時。「作
家澤口たまみと画家たしろちさと
の世界」がテーマの展示。申当日
直接会場へ。
■学習会
　10月19日、14～16時。11月3日
に開催する作家・澤口たまみさん
の虫との付き合い方などを学ぶ講
演会をより楽しむための予備知識
を身に付ける。定員30人。申9月
1５日～10月18日にあつぎ郷土博物
館へ。先着順。
　いずれも無料。会場、問い合わ
せはあつぎ郷土博物館☎225-2515。

企画展「木とくらし・ヤマ
の木 ､サトの木 ､鎮守の木」

■企画展
　9月21日～11月4日、9～17時。

木製民具や木への信仰心などから
木と人の関係を知る展示。
■関連講座
　①9月21日。「里山再考」がテー
マの講演。定員100人②9月29日。

「木ごころを知る」がテーマの講
演。定員100人③10月13日。「木の
道具を考える」がテーマの講演。
定員100人④10月14日。職人から
大山独

こ

楽
ま

作りを学ぶ。定員20人（30
人まで見学可）。
　いずれもあつぎ郷土博物館。関
連講座は14〜16時。無料。申当日
直接会場へ。先着順。問あつぎ郷
土博物館☎225-2515。

あつぎ古民家岸邸の十三夜
　10月2～14日（7・8日を除く）、
10～1５時。古民家岸邸。ススキや
団子などを飾り、月見の風習と秋
を感じる。民話のおはなし会=10
月５日、10～14時。無料。問あつ
ぎ郷土博物館☎22５-2５1５。

青春劇場
■唄う！青春劇場カラオケ大会
　10月５日、14時4５分 ～16時。 ゲ
ストは浪

な み

ちひろ。

■あつぎ青春劇場落語会
　10月26日、11時～12時30分。出
演は柳

やなぎ

家
や

小
こ

んぶ。
　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。

厚木市民朝市
　日曜、５時30分～7時（10月から
は6～7時）。文化会館駐車場。市
内産の新鮮で安心・安全な農産物
や加工食品などを販売。10月20日
は特別市「設立4５周年記念朝市」
として、買い物した方に先着で記
念品をプレゼント。特別販売の他、
湘南ひらつかふれあいマーケット
が特別出店。問農業政策課☎22５-
2801。

夕焼け市
　水曜、16～17時。荻野運動公園。
市内産の新鮮で安心・安全な農産
物や加工食品などを販売。10月30
日は「ありがとうフェア」として、
買い物した方に先着でプレゼント
あり。問農業政策課☎22５-2801。

《「催し」は2面に続きます》

10月
日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

9月
日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30



　市が管理している公園など221カ所1221灯具を、今年
の11月までに全てＬＥＤ化します。器具の寿命が長く、電
気代は年間でこれまでの42％に抑えられる見込みです。

問公園緑地課☎︎225-2412

１年間の維持管理費を
約200万円削減 公園の照明をＬＥＤ化

◆電気代年間58％減
◆CO 2排出量68％減
◆ 機器の寿命が約5倍

となり、交換の手間・
費用を軽減

◆ 2020年の高圧水銀ラ
ンプ全面廃止に対応

ＬＥＤ照明導入のポイント

市内全ての公
園灯をＬＥＤに
するのは県内
初だBoo~!!

既にＬＥＤ化された
厚木中央公園の照明

導入前 導入後

既設照明
年間経費

1850万円/年
LED導入後
年間経費
1650万円/年

契約変更に
よる電気代
の低減

維持管理
費の削減

賃貸借（10年契約）で運用した場合の年間コストイメージ（税込）

　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。 問文化生涯学習課☎225-2508

第57回 市民文化祭 10月19日～11月10日

電気代
1700万円

電気代
720万円

賃貸借
930万円

削減効果修繕費150万円 削減効果
200万円/年

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 検索厚木市　市民文化祭
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謡曲
歌踊・ダンス

「厚木愛甲地区
中学校文化連
盟芸術祭」
音楽発表会・
演劇発表会

日舞 民謡・
剣詩舞

音楽発表会
歌謡 地域文化

芸能発表 相模人形
芝居特別
公演

詩吟
義太夫

郷土芸能
発表会

囲碁大会
箏曲

公募団体
発表会

（ミュージカル）盆栽・山野草展 茶会
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フラワーデザイン展 ユネスコ祭
※① せ

相模人形
芝居ふれ
あい体験
※②

華道展

川柳会
歌会 俳句会

茶会 美術・陶芸・手工芸展 書道展、写真展
川柳・短歌・俳句展 菊花展

文化財巡り※③

※①外国の方と料
理を作って交流。
小学生以上50人。
500円（小学生300
円）。申10月18日ま
でに電話で厚木ユ
ネスコ協会・石井
☎080-9296-2284
へ。先着順。

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

※③9時に本厚
木駅北口集合。
林・王子周辺の
文化財などを見
学。無料（交通
費は実費）。申
当日直接集合場
所へ。

２

市民ふれあいマーケット
　9月22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。
問環境政策課☎22５-2749。

厚木東部ふれあい市　
　9月22日、9～1５時。厚木中央公園。
地元商店の出店、野菜と果物の詰
め放題、お米の重さ当てクイズ、
スタンプラリー抽選会など。「市民
ふれあいマーケット」と同時開催。
問市商店会連合会☎244-3940。

ネイチャーゲームで秋を体感！　
　10月26日、10～12時。ぼうさい
の丘公園。五感を使って秋の自然
を楽しむ。市内在住の小・中学生
と保護者30人（小学生は保護者同
伴）。無料。申直接またはハガキ、
ファクスに講座名、〒住所、氏名（ふ
りがな）、性別、生年月日、電話番
号、学校名、学年を書き、9月30
日（消印有効）までに〒243-0018
中町1-1-3青少年課☎22５-2５80・薨
224-9666へ。抽選。 申172881

七沢自然ふれあいセンターの催し
■親子森のようちえん・秋
　11月4日、10～1５時。秋の森の探
検、たき火、工作、森遊びなど。
市内在住の未就学児の親子70人。

3５0円（材料費、保険料）。 申
192443
■親子収穫体験サツマイモ
　11月17日、9時30分 ～1５時。 ハ
イキングや収穫体験、おやつ作り
など。市内在住の親子70人。4５0
円（材料費、保険料）、3歳未満4５
円（保険料）。 申192430
■大人のための外遊びクラブ・日
向山登山
　11月10日、10～1５時。日向山登
山など。市内在住在勤在学の18歳
以上20人（高校生不可）。５00円（材
料費、保険料）。 申192444
　いずれも七沢ふれあいセンター。
申直接、電話またはファクスに催
し名、〒住所、電話番号、参加者
全員の氏名（ふりがな）、性別、年
齢を書き、10月20日までに七沢自
然ふれあいセンター☎248-3500・
薨248-4708へ。抽選。

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22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）。申当日9
時から観覧券を販売。 192403 
■マタニティプラネタリウム
　11月3日、13～14時。生演奏を
聴きながら星空観賞。妊婦と20歳

以上の付き添いの方78人。託児あ
り（1歳～小学3年生10人。9月22
日～10月12日に要予約。先着順）。
200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。 192404 
■天体観望会
　10月５日、18～20時。秋の星空を
天体望遠鏡で観察。定員90人。無
料。申9月21日（市外の方は22日）
9時から電話で受け付け。 192414
■ミニ工作教室「のぼり人形、月へ」
　10月13日、13時30分～14時。2
本の糸を動かすと、月へ上る人形
を作る。定員3５人。無料。申当日
10時から整理券を配布。 192412
■おもしろ実験「月の見方 教えます」
　10月13日、14時30分～1５時。工
作と実験で月の観察方法を紹介。
小学生以上10人。無料。申当日10
時から整理券を配布。 192413
■土曜科学実験室「雲をつかもう」
　10月26日、13時30分～1５時30分。
雲を作る実験で仕組みを探る。小
学生以上30人（付き添いの方も要
予約）。無料。申10月５日（市外の
方は6日）9時から電話で受け付け。

192411
■昼寝タリウム
　木曜、12時1５分～12時4５分。満
天の星の下、プラネタリウムで
ゆったりと過ごす。定員90人。
200円（中学生以下５0円）。申当日

9時から観覧券を販売。 182964
　いずれも先着順。会場、問い合
わせは子ども科学館☎221-4152。

きみも図書館マスターにな
ろう！初級・中級編

　10月26日、10～12時。中央図書
館。問題に挑戦して本を探すこつ
を学ぶ。市内在住の小学生10人。
無料。申10月1日から中央図書館
☎223-0033へ。先着順。

アミューあつぎに「夢
ゆ め

未
み

市
い ち

」
が特別出店

　9月21日、10～14時。アミュー
あつぎ。JAあつぎ農産物直売所

「夢未市」が特別出店。朝採れの
新鮮な地場産野菜や厚木産の米

「はるみ」などを販売。問商業に
ぎわい課☎22５-2834。

婚活ツアー & セミナー第 2 弾
　10月27日、10～17時。博物館な
どを巡り市の歴史に触れながら出
会いを見つける。3000円（食事代
など）。市内在住在勤または市内在
住の親がいる30～4５歳の男女各20
人。申市役所や公民館にある申込
書を、郵送、ファクスで10月9日（必
着）までに〒243-8５11企画政策課
☎22５-24５0・薨22５-3732へ（市HP
からも申し込み可）。抽選。

かながわにじいろトーク
　10月27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）。「仕事」がテーマ
の10・20代の性的マイノリティー
当事者向け交流会。定員14人。
300円（茶菓子代。高校生以下無
料）。申10月2５日、17時までにか
ながわにじいろトーク事務局☎
04５-306-6769へ（HPからも申し
込み可）。先着順。問県人権男女
共同参画課☎04５-210-3640。

インターナショナルティーサロン
　10月13日、14～16時。あつぎ市民
交流プラザ。外国籍市民との交流
や日本語スピーチ発表会。日本語
での会話も可。200円（小学生以下
無料）。申当日直接会場へ。問市民
協働推進課☎22５-221５。 192369



　玉川小には今、26人が
学区外から通学していま
す。家と離れた学校にな
じめるか不安に感じる人
もいますが、すぐに子ど
もたちは打ち解けています。学校では、
学年を超えた交流や、地域の皆さんとの
触れ合いも数多くあります。興味のある
皆さんは、ぜひ説明会や学校見学などに
お越しください。

問文化財保護課☎225-2509

一般公開

あつぎ
郷土博物館

連動企画學藝員のススメ

　太平洋戦争時の金属類回収令
で依知地区の山際中平から供出
された半鐘が、76年ぶりに厚木に
帰ってきました。
　この半鐘は、1943年に当時の
依知村役場に集められた写真が
残っています。溶かされて武器な
どの原料になることを免れ、静岡
県富士市の鉄工所に保管されて
いました。今年、所蔵者から「元
あった地域の博物館に寄贈した
い」との連絡があり、7月19日に博
物館へとやってきました。

問あつぎ郷土博物館☎225-2515

　半鐘は10月1日まで常設
展示コーナーに設置。9月
21日からは第3回企画展「木
とくらし・ヤマの木、サト
の木、鎮守の木」も開始 施設案内▲

供出半鐘、
76年ぶり厚木の地に

第3回

山岡裕子

　博物館の学芸員が、あれ
これを語り倒すコーナー。

　戦時中、日本
全国の鐘の9割
が失われたとい
われ、返却される
ことはまれです。
博物館では、こ
の鐘を10月1日ま
で展示します。
幸運にも生き延
びた「戦争を語
る生き証人」を、
ぜひご覧ください。

半鐘は高さ約50㌢
で、重さは25㌕ほ
ど。火事などを知
らせる役割を担っ
ていた

《日時》 10月18～20日 10～15時
《公開場所》  林神社、福伝寺 （屋内は20

日午前中を除く）、 林大坂
下地蔵堂

市内全域
から

就学可能

林・王子の文化財 玉川小学校で学ぼう小規模特認校

【対象】 市内在住または転入予定の児童
◆保護者説明会
《日時》 10月8日 10～11時
《場所》 玉川小学校
申 前日までに玉川小学校☎248-0015へ。

学務課や市HPにある申請書を、10
月15日～11月13日に直接、学務課
へ。申請要件あり。後日、校長な
どと面談。12月上旬に結果を通知。

　小規模特認校の玉川小学校は、特例
として通学区域外からの入学が認めら
れています。恵まれた自然環境に囲まれ
た学校に子どもを通わせてみませんか。

問学務課☎225-2650

小規模校ならではの温かなつながりを

髙澤崇校長（59）
◆国指定重要無形民俗文化財
　相模人形芝居　林座 特別公演
《日時》 10月20日
       11時～、13時30分～
《場所》  林自治会館
申 当日直接会場へ。無料。

　林自治会館では、相模人形芝居の人
形や舞台道具、土器などを展示。

　旧・林村の貴重な文化財を公開し
ます。普段は見られない福

ふく

伝
でん

寺
じ

位
い

牌
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堂
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の観音像なども観覧できます。

申請
受け付け

３2019(令和元)年９月15日

森林セラピー ® 体験と温泉
■七沢
　10月9日。鐘

か ね

ヶ
が

嶽
だ け

ハイキングコース。
朝採れハーブティーと呼吸法の体
験、七沢温泉（中屋旅館）で入浴。
■飯山
　10月17日。飯山白山森林公園の
散策や、ハンモック、呼吸法の体
験、疲労回復に効果のある体操、
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
　①10月16日。七沢森林公園でのス
トレッチや呼吸法のヨガ体験、七沢
温泉（盛楽苑）での食事・入浴。
定員30人②10月31日。温泉入浴法や
ハンドクリーム作り体験、飯山温泉

（元湯旅館）での食事・入浴。定員
20人③11月6日。看護士の指導によ
るリフレッシュヨガ体験や飯山温泉

（ふるさとの宿）での食事・入浴、「今
日から実践！生活習慣病を防ぐ食事」
がテーマの講演。定員30人。
　いずれも9時30分〜14時30分。
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。

観光ボランティアガイド
協会の催し

■依知の日
に ち

蓮
れ ん

上
しょう

人
に ん

の旧跡を辿
た ど

る
　10月10日、9時30分～12時30分。
観光ガイドと宝

ほ う

泉
せ ん

寺
じ

、妙
みょう

傳
で ん

寺
じ

、依
知神社などを巡る。
◆江戸庶民の大山詣り歴史ハイキング
　10月24日、9時 ～14時30分。 観
光ガイドと大山阿夫利神社、コマ
山道、大山寺などをハイキング。
　いずれも定員40人。500円（資料・
保険代）。申10月■3日◆9日まで
に東丹沢七沢観光案内所☎248-
1102へ。先着順。

2019 あつぎウオーク
　10月27日、9時～。南毛利スポー
ツセンターから七沢・森の里方面を
歩く。①健脚コース約1５㌔②ファミ

リーコース約10㌔。市内在住在勤在
学の小学生以上。300円（小・中学
生は無料）。完歩賞として市内産新
米を贈呈。申ハガキ、ファクス、Eメー
ルに希望のコース、〒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☎247-
7212・薨248-71５1・  info@atsugi-
taikyo.or.jpへ。 申192431

秋季兼市選手権グラウンド・
ゴルフ大会

　10月24日（雨天時は28日）、9時
20分～1５時。及川球技場。32ホー
ルを男女別で最小打数を競う。市
内在住の方300人。600円。申ハガ
キに〒住所、氏名、年齢、性別、
電話番号を書き、9月26日（必着）
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。

グラウンド・ゴルフ女子の会
　11月6日（雨天時は11日）、10～
14時。及川球技場。32ホールで最
少打数を競う。市内在住でスコア
カードを記入できる女性。600円。
申直接またはハガキに〒住所、氏
名、年齢、電話番号を書き、10月
10日（必着）までに〒243-0022酒
井21５9-9市グラウンド・ゴルフ協
会・坂田☎228-2333へ。

M
み

E-B
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YO フェスタ 2019
　10月12日、10～16時。未病バレー
ビオトピア（大井町）。表情筋を
ストレッチするフェイシャルヨガ
で世界記録を目指す。ゲストはも
もいろクローバーZの高城れにさ
ん。定員2000人（ギネスイベント）。
無料。申ハガキに代表者の〒住所、
氏名、電話番号、参加人数を書き、
10月7日（必着）までに〒2５0-0034
小田原市板橋8５8小田原プロモー
ションフォーラム☎046５-20-9166
へ（HPからも申し込み可）。抽選。

F
フ ァ ン
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IFE あつぎ子ども食堂
　9月20日、17時30分 ～20時（19時
30分まで受け付け）。荻野公民館。
夕食作りやレクリエーション、宿題
など。乳幼児～中学生と保護者５0

人。100円（保護者300円）。申当日
直接会場へ。先着順。問市民団体
Fun LIFE・望月☎090-4363-8420。

厚木地区食品衛生協会
サイエンスカフェ

　11月2５日、14時30分～16時30分。
厚木アーバンホテル。「箱根の魅力
を火山と温泉からひも解く・ブラタ
モリ的観点から」がテーマの講演。
定員30人。1000円（飲み物・お茶菓
子代）。申電話またはファクス、Eメー
ルに、講座名、〒住所、氏名、電話・
ファクス番号、Eメールアドレス、参
加人数を書き、11月14日までに厚木
地区食品衛生協会☎・薨222-7643・

afha@h9.dion.ne.jpへ。抽選。

市民吹奏楽団第 50 回記念定期演奏会
　9月22日、1５時～。文化会館。
吹奏楽オリジナルやオーケストラ
アレンジなどの演奏。定員1300人。
当日券５00円（前売り券400円）。
申文化会館や厚木楽器でチケット
を販売。先着順。問市民吹奏楽団・
古野☎090-2164-8364。

森の S
エスディージーズ
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itness
　10月20日、10～14時（雨天中止）。

県立七沢森林公園。SDGs達成に取
り組む団体の活動紹介や地元の名
産品の販売、太極拳体験、発生材
を活用したクラフト体験など。入場
無料。問七沢森林公園☎247-9870。

暮らしと事業に関するよろず相談会
　10月14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。申当日直接会場へ。問県司法
書士会厚木支部☎223-3206。

講　座

i

気にするだけの毎日にサヨ
ナラ！血圧ミラクルチェンジ

　10月31日、14時～1５時30分。依知
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9月17日から健康づくり課☎22５-
2201へ。先着順。 192426

《「講座」は4面に続きます》



４

健康運動指導士による
未病運動講座

　10月8・22日、①9時30分～②10時
15分～③11時～（各回30分）。保健
福祉センター。健康運動指導士に
よる正しい歩き方、腰痛・膝痛予
防の運動、おなか回りをスッキリ
させる体操などのアドバイスと実
技。20歳以上。無料。申当日直接
会場へ。問健康づくり課☎225-
2201。 192021

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、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。無料。申
当日直接会場へ。問介護福祉課☎
225-2388。 192014

歯と歯ぐきの健康相談
　10月①23日②28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。
参加者には、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。 ①192135②192136

フレイル（虚弱）チェック
　10月9日、13時30分～15時30分。
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、9月27日 

（必着）までに〒243-8511介護福祉
課☎225-2388へ。抽選。 申192016

情報プラザのパソコン講座
■初心者向け表計算講座
　10月8・15・22・29日（全4回）、
9時30分～。表計算ソフトでデー
タ入力、表や関数、グラフの作成
などを学ぶ。2000円。 申192398
■未経験者向けパソコン講座
　10月11・18・25日（全3回）、13
時30分～。文字入力、インターネッ
トの使い方、セキュリティー対策
などを学ぶ。1500円。 申192399
■初心者向け文書作成スキルアップ講座
　10月13・27日（ 全2回 ）、9時30
分～。文書作成ソフトで文書の作
成・編集・印刷などを学ぶ。1000
円。 申192400
■初心者向けインターネット活用講座
　10月15・22日（全2回）、13時30分
～。インターネットの基本的な使
い方や検索方法、セキュリティー対
策などを学ぶ。1000円。 申192401
　いずれも情報プラザ。各回180
分。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・
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。

生涯現役をめざすシニア
世代の生き方・働き方

　10月26日、10～12時。あつぎ市
民交流プラザ。日本の現状や年金
制度、働き方を学び、今後のライ
フプランを考える。市内在住在勤
在学の方30人。託児あり（1歳～
小学3年生。要予約）。無料。申直
接、電話またはハガキに〒住所、
氏名（ふりがな）、電話番号、託児
の有無（子どもの氏名、ふりがな、
生年月日）を書き、10月9日（必着）
までに〒243-8511市民協働推進課
☎225-2215へ。抽選。 申192358

女性 happy ビジネススキ
ルアップ講座

　11月9・16日（全2回）、10～16時。
あつぎ市民交流プラザ。ワーク・
ライフ・バランスややる気をコン
トロールする方法を学ぶ。全日程
受講できる女性30人。無料。託児
あり（1歳～小学3年生。要予約）。
申直接、電話またはハガキ、ファ
クスに〒住所、氏名、電話番号、
託児の有無（子どもの氏名、ふり
がな、生年月日）を書き、10月15
日（必着）までに〒243-8511市民協
働推進課☎225-2215・薨221-0275
へ。抽選｡ 申192407

事業承継セミナー
　10月15日、14～16時。あつぎ市
民交流プラザ。中小企業診断士か
ら事業承継を学ぶ。無料。申電話
またはファクスに〒所在地、事業
所名、電話番号、参加者氏名、人
数を書き、9月30日までに産業振
興課☎225-2832・薨223-7875へ。

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
　11月12・19・26日、12月3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。定員40人。無料。申
直接、電話またはハガキに講座名、
〒住所、氏名（ふりがな）、電話番
号、日本語講師経験がある場合は
経験年数を書き、10月15日（必着）

までに〒243-8511市民協働推進課
☎225-2215へ。抽選。 申192409
■講師募集
　《活動日》①月曜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。 
申市民協働推進課☎225-2215へ。

危険物取扱者試験・受験
準備講習会

　《試験》12月1日（時間は試験の
種類により異なります）。慶応義塾
大学（横浜市）。申消防本部や各
分署にある申込書を、郵送で10月
11～24日（消印有効）に〒231-0015
横浜市中区尾上町5-80消防試験研
究センター☎045-633-5051へ。10
月8～21日 に 消 防 試 験 研 究 セ ン
ターHPでも受け付け《受験準備
講習会》11月2日、愛川町消防本部。
9550円。申10月1日から予防課☎
223-9369へ。

応急手当普通救命講習
　10月17日、13時30分～16時30分。
消防本部。心肺蘇生法や止血法、自
動体外式除細動器（AED）の取り
扱いなど。市内在住在勤在学の中
学生以上30人。無料。申9月26日～
10月7日に救急救命課☎223-9365
へ。抽選。 申182893

市立病院講演会「変形性
膝関節症について」

　10月15日、14～15時。市立病院。
変形性膝関節症を専門医が解説。
定員80人。無料。申10月3日までに
病院総務課☎221-1570へ。抽選。

申192492

体育協会のスポーツ教室
■バドミントン教室
　10月1・4・8・11日（全4回）、19時
～。市内在住在勤在学の方30人（児
童・生徒を除く）。2000円。 申
192433
■ジュニアバレーボール教室
　10月19・26日、11月9日（全3回）。
18時30分～。市内在住の小学生20
人。無料。 申192434
　いずれも南毛利スポーツセン

会　場 日　程 催し名

あつぎ
アートギャラリー

（あつぎ市民
　交流プラザ）

10月2～7日 文化刺繍、リリアン飾り作品展

10月2～8日 アカンサス絵画展
パステル秋桜 第17回展

10月3～7日 内
う ち

谷
た に

雅
ま さ

史
ふ み

作陶展（展示販売）

10月9～15日 ストロボ第8回写真展示会
第6回フォト倶楽部写悠研写真展

10月10～14日 呂久呂屋陶芸教室作品展・作品販売

10月19 ・ 20日 第57回市民文化祭フラワーデザイン展
第57回市民文化祭華道展

10月22～28日 第57回市民文化祭美術・陶芸・手工芸展
10月30日～11月5日 第57回市民文化祭書道展

ロードギャラリー
（厚木地下道）

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）

10月18日～11月20日 ホストタウン交流事業パネル展
鉛筆画展

問あつぎ市民交流プラザ
☎225-251010月の

動 物
愛 護
週 間

野良猫に餌をあげている方

　動物も、動物が
好きな人も苦手な
人も幸せに共生す
るため、動物との
関わり方を見つめ
直しましょう。
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締め切り
　健康づくりでポイントをため
ると、抽選でプレゼントが当た
る事業の第１回応募締め切りが
迫ってきました。奮って応募し
てください。
■対象　市内在住在勤在学の方
■プレゼント
　市内で使える商品券や、友好
都市の物産引換券
■申し込み
　市役所本庁舎、保健福祉セン
ター、公民館などにあるポイン
トカードを、郵送で9月30日（必着）
までに〒243-8511健康長寿推進
課☎225-2174または応募箱へ。

市役所本庁舎や公民館に
ある応募箱へ

切手（10月1日以降63円）を貼っ
てポストからも応募できる

9/20～26

問生活環境課☎225-2750

ペットを飼っている方

❶餌をあげたら飼い主と
して自覚を持つ
❷餌を食べ終えた容器を
片付ける
❸猫用トイレを設け、毎
日掃除する
❹不妊・去勢手術を受けさ 
せる※市の助成制度あり❶繁殖を望まない場合は不妊・去

勢手術を受けさせる
❷動物から人に感染する病気の知
識を持つ
❸所有者を明確にするため、鑑札や
マイクロチップ、足環などを着ける
❹生後91日以上の犬を飼う場合、
登録や予防注射を受けさせる
❺散歩中のふんは持ち帰り、引き
ひもを着ける
❻災害に備える
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ター。各回120分。基礎技術の講習。
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、9
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。

子育て支援員研修
　11月1日～12月3日（全1～8回）。
文化会館他。子育て支援員に必要
な知識を学ぶ。県内で保育や子育
て支援に従事する方または従事希
望の方各60～80人。1000～2444円。
申9月30日までに㈱ポピンズHPか
ら申請。詳しくはHPに掲載。抽選。
問㈱ポピンズ☎03-3447-5826。

冬・春花壇を作ろう
　10月11日、10時～11時30分。ぼ
うさいの丘公園。冬・春用の花壇
苗をきれいに保つ方法を学ぶ。市
内在住在勤在学の方80人。無料。
申ハガキ、ファクスに講座名、〒住
所、氏名（ふりがな）、電話番号
を書き、9月30日（消印有効）ま
でに〒243-0036長谷626-1環境み
どり公社☎225-2774・薨248-9502
へ。抽選。 申192427

緑の講座
　10月16・23・30日（全3回）、10時～
11時30分。ぼうさいの丘公園。有毒
な園芸植物や雑草の利用などの講
座。市内在住在勤在学の方80人。無
料。申ハガキ、ファクスに講座名、
〒住所、氏名（ふりがな）、電話番号
を書き、9月30日（消印有効）までに
〒243-0036長谷626-1環境みどり
公社☎225-2774・薨248-9502へ。抽
選。 申192340

消費者問題講演会
　10月24日、13時30分～15時。厚
木商工会議所。消費生活アドバイ
ザーによる「インターネットの仕
組みと最新問題」の講演。定員
100人。手話通訳あり。託児あり 

（1歳～小学3年生5人。10月7日ま
でに要予約。先着順）。無料。申
直接、電話またはファクスに〒住
所、氏名、電話番号を書き、9月

17日から消費生活センター☎225-
2155・薨294-5801へ。先着順。
申192381

税を考える週間協賛行事
「地域ふれあい講演会」
　10月24日、18時～19時50分。文化
会館。アパホテル㈱の元

もと

谷
や

芙
ふ

美
み

子
こ

社長による「私が社長です」がテー
マの講演。定員1400人。無料。申
厚木法人会☎221-1055へ。先着順。

食品衛生責任者講習会
　10月1日、14時 ～15時30分。 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。給食・製造業以外
の全業種の方250人。無料。申食
品衛生責任者手帳などと筆記用
具、営業許可証に記載されている
11桁の許可番号を持ち、当日直接
会場へ。先着順。問厚木保健福祉
事務所☎224-1111。

小児慢性特定疾病講演会
　10月17日、14～16時。厚木合同庁
舎。国立成育医療研究センターの
講師による「病気や障がいをもつ
児のきょうだい児への支援・とも
に歩む家族の力を高めるために」
がテーマの講演と交流会。小児慢
性特定疾病児などの子どもと保護
者や関係者など。託児あり。無料。
申10月10日までに厚木保健福祉事
務所☎224-1111へ。

キャリアカフェ2019・
人生100歳時代を生きる

　10月14日、13～16時。海老名市文
化会館。時代に合った働き方や生
き方を学ぶワークショップや相談
など。無料。申電話またはファク
スに〒住所、氏名、電話番号を書
き、10月3日までに日本キャリア・
コンサルタント協会☎・薨0466-
53-4111へ（協会HPからも申請可）。

勤労者福祉サービスセンターの講座
■知って得する法人税節税対策セミナー
　10月16日、19～21時。法人経営
者向けの節税対策。 申600417
◆個人事業主のための法人成りセミナー
　10月23日、19～21時。個人事業

と法人事業の違いや法人税の節税
方法。 申600418
　いずれもあつぎ市民交流プラ
ザ。市内在住在勤の方20人。無料。
申ハガキ、ファクスにセミナー名、
〒住所、氏名（フリガナ）、年齢、
電話・ファクス番号を書き、■9
月30日◆10月15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・薨
206-4611へ。抽選。

視覚障がい者の点字体験教室
　10月30日、10～12時。保健福祉セ
ンター。点字を生活に取り入れる
きっかけをつくる。市内在住で視
覚障がいのある方20人。無料。申
電話またはファクスに、講座名、
〒住所、氏名、電話番号を書き、
9月15日～10月16日に社会福祉協
議 会 ☎225-2789・薨222-7440へ。
先着順。

シニア世代の防災講座
　10月31日、11月2日。12時30分
～16時。県総合防災センター。避
難所設営・地震体験など。50歳以
上50人。無料。申往復ハガキに〒住
所、氏名（フリガナ）、電話番号、
希望日を書き、10月17日（必着）
までに〒243-0026下津古久280県
総合防災センター☎227-0001へ

（県HPからも申し込み可）。先着 
順。

子育て
赤ちゃんからできるスキンケア
と食物アレルギーへの対応

　10月31日、14時～16時30分。保
健福祉センター。小児科医と看護
師による講座。市内在住の方30人

（1歳未満同伴可）。託児あり（1歳
以上の未就学児15人。9月17日か
ら要予約。先着順）。無料。申9月
17日から健康づくり課☎225-2597
へ。先着順。 192397

スーパーエンジョイタイム・
お山へ行こう

　10月26日、10時～12時30分。七沢
森林公園他。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。1組100円。申
10月15日までに子育て支援センター
☎225-2922へ。抽選。 申192423

あそぼう！まなぼう！
まめの木タイム

　10月1日、11～12時。飯山中部
児童館。乳幼児と保護者20組程度。
発達に関するミニ講座、手遊び、触れ
合い遊びなど。申当日直接会場へ。
問療育相談センター☎225-2252。

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。10月

1・15・2９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

2・1６・３0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

３・17・３1日 長谷公園
毛利台児童館

14：30～15：10
15：30～16：00

４・1８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

８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

９・2３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

10・2４日 山際公園
西ノ久保公園

14：00～14：45
15：20～16：00

11・25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 問子育て支援センター☎225-2９22

《「子育て」は6面に続きます》

1日 中依知・王子 15日 荻野新宿

2日 上依知・妻田 1６日 下古沢・温水恩名

３日 森の里・戸室・厚木ガスリセ 17日 愛甲原・上落合

４日 古松台・愛名老人憩の家 1８日 妻田東・七沢

7日 荻野 21日 愛甲・小野

８日 三田 2３日 下川入・上戸田

９日 宮の里 2４日 山際・緑ケ丘・金田

10日 飯山中部・及川 25日 岡田・藤塚

11日 鳶尾・上荻野 2８日 浅間山

　愛名老人憩の家、厚木ガスリセ以外は全て児童館。
保護者・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 1９2４1６
10月

日時　10月25日　12時～14時30分
場所　レンブラントホテル厚木
対象　市内在住で未就学児の保護者
24人（託児あり。1歳以上24人。10
月4日までに要予約。先着順）
費用　1500円
申子育て支援センターや公民館、市
HPにある申込書を、郵送またはファ
クスで10月4日（必着）までに〒243-
8511子育て支援センター薨223-1684
へ。抽選。

水野紗希
バイオリニスト
としての活動 
と育児を両立

山下俊輔
ギタリスト・
作曲家として
活躍中

【対象】3歳～就学前
【開園時間】7時30分～19時
【保育時間】9～14時（時間外は預かり保育）　
【休業日】土・日曜、夏・冬休みなど（預かり保育は可）
【保育料】無償（無償化上限額を超える保育料や、対象外の費用は、施
設が定める額の支払いが必要）※対象や時間などは施設ごとに異なる。

　市内では、１7園が特色ある教育に取り組み、
子どもに合った園を探せます。全園で預かり
保育を実施しているため、共働き世帯でも安
心です。預け先に幼稚園を選んでみませんか。

幼稚園に行こう楽しく
学べる

　2020年度の新入園児の受け付けが始まります。募集
要項や願書は10月15日から各園で配布します。見学の申
し込みなど、詳しくは希望の園に問い合わせてください。

11月～願書
受け付け開始

問こども育成課☎225ｰ22６2

10月から幼児教育・保育無償化がスタート

子育てリフレッシュ講座
　育児を離れ、食事と
音楽でリフレッシュし
ませんか。
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中央図書館の催し
■おはなし会
　10月5・6・12・13・19・20・26・ 
27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
　10月16・17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。
■ブックスタート
　①9月18日②10月16日、10時30分
～11時30分＝あつぎ市民交流プラ
ザ③9月24日、10時15分～11時45分
＝毛利台児童館④10月2日、11時30
分～12時＝保健福祉センター⑤10
月3日、10時15分～11時45分＝森の
里児童館。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、事前に予約の上、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。
　いずれも無料。申当日直接会場
へ。問中央図書館☎223-0033。

一緒に伸ばす赤ちゃんの発達
　10月25日、10時～11時30分。保健
福祉センター。理学療法士による

「子どもの発達を促す体を使った
遊び」がテーマの講義と親子遊び。 
市内在住の7カ月～1歳6カ月の歩
き始め前の子どもと保護者20組。
無料。申9月17日から健康づくり課

☎225-2597へ。先着順。 192066

ベビーマッサージ
　10月①11日②25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
ちゃんとの関わり方を学ぶ。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①9月
25日～10月4日②10月9～18日に子
育て支援センター☎225-2922へ。
抽選。 申①192417②192418

親子ふれあい遊び
■2歳児
　10月18日、①10時～②11時～（各
回40分）。市内在住の2歳児と保護者
各回15組。 申①192421②192422
■7カ月から歩き始めの子ども
　10月30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各回15組（既受
講者を除く）。 申③192419④192420
　いずれもあつぎ市民交流プラ
ザ。親子で触れ合い遊びを楽しむ。
無料。申10月①②11日③④23日ま
でに子育て支援センター☎225-
2922へ。抽選。

募　集
市民ふれあいマーケット
の出店者を募集

　家庭で不用になった品物を販売
する出店者を募集します。
　《日時》10月20日（雨天中止。

環境フェアと同時開催）、10～14
時《会場》厚木中央公園《内容》
日用雑貨や衣料品など（手作り品、
食品、動植物は不可）《対象》市
内在住の方90店舗（高校生以下は
不可）《出店料》500円。申往復ハ
ガキに〒住所、参加者全員の氏名、
日中に連絡が取れる電話番号、販
売品目、自動車使用の有無（1店
舗1台まで）・ナンバー、返信先を
書き、9月30日（消印有効）まで
に 〒243-8511環 境 政 策 課 ☎225-
2749へ。1団体1応募まで。抽選。

市立病院職員を募集
■看護師
　《試験日》11月10日《対象》1985
年4月2日以降生まれで①看護師ま
たは助産師資格を持つ②2020年の
国家試験で取得見込み―のいずれ
かに該当する方。
◆身体障がい者（任期付き職員）
　《職種》診療情報管理士、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《対象》1985年4月2日
～98年4月1日生まれで①身体障害
者手帳を持つ②活字印刷文による
出題に対応可能③資格を持つまた
は取得見込み―の全てを満たす方
若干名。
　いずれも詳細は募集要項に掲
載。申市立病院やHP、市役所本
庁舎、本厚木・愛甲石田駅連絡所
にある申込書を、直接または郵送
で■10月30日◆11月2日（消印有
効）までに〒243-8588水引1-16-
36病院総務課☎221-1570へ。

「きれいな道づくり活動」
道路清掃ボランティア募集

　10月26日、10～12時。本厚木駅周
辺の道路清掃。定員50人。申電話ま
たはファクスに本厚木コース、〒住
所、氏名、電話番号を書き、10月15
日までに県道路管理課☎045-210-
6359・薨045-210-8886へ。先着順。

「T
ト ビ オ

obioギャラリー
写真まつり」の作品を募集

　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。申直接、Tobioギャ
ラリーまたは郵送、Eメールで10
月25日（必着）までに〒243-0297
飯山1583東京工芸大学工学部建築
学科森田研究室☎242-9528・
tobioproject@yahoo.co.jpへ。

「あつぎつつじの丘公園もみじまつり！
2019」出演者・出演団体募集

　《日時》11月16日（雨天順延）、
10～15時《場所》あつぎつつじの
丘公園《対象》コーラス、ダンス、
演奏などで活動する個人または団
体。申ハガキにイベント名、個人
またはチーム名と参加人数、〒住
所、代表者氏名（ふりがな）、電
話番号を書き、10月6日（消印有効）
までに〒243-0036長谷626-1環境
みどり公社☎225-2778へ。抽選。

お知らせ
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
や人権の相談に応じます。
　《対象》市内在住在勤在学の方

《費用》無料。申当日直接会場へ。
問市民協働推進課☎225-2100。

月 日
会場（公民館）

9時30分～　
　11時30分

13時30分～　
　15時30分

10

21 睦合西 小鮎
23 依知北 依知南
24 睦合北 睦合南
25 厚木北 厚木南
28 南毛利 愛甲
29 緑ケ丘 荻野
30 玉川 森の里
31 相川 －

中学校選択制度（隣接区域選択制）
　来年4月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
する学校を選択できる制度です。
申10月15日～11月13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市HPに掲載。

まちの課題解決を目指して 無 料

　市民の皆さんと市が協力し
て事業を実施する「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。
日時　９月29日　13時30分～
場所　あつぎ市民交流プラザ
申当日直接会場へ。
問市民協働推進課☎225-2141

夏バテ予防料理で暑さを吹き飛ばす
　地域の食生活改善に取り組む「厚

あつ

味
み

会
かい

」
の料理教室を体験してきました。夏は食
欲が落ちがちということで、暑い夏を乗
り切るための「夏バテ予防レシピ」を教
えてもらいました。調理したメニューは、
タマネギや香辛料を使った栄養満点のカ
レークリームスープ。料理教室に参加し

たのは初めてでしたが、「キノコは洗わ
ない」「牛乳は最後に入れる」など丁寧
にポイントを説明してくださり、学びな
がら楽しく調理することができました。
新しいアイデアを知れて、普段の料理が
より一層楽しくなりそうです。
　今回は先生にマンツーマンで教えて
もらいましたが、普段の教室では一緒に
参加する人とのつながりもできて、より
一層楽しめると思います。毎日の食事が
健康的でおい
しく、楽しい
ものになるよ
う、これから
も心掛けてい
きたいです。

市民リポーター
岩品　将幸さん（29・寿町）

市民リポ
ーターが

活動を紹
介

夏バテ予防レシピの作り方をリポート

職種・人数　①事務上級B（福
祉）＝3人程度②事務初級＝5人
程度③土木初級＝3人程度
対象 　①1989年4月2日～98

年4月1日生まれで、社会福祉
主事の任用資格を持つまたは
2020年3月末までに取得見込
み の 方 ② ③1998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9月25
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

職
員
募
集

あなたらしさを厚木で生かそう

市民協働提案事業 公開プレゼンテーション
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小学校入学対象者の健康診断
　来年4月に小学校へ入学する子
ども（2013年4月2日～14年4月1日
生まれ）を対象に、健康診断を実
施します。当該日に受けられない
場合は他校でも受診可（要確認）。
詳細は9月中旬に対象の世帯に通知。 
問学務課☎225-2651。
月 日 会場 受付時間

10

8 妻田小 13時40分～14時10分
9 上荻野小 13時15分～13時45分
10 依知南小 13時45分～14時10分
11 玉川小 13時50分～14時
17 森の里小 13時05分～13時20分
23 清水小 12時50分～13時20分
24 毛利台小

13時45分～14時15分25 厚木小
28 三田小
29 愛甲小 13時50分～14時15分
31 依知小 13時40分～14時10分

11

6 戸室小 13時20分～13時40分
7 緑ケ丘小

13時45分～14時15分
8 厚木第二小
11 飯山小 13時20分～13時35分
12 南毛利小 13時15分～13時45分
14 小鮎小 13時20分～13時40分
15 相川小 13時45分～14時10分
19 北小

13時45分～14時
20 上依知小

21
荻野小 13時45分～14時10分
鳶尾小

13時50分～14時10分
25 戸田小

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・中学校の学校規模の適
正化に当たり、児童数が多い厚木
第二小学校と南毛利小学校の通学
区域の一部に在住の方は、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・毛利台小《対象者》
2020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に在
住の方。申教育総務課や市HPにあ
る申請書を、10月15日～12月13日に
直接、教育総務課☎225-2663へ。

青少年発明コンクール作品展示
　9月21日～10月6日。本厚木駅東
口地下道。市内の小・中学生が夏
休みに作った発明品を展示。問産
業振興課☎225-2830。

幼児2人同乗用自転車の購入費を助成
　幼児2人を安全に乗せる専用自
転車の購入費を一部助成します。
　《助成額》購入費の半額（限度
額1万6000円）《対象》6歳未満の
幼児が2人以上いる市内在住の保
護者で購入を予定している方。講
習会の受講が必要。助成条件あり。
詳しくは市HPに掲載《講習会》
10月27日、10時～11時30分。保健
福祉センター。申電話またはファ
クス、Eメールに〒住所、氏名、電
話番号を書き、10月23日までに交通
安全課☎225-2760・薨295-2421・
3400@city.atsugi.kanagawa.jpへ。

リーフ試乗体験会
　10月12日、10～15時。荻野運動
公園。電気自動車リーフに試乗する
体験会。定員15人。無料。詳しくは
市HPに掲載。申10月10日までに
環境政策課☎225-2749へ。先着順

（余裕がある場合は当日参加も可）。

9月21日は世界アルツハイマーデー
　認知症に関する思いや願いを書
いた短冊を10月1～15日に市役所
本庁舎に展示します。詳細は市HP
に掲載。問介護福祉課☎225-2220。

情報プラザの臨時休館
　10月20日は、施設点検のため休館
します。問情報プラザ☎220-2711。

10月から自転車損害賠償責任
保険などへの加入を義務化

　「自転車の安全で適正な利用の
促進に関する条例」の制定に伴い、
加入を義務化します。自転車利用
中の事故で、他人にけがを負わせ
てしまったときに備え、保険に加

入しましょう。問県くらし安全交
通課☎045-210-3552。

不登校に関する相談会・進路情報説明会
　10月13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
の相談会と進路説明会。無料。申
当日直接会場へ。問県子ども教育
支援課☎045-210-8292。 152353

体育施設を無料開放
　10月14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、
弓道、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。申当日直接
会場へ。問体育協会☎247-7212。

献血のお知らせ
　10月4・10・16日、①10～12時②
13時30分～16時。本厚木駅北口。
本厚木献血ルームでは、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☎228-9818。

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》10月16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

（平日10～16時）。

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
制度を利用してください。問厚木
公証役場☎221-1813。

年金の確認は「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見込み
額などをパソコンやスマートフォ
ンから確認できるサービスです。
詳しくは、日本年金機構HPに掲載。
問厚木年金事務所☎223-7171。

広 告

睦
合
中
学
校

睦
合
中
学
校

荻
野
新
宿

荻
野
新
宿

下荻野下荻野

どうけい塚公園どうけい塚公園

中ノ原公園中ノ原公園

清源院清源院
くすのき公園くすのき公園

三田南三丁目三田南三丁目

三
田
南
一
丁
目

三
田
南
一
丁
目

旧
412
旧
412

実施区域
現在の大字界

凡 例

三田三丁目

三田二丁目

三田一丁目

サークルのメンバー募集やイベン
ト情報などを紹介。

◆のゆりまつり2019　10月19日、
11～14時。野百合園。太鼓や演奏
のアトラクション、模擬店、抽選
会など。バザーで販売する品と当
日ボランティアも募集中。入場無
料。問野百合園☎241-7220。
◆健康ストレッチ体操　第1・2・4
金曜、19時20分～20時5分。あつ
ぎ市民交流プラザ。姿勢改善・筋
力増進の体操。定員15人。無料体

験あり。月会費2600円。先着順。
問末冨☎080-5084-8589。
◆ヨガヘルシークラブ　月3回、
13時30分～15時。南毛利公民館。
ゆったりとしたヨガ。20歳以上。
初心者歓迎。月会費2000円。無料
体験あり。問髙野☎229-0703。
◆歌笑会　水曜（月1回）、10時～
11時30分。文化会館。童謡や唱歌
などを歌う。1回1000円。問浜田
☎090-3215-6996。
◆市しあわせクラブ陶芸愛好会　
月2回、①第1月曜・第3水曜②第2・
4月曜。9～15時。老人福祉センター
寿荘。陶芸と作品展示。55歳以上。
入会費2000円、月会費3000円。問
三
み

平
ひら

☎090-6193-9739。

◆女声合唱コールウィア　土曜
（月3回）、10～12時。厚木南公民館。
愛唱歌やアカペラなど。女性の方。
月会費3500円。問大関☎241-8694。
◆花野　第3水曜、9時30分～12時。
老人福祉センター寿荘。エッセー
や自分史を書く。月会費2000円。
問山本☎090-5757-3850。
◆厚木寿囲碁クラブ　火・土曜、
9時30分～16時。老人福祉センター
寿荘。中高年。初心者歓迎。年会
費1500円。問須川☎241-3013。
◆和菓子・華　土曜または日曜（月
1回）、9時30分～12時30分。睦合
西公民館。和菓子を作り、試食す
る。定員25人。1500円。先着順。
問三角☎080-5010-9576。

伝言板　住所を分かりやすく整理するた
め、三田地区の一部で表記方法を
変更します。
　問まちづくり指導課☎225-2420
　新　三田●丁目●番●号� �
　旧　三田●●●番地●

10/15～ 住居表示を実施
三田地区 住所の表記が

変わります

　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 いのちの深呼吸 9月20日まで

新作 キングダム 10月4日まで
※驚音上映あり

新作
それいけ！アンパンマン
きらめけ！アイスの国の
バニラ姫

9月29日まで

新作 幸福なラザロ

9月27日まで新作 劇場版
ファイナルファンタジー
XIV　光のお父さん

新作
帰ってきたムッソリーニ

9月21日
〜10月4日

新作 新聞記者 9月21日
〜10月11日

新作 ジョアン・ジルベ
ルトを探して 9月28日

〜10月11日
新作 愛がなんだ
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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

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

10月15日、９時～11時30分 要予約
10月7・25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
10月10日、９～12時 要予約
10月21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）

９月27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 ９月25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 10月7日、13～16時

市民協働推進課
☎225-2100
（人権相談は
☎225-2215）

※10月は公民館で
実施。詳しくは6面。

総
合
相
談
コ
ー
ナ
ー（
１
階
）

登 記 10月21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

10月28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 毎月第2・4木曜、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 10月3日、13～16時
公 証 人 毎月第1・3金曜、13～15時
行政書士 10月7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

10月10・24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

10月2・15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

10月10・24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

　ストリートダンスを始めて15年になります。
姉のダンス教室に付き添った時に見た、アクロ
バティックな振り付けに衝撃を受け、両親にお
願いして習い始めました。初舞台は2004年の鮎
まつりで、今も毎年出場しています。
　子どもの時はヒップホップやジャズなども習
いましたが、客席からどよめきや歓声が上がる
瞬間が大好きで、インパクトのある振りが特徴
のブレイク一筋にすると決めました。自分だけ
に注目が集まる緊張感と快感は何にも代えがた
いもの。技術だけでなく、服装や雰囲気など自
分の魅せ方が勝敗に影響するのもダンスの面白
いところです。けがで調子が落ちた時もありま
したが、最初にブレイクを教わった師匠が踊る

姿を思い出しながら練習を重ねました。ステッ
プを丁寧に踏む師匠の要素を取り入れたことで
表現の幅が広がり、最近は全国や世界の大会で
も認められるようになって
きました。
　課題はまだたくさんあり
ますが、世界に名が知れ渡
るくらいうまくなって、厚
木のダンス文化を引っ張る
存在になるのが目標です。
幼い自分が憧れたダンスの
格好良さや楽しさを、子ど
もたちや、ダンスが身近で
はない人にも伝えたいです。軽やかにポーズを決める

厚木のダンスシーンを盛り上げたい
ダンサー

内田 聖
さと

士
し

さん（19・栄町）

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

初めて出場を果たした８月の世界大会で４位を獲得


