秋
古民家岸邸の十三夜
古民家岸邸の十三夜

催 し

七沢森のまつり「丸太切り体験」
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薫る︑

催 し
催 し

飯山・七沢へ

七沢森のまつり「野点」

木々が色付く飯山・七沢で、秋
恒例の祭りが開催されます。紅葉
を観賞しながら、ステージや体験
イベントを楽しみませんか。

あつぎ飯山秋の花まつり
《日時》11月3日（雨天順延）
10 時〜15 時
《会場》飯山観音前あつぎ花の里（飯山
5509）
ほか
《内容》5 千本のザルギク観賞や飯山白
龍太鼓の演奏などあ172430 1

あつぎ七沢森のまつり
《日時》11月3日 10 時〜 15時
（前夜祭11月2日、
18時〜2 0 時）
第3回天体観察会
《会場》七沢森林公園内
〜冬の夜空に見る星の一生〜
第3回天体観察会
《内容》
屋台村、足湯、コンサート、
〜冬の夜空に見る星の一生〜
千人猪鍋などあ172431
1
しし なべ

おはようハイキング
第3回天体観察会
《日時》
11月3日 9 時 30 分〜 13 時
〜冬の夜空に見る星の一生〜
《内容》鐘ヶ嶽ハイキングコースを歩く

古民家岸邸の十三夜

かね

が

たけ

《参加費》500円（プレゼントあり）

健康づくり大学 〜温泉と
あ当日 9 時 15 分までに直接、東丹沢
健康づくり大学
〜温泉と 七沢観光案内所へ。あ172432 10
自然で心もからだも綺麗に〜
自然で心もからだも綺麗に〜
きれい
きれい

催 し

七沢森のまつり「千人猪鍋」

催 し

古民家岸邸の十三夜
考えよう
人権のこと
「あつぎヒューマンライツフェスタ」

古民家岸邸の十三夜
アプリで配信中
広報あつぎ▶

広報テレビ・ラジオ番組

イベント情報や街の話題などを
テレビ・ラジオで紹介

催 し

ケーブル AIC「あつぎ元気 Wave」
テレビ ①12 時〜②19 時 30 分〜③22 時 45 分〜
（各15分）

テレビ 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）

tvk データ放送
考えよう
人権のこと
古民家岸邸の十三夜
テレビリモコンの d ボタンを押して、
厚木市
「あつぎヒューマンライツフェスタ」
の一押し情報をチェック
ラジオ FM ヨコハマ
「ラブリーデイ」
（84.7MHz）

12月2日、12時30分～15時10分。
アミューあつぎ。中学生人権作文・
ポスターの表彰式（手話通訳あり）
、
映画「ガールズ★ステップ」の上
映会。定員100人。無料。託児あり
（1
歳～小学3年生）
。あ11月17日まで
森林セラピー
体験と温泉
考えよう 人権のこと
に市民協働推進課☎225-2215へ。
森林セラピー
体験と温泉
「あつぎヒューマンライツフェスタ」
抽選。
ああ172132

健康づくり大学 〜温泉と
考えよう 人権のこと
自然で心もからだも綺麗に〜
「あつぎヒューマンライツフェスタ」
森林セラピー
体験と温泉
きれい

11月7日、9時30分～14時30分。
アロマで癒やしのハンドトリート
メントを楽しむ。定員20人。3500
円(食事・入浴・保険料)。あ10月
15日から東丹沢七沢観光案内所☎
248-1102へ。 先 着 順。あ 172426

毎月第 1・3 火曜、9 時 35 分ごろ（3 分程度）

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
詳しくは 厚木市 ソーシャルメディア

検索

災 害 情 報 のメールマガジン

防災行政無線の内容も配信
登録受付中

東丹沢七沢観光案内所☎248-1102

飯山秋の花まつり会場に咲くザルギク

考えよう 人権のこと
考えよう
人権のこと
「あつぎヒューマンライツフェスタ」
古民家岸邸の十三夜
「あつぎヒューマンライツフェスタ」

催 し

きれい

森林セラピー 体験と温泉
ななさわ森のようちえん
《
七 沢 》11月8日、9時30分
～15
〜森のたんけん隊・冬〜
健康づくり大学
〜温泉と
時30分。七沢森林公園を歩き、七
自然で心もからだも綺麗に〜
沢森林セラピー
温 泉（ 福 元 館 ） を
楽 し む。あ
体験と温泉
きれい

172424《 飯 山 》11月16日、9時30

分～15時。
飯山白山順礼峠を歩き、
健康づくり大学 〜温泉と
飯山温泉（ふるさとの宿）を楽し
自然で心もからだも綺麗に〜
む。
あ172425
いずれも定員は20人。
1000円（入
浴料など）
。あ10月15日から東丹
沢七沢観光案内所 ☎248-1102へ。
先着順。
きれい

ななさわ森のようちえん
ななさわ森のようちえん
〜森のたんけん隊・冬〜
〜森のたんけん隊・冬〜
第3回天体観察会
健康づくり大学 〜温泉と
〜冬の夜空に見る星の一生〜
自然で心もからだも綺麗に〜
12月3日、10時 ～15時。七 沢 自 然
きれい

ふれあいセンター。探検、おやつ作
ななさわ森のようちえん
りなど。市内在住の未就学児と保護
健康づくり大学 〜温泉と
〜森のたんけん隊・冬〜
者50人。350円（材料費、保険料）
。
自然で心もからだも綺麗に〜
あ直接、電話またはファクスに催し
名、〒住所、参加者全員の氏名（ふ
りがな）
、性別、年齢、電話番号を
書き、11月12日までに七沢自然ふれ
あいセンター☎248-3500・あ2484708へ。抽選。ああ172436
きれい

ななさわ森のようちえん
第3回天体観察会
〜森のたんけん隊・冬〜
〜冬の夜空に見る星の一生〜

12月15日、
18時30分～20時30分
（希
ななさわ森のようちえん
望者は宿泊可）
。七沢自然ふれあ
〜森のたんけん隊・冬〜
いセンター。天体の講座と観察な
厚木市民朝市
ど。市内在住の小学生以上50人
（未
成年者は要保護者同伴）
。日帰り
無料、宿泊900円（軽食・リネン代、
保険料）
。あ直接、電話またはファ
クスに催し名、〒住所、参加者全
員の氏名（ふりがな）
、性別、年齢、

アミューあつぎ
ハンドメイドマルシェ

考えよう 人権のこと
森林セラピー 体験と温泉
「あつぎヒューマンライツフェスタ」

厚木市民朝市
ななさわ森のようちえん
〜森のたんけん隊・冬〜

森林セラピー 体験と温泉

アミューあつぎ
ハンドメイドマルシェ

電話番号、宿泊希望の有無を書き、
第3回天体観察会
11月20日までに七沢自然ふれあい
〜冬の夜空に見る星の一生〜
センター☎248-3500・
あ248-4708
へ。抽選。ああ172441

第3回天体観察会
厚木市民朝市
〜冬の夜空に見る星の一生〜
厚木市民朝市

毎週日曜、6時～7時。文化会館駐
車場。市内産の農産物や加工食品
などを販売。10月29日は食欲の秋
フェアとして、秋野菜や加工品を
厚木市民朝市
特別販売します（数量限定）
。 農
業政策課☎225-2801。

アミューあつぎ
アミューあつぎ
ハンドメイドマルシェ
ハンドメイドマルシェ

10月28日、10時～15時。アミュー
あつぎ。約20店舗によるアクセサ
リーや洋服、雑貨などの手作り品
アミューあつぎ
厚木市民朝市
販売など。
商業にぎわい課☎
ハンドメイドマルシェ
225-2834。

青春劇場
厚木市民朝市

①11月18日、15時～16時。唄う！
青春劇場カラオケ大会（ゲスト・
宮川たかし）②11月25日、11時～
12時30分。あつぎ青春劇場落語会
きょう
アミューあつぎ
（出演・柳家喬の字）。
ハンドメイドマルシェ
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。
アミューあつぎ 商業にぎわ
い課☎225-2834。
ハンドメイドマルシェ
《「催し」は2面に続きます》

神奈川工科大学
厚木市子ども科学館の催し

もみじまつり！2017

２

平成31年1月
オープン予定

もみじまつり！2017
もみじまつり！2017
つぎつつじの丘公園。どんぐり
もみじまつり！2017
を使った遊び、歌や踊りのステー
もみじまつり！2017

郷土資料館が新築移転

施設の老朽化と展示室や収蔵場所の不足を解消するため、
郷土資料館を下川入青年の家跡地自然園へ移転します。最新
の空調設備を導入し、保存が難しい文化財の展示や体験学習
ができる総合博物館に生まれ変わります。

の だ て

ジ、野 点（18日のみ）、無料休憩
所 な ど。 環 境 み ど り 公 社225畜産技術センター
2774。

楽しみながら
歴史や文化を
学べる施設に
なるBoo〜!!

「家畜に親しむつどい」
畜産技術センター
畜産技術センター
「家畜に親しむつどい」
「家畜に親しむつどい」
畜産技術センター
10月22日、10時～15時。県畜産
畜産技術センター
「家畜に親しむつどい」
技術センター（海老名市）
。施設
「家畜に親しむつどい」

《場所》県立中央青年の家跡地
（下川入）
内
《概要》１階 企画・常設展示室、体験学習室など
歴史や文化、自然に親しめる展示や体験学習がで
きる市民利用スペース
２階 資料収蔵室
貴重な資料を後世に伝えるための収蔵スペース
（資料数約17万点）

の公開、家畜（子牛・子豚・ヒヨ
コ）の展示、乳搾り・餌やり体験、
地元農畜産物の販売など。 県畜
第9回市民医療フェスティバル
産技術センター☎238-4056。

第9回市民医療フェスティバル
第9回市民医療フェスティバル
11月4日、13時 ～16時30分。 レ
第9回市民医療フェスティバル
ンブラントホテル厚木。東京大学
第9回市民医療フェスティバル

青春劇場
※10月から新築工事が始まります。工事期間中、青年の家跡地
自然園は一部施設の利用ができません。

催 し

青春劇場
青春劇場
青春劇場
青春劇場
古民家岸邸の十三夜

文化財保護課☎225-2515

10月28日～11月5日（30・31日は
除く）、10時～15時。ススキや団
子などの展示を楽しむ《民話のお
はなし会》10月29日、
10時～14時。
月見にちなんだ話や折り紙、昔遊
神奈川工科大学
びを楽しむ。
厚木市子ども科学館の催し
いずれも会場は古民家岸邸。無
神奈川工科大学
料。あ当日直接会場へ。 郷土資
神奈川工科大学172342
厚木市子ども科学館の催し
料館☎225-2515。
あ

厚木市子ども科学館の催し
神奈川工科大学
神奈川工科大学
厚木市子ども科学館の催し
考えよう
人権のこと
厚木市子ども科学館の催し
「あつぎヒューマンライツフェスタ」

■プラネタリウムライブ投影
10月22日、13時30分～14時10分。
「今夜の星空と秋の星の物語」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 172459
■プラネタリウム「きらきらタイ
ム～お星さま、見いつけた！～」
11月15日、①10時～②11時～③
11月19日、10時 ～（ 各 回30分 ）
。
プラネタリウムで物語やクイズな
森林セラピー 体験と温泉
どを楽しむ。乳幼児と保護者各回
90人。200円（乳幼児は無料）
。あ
10月22日（年間パスポートをお持
ちの方は21日）9時から電話で受
け付け。先着順。あ172460
■大人のためのプラネタリウム～

婚活ツアー

第2弾

（仮称）
あつぎ郷土資料館完成イメージ

秋のあつぎで
パートナーを見つけよう

第3回天体観察会

方も要予約）
。無料。あ11月4日（市
星の光のメッセージ～
〜冬の夜空に見る星の一生〜
外の方は5日）9時から受け付け。
11月24日、19時～20時。プラネ
先着順。あ 172466
タリウム内で科学実験を行い、星
の仕組みを解説する。15歳以上90
いずれも会場、問い合わせは子
人（中学生は除く）
。200円。あ11
ども科学館☎221-4152。
月5日（年間パスポートをお持ち
歯と歯ぐきの健康相談
の方は4日）9時から電話で受け付
け。先着順。
10月24・30日、11月13日。9時
あ 172462
健康づくり大学
〜温泉と
歯と歯ぐきの健康相談
～11時30分。保健福祉センター。
■ミニ工作教室「くるりんモン
歯と歯ぐきの健康相談
自然で心もからだも綺麗に〜
歯科衛生士が歯磨きや口腔の悩み
タージュ」
歯と歯ぐきの健康相談
に応える。無料。あ当日直接会場
11月12日、
①13時30分～②14時～。
歯と歯ぐきの健康相談
回すと顔が変わるおもちゃを作る。
へ。歯間ブラシとデンタルフロス
各回35人。無料。あ当 日13時20分
のプレゼントあり。 健康づくり
か ら 整 理 券 を 配 布。先 着 順。あ
課☎225-2201。
172464
骨粗しょう症検診
■おもしろ実験
「紙とはさみで遊ぼう」
11月12日、
13時30分～14時30分。
12月6日 ～8日、9時 ～16時（30
厚木市民朝市
骨粗しょう症検診
紙の切り方でどんな模様ができる
分程度）。保健福祉センター。骨
骨粗しょう症検診
かを実験。定員70人。無料。あ当
密度測定。保健師や管理栄養士
ななさわ森のようちえん
骨粗しょう症検診
による個別相談も実施。市内在
日直接会場へ。先着順。
あ 172463
〜森のたんけん隊・冬〜
骨粗しょう症検診
住の30歳以上の女性で、現在骨
■大人のための科学教室「エレク
粗しょう症の治療や8月の同検診
トロニクス超入門」
を受けていない方450人。800円。
11月18日、
13時30分～15時30分。
電子工作でエレクトロニクスの基
あハガキに検診名、〒住所、氏名、
礎を学ぶ。15歳以上15人（中学生
生年月日、年齢、電話番号、希
アミューあつぎ
は除く）。無料。あ11月4日（市外
望
日（ 午 前・ 午 後 ） を 書 き、11
ハンドメイドマルシェ
もみじまつり！2017
月8日（消印有効）までに〒243の方は5日）9時から電話で受け付
8511健康づくり課☎225-2201へ。
け。先着順。あ 172465
抽選。
■科学工作教室「リモコンロボ」
11月25日、
13時30分～15時30分。
もみじまつり！2017
シンプルな構造のロボットを作
る。小学生以上30人（付き添いの
11月18・19日、10時～15時。あ
きれい

畜産技術センター
「家畜に親しむつどい」

婚活ツアー&セミナー

満員御礼の第１弾では、5組のカップルが誕生しました。
第2弾は、厚木産野菜を使った料理体験を楽しみながら出会
いを見つけるプランをご用意。皆さんの婚活を応援します。
《日時》 11月19日 10時〜17時
第1弾参加者の声
《集合》 市役所西側駐車場
一緒にものづくりをする
《コース》セミナー → 料理体験 → 交流 ことで会話が盛り上がった
（30代・男性）
/セミナーが
プログラム → 告白タイム
楽しく、
リラックスし
《対象》 25歳〜39歳の男女各20人
て参加できた
（30
（男性は市内在住在勤の方のみ）
代・女性）
《費用》 3000円（体験費、食費）
ああ入力フォーム、
または市役所や公民館にある申込書（あから
ダウンロード可）
に必要事項を書き、
11月10日
（必着）
までに郵送、
ファクスで〒243 8511企画政策課あ225 3732へ。抽選。参加者
決定後、
参加料の振り込み方法などをご案内します。
企画政策課☎225-2450

あつぎ介護フォーラム 17
あつぎ介護フォーラム 17
あつぎ介護フォーラム 17
10月28日、13時～17時。レンブ
あつぎ介護フォーラム
17

ラントホテル厚木。認知症に関す
る講演、福祉機器の展示、相談コー
第3回厚木市親睦健康
ナーなど。無料。あ当日直接会場
マージャン地域交流戦大会
へ。
厚木医療福祉連絡会☎222第3回厚木市親睦健康
1259。

第3回厚木市親睦健康
マージャン地域交流戦大会
マージャン地域交流戦大会
第3回厚木市親睦健康
第3回厚木市親睦健康
マージャン地域交流戦大会
マージャン地域交流戦大会

11月19日、9時 ～16時。 老 人 福
祉センター寿荘。市内または隣接
地域在住在勤のアマチュアで成人
の方30組（4人1組）。1組4000円。
あハガキにチーム名、参加者氏名、
〒住所、年代、電話番号を書き、
ふれあいプラザカラオケ
11月10日
（必着）までに〒243-0031
チャンピオン大会
戸室2-22-7同大会事務局・角田へ。
ふれあいプラザカラオケ
先
着 順。 事 務 局・ 戸 塚 ☎090ふれあいプラザカラオケ
チャンピオン大会
5524-0234。

チャンピオン大会
ふれあいプラザカラオケ
ふれあいプラザカラオケ
下水道ふれあいまつり
チャンピオン大会
チャンピオン大会

10月28日、10時～15時。四之宮
管理センター（平塚市）
、扇町管
理センター（小田原市）
。処理場
犬
下水道ふれあいまつり
見学や模擬店など。 県下水道公
社☎0463-55-7438。
ア

シ

ュ

ー

ル

ＡＳＨＬあつぎ子ども食堂

あつぎ国際大道芸
公式ガイドブック販売中

畜産技術センター
ＡＳＨＬあつぎ子ども食堂
あつぎ国際大道芸がもっと楽しめる情報満載の公式
「家畜に親しむつどい」
ア

シ

ュ

ー

ル

ガイドブックを販売中です。市内店舗で使えるお得なク
ーポンも付いています。ぜひお買い求めください。

《定価》100円
《販売場所》市内書店、
第9回市民医療フェスティバル
あつぎYMCAこども食堂
コンビニエンスストア、
厚木市まるごとショップ
「あつまる」など

第9回市民医療フェスティバル

応
あつぎYMCAこども食堂

にぎわい爆発！
あつぎ国際大道芸2017
【日時】11月11・12日 サイエンスカフェ第8弾
11時〜18時
【会場】本厚木駅周辺

あつぎ介護フォーラム 17

1

歯と歯ぐきの健康相談

医学部附属病院医師による「がん
対策の方向性、がん検診受診率向
上を目指して」がテーマの基調講
演など。定員500人。無料。あ当
あつぎ介護フォーラム 17
日直接会場へ。 厚木医師会☎
222-1259。

商業にぎわい課☎225-2834

あつぎ介護フォーラム 17

サイエンスカフェ第8弾
今

堂

堂

堂
堂

会

堂

会
会

講 座

応急手当普通救命講習会
応急手当普通救命講習会
犬のしつけ教室

講 座

サイエンスカフェ第8弾
サイエンスカフェ第8弾
下水道ふれあいまつり
ＡＳＨＬあつぎ子ども食堂
犬のしつけ教室
11月22日、17時30分～21時。睦
ア シ
シ ュ
ュ ー
ー ル
ル
ア
シ
ュ
ー
ル
ア

合北公民館。夕食作りやレクリ
エーション、宿題など。小・中学
生と保護者50人。100円（保護者
300円）。あ当日19時30分までに直
接会場へ。先着順。 市民団体Ａ
ＡＳＨＬあつぎ子ども食堂
ＳＨＬ・葉山 ☎050-5277-3519。
ア シ ュ

ー

ル

あつぎYMCAこども食堂
10月29日、11時～14時。厚木Y
無料調停相談会
MCA。将棋に挑戦。小・中学生
無料調停相談会
と保護者50人。100円（保護者300
円）。あ当日直接会場へ。 厚木
YMCA☎223-1441。

あつぎYMCAこども食堂
応急手当普通救命講習会
サイエンスカフェ第8弾
11月11日、14時30分～16時30分。
ききざけ し
厚木アーバンホテル。
「名誉唎酒師
宅地建物取引業協会の相談会
が語る食文化」をテーマに、松陰
宅地建物取引業協会の相談会
大学教授が講演。定員30人。1000
円（飲み物・茶菓子代）
。あ電話ま
たはファクス、Eメールに講座名、
サイエンスカフェ第8弾
〒住所、氏名、電話・ファクス番号、
参加人数を書き、10月30日までに
今日からできる！カンタン健康術
厚木地区食品衛生協会☎・あ2227643・あafha@h9.dion.ne.jpへ。抽選。

無料調停相談会

講 座

犬のしつけ教室
犬のしつけ教室
11月11日、①10時～12時②13時
一般介護予防教室
無料調停相談会
～15時。ぼうさいの丘公園。ドッ
宅地建物取引業協会の相談会
グライフプランナーから、愛犬と
一緒にしつけ方の基本を学ぶ（講
義終了後に犬を同行した避難訓練
あり。雨天時は飼い主のみの講
義）
。市内在住の飼養者各回20組
（同伴できる犬は、市に登録があ
る生後4カ月以上の犬で、平成29
宅地建物取引業協会の相談会
年度狂犬病予防注射の実施を届け
出済みであること）。無料。あ11
月1日 ま で に 生 活 環 境 課 ☎2252750へ。抽選。

応急手当普通救命講習会
応急手当普通救命講習会
11月18日、9時～12時。
消防本部。
応急手当の必要性、心肺蘇生法、

自動体外式除細動器(AED)の取り
扱いなど。市内在住在勤在学の中
学生以上30人。無料。あ10月23日
までに救急救命課☎223-9365へ。
抽選。あ あ162841

講 座

平成29（2017）年10月15日

11 月の
会

場

犬のしつけ教室
今日からできる！カンタン健康術
今日からできる！カンタン健康術

11月8日、14時～15時30分。南毛利
公民館。健康運動指導士と管理栄養
士から、日常でできる体操や食生活
改善のこつを学ぶ。骨健康度測定も
実施。市内在住の40歳～64歳30人。
無料。あ10月16日から健康づくり
応急手当普通救命講習会
課☎225-2201へ。先着順。

日

程

ど

け ん じ

と

11月29日〜12月 5日

き

11月11日〜12日

美術・雑貨フェア
（展示販売）
カ

CHiKaフェス 〜地下道マーケット＆
プロジェクションマッピング〜

11月21日〜12月20日 ごみ減量リサイクル標語・ポスター、
ごみ収集車イメージアップ絵画の展示

日（必着）までに〒243-8511介護
お口の健康講座
福 祉 課 ☎225-2388・ あ 221-1640
お口の健康講座
へ。抽 選。ああ ①172285②172286
健康度見える化コーナー
③172287④172288⑤172289⑥
（未病センターあつぎ）
母子健康教育「食べる力を育てよう！
172290⑦172291

お口の成長に合わせた幼児食」
健康運動指導士のミニ運動講座

11月8・27日、9時30分 ～11時30
健康運動指導士の
分（1回30分程度）
ミニ運動講座 。保健福祉セン

ター。健康運動指導士による正し
いウオーキングや腰痛・膝痛予防
のための運動などについてのアド
バイス。無料。あ当日直接会場へ。
健康づくり課☎225-2201。

自分のカラダを読んでみよう！
11月22日、14時 ～15時30分。 厚
木南公民館。保健師による健診結
お口の健康講座
果の見方と、メタボについての健
康講座。骨健康度測定も実施。市
母子健康教育「食べる力を育てよう！
内在住の40歳～74歳30人。無料。
「特
お口の成長に合わせた幼児食」
定健診結果活用ガイド」をプレゼ
フレイル
（虚弱）
チェック
ント。あ10月16日から健康づくり
課☎225-2201へ。先着順。
えん げ

お口の健康講座
摂食
・嚥下指導のプロから学ぶ研修会
12月14日、13時30分～15時。12
月18日、
10時～11時30分（全2回）。
あつぎ市民交流プラザ。歯科医師
による口腔・歯の話や管理栄養士

パラリンピアンらからパラスポーツの素晴らしさを学び、魅力を体験してみませんか。

健康度見える化コーナー
自分のカラダを読んでみよう！
（未病センターあつぎ）
による嚥
下 ・栄養の話など。市
眠りを変えて元気アップ！
フレイル
（虚弱）
チェック
内在住の65歳以上30人（要介護認
フレイル
（虚弱）
チェック
睡眠虎の巻
健康運動指導士のミニ運動講座

定者は事前に相談）。無料。
あ直接、
電話またはハガキ、ファクスに講
健康運動指導士の
市立病院市民公開講座
座名、〒住所、氏名、生年月日、
ミニ運動講座
電話番号を書き、11月14日（必着）
健康度見える化コーナー
ま で に 〒243-8511介 護 福 祉 課 ☎
（未病センターあつぎ）
225-2388・あ 221-1640へ。抽選。
あ あ172292

健康運動指導士のミニ運動講座
摂食・嚥下指導のプロから学ぶ研修会
健康運動指導士の
11月29日、10時～14時。あつぎ
ミニ運動講座
えん げ

市民交流プラザ。管理栄養士から
調理実習や講義などを通し、子ど
市民法律講座
もや高齢者への食事支援を学ぶ。
市内在住で食生活改善推進員養成
講座修了証を持つ方28人。無料。
眠りを変えて元気アップ！
あ11月15日までに健康づくり課☎
睡眠虎の巻
フレイル
（虚弱）
チェック
225-2201へ。抽選。

市立病院市民公開講座
11月16日、14時 ～15時30分。 市
立病院。
「
『メタボ』の次は『ロコ
モ』！～いつまでも元気に歩き続
けるために～」をテーマに、ロコ
食品衛生責任者講習会
フレイル
（虚弱）
チェック
モティブ症候群の予防や治療の重
要性を解説。定員80人。無料。あ
11月2日までに病院総務課☎2211570へ。抽選。ああ172408
《「講座」は4面に続きます》

一般介護予防教室
一般介護予防教室
鈴木百萌子さん
日本車いすバスケットボール連盟
平成29年度女子強化指定選手

も

〜三田の文化財を訪ねて〜

三田地区の貴重な文化財を期間限定で一
健康度見える化コーナー
入場無料
健康度見える化コーナー
般公開します。この機会にぜひご覧ください。
（未病センターあつぎ）

健康運動指導士のミニ運動講座
健康運動指導士のミニ運動講座

※競技体験に参加する方は、運動
ができる服装、靴でご来場ください。
陸上・ウィルチェアーラグビー・卓球・ 体育館内には室内履きをお持ちくだ
バドミントン・知的障がい者サッカー
さい。
あいずれも当日直接会場へ。
スポーツ推進課☎225-2531 1

形文化財）、聖眼寺の千手観音像、厨子、
しゅ み だ ん

食

体

下
技

文化財一般公開

こ

◆パラスポーツ体験（14時〜）

下
技

市民法律講座

健康運動指導士の
健康運動指導士の
市内在住の鈴木百萌子選手（車い
えん げ
ミニ運動講座
食品衛生責任者講習会
摂食・嚥下指導のプロから学ぶ研修会
ミニ運動講座
すバスケットボール）、
リオ2016パラリ
同時開催
カイト
ンピックに出場した三浦浩選手（パワ ・未病改善のための「ＫＡ
Ｉ
Ｔスマート
ーリフティング）、中山和美選手（陸上 運動器チェック」体験
八幡神社本殿
聖眼寺観音堂
競技車いすトラック）
による、パラスポ ・市ホストタウンPRブース
《日時》10月27日〜29日、10時〜15時
ーツとの出会いや素晴らしさがテー ・障がい者手作り製品販売 など
《公開文化財》三田八幡神社本殿（市指定有
マのトークショー
しょうげんじ
ず し
も

市

え ん げ

《日時》11月5日 12時30分〜16時30分 《会場》荻野運動公園
今日からできる！カンタン健康術
今日からできる！カンタン健康術
（未病センターあつぎ）
◆トークショー（13時〜）

市

第16回ひまわりの会油絵展

チ

ロードギャラリー
（厚木地下道）

かながわパラスポーツフェスタ2017
《内容》オープニングイベント、
トークショー、
パラスポーツ体験など

眠
睡

（油絵）
10月20日〜11月15日 ガモー展

自分のカラダを読んでみよう！

第3回

催し名

健康度見える化コーナー
11月 1日〜 7日 第55回市民文化祭
「書道展」
健康度見える化コーナー
（未病センターあつぎ）
11月 9日〜 14日 佐渡健二切り絵カレンダー展
（展示販売）
（未病センターあつぎ）
中村太一〜
11月 9日〜 21日 レンズ越しのニュージーランド写真展〜presents
健康運動指導士のミニ運動講座
あつぎ素敵美術館をつくる会グループ展
11月15日〜 21日 「アー健康運動指導士のミニ運動講座
トって楽しい！」
（平面、
立体展示）
健康運動指導士の
県央県北地区高等学校定時制通信制教育振興会
健康運動指導士の
ミニ運動講座
11月23日〜 28日 第28回芸術作品展（絵画、手芸など）
ミニ運動講座
心に響く瞬間わっさんアートの世界
（絵画等展示販売）
母子健康教育「食べる力を育てよう！
第13回愛光こころのアー
ト展「はばたき」
お口の成長に合わせた幼児食」
11月29日〜12月 4日
（絵、
陶芸、
手芸など）

一般介護予防教室
一般介護予防教室

■からだいきいき運動教室
①Ａコース＝12月11日～平成30
年3月12日の月曜（1月9日に振り
替えあり）
。10時～12時。東町ス
応急手当普通救命講習会
ポーツセンター。②Ｂコース＝12
月6日～平成30年3月7日の水曜。
今日からできる！カンタン健康術
10時～12時。ぼうさいの丘公園。
③Ｃコース＝12月5日～平成30年3
月13日の火曜。10時～12時。荻野
運動公園。④Ｄコース＝12月11日
～ 平 成30年3月12日 の 月 曜（1月9
日に振り替えあり）
。14時～16時。
東町スポーツセンター。
今日からできる！カンタン健康術
■脳とからだのいきいき運動教室
⑤12月14日 ～ 平 成30年3月15日
の木曜。13時30分～15時30分。厚
一般介護予防教室
木YMCA。認知症予防プログラ
ムを取り入れた運動。
■物忘れ予防・脳いきいき教室～
室内編～
⑥12月5日～平成30年3月13日の
火曜。14時～16時。あつぎ市民交
流プラザ。ストレッチなど簡単な
一般介護予防教室
運動を取り入れた認知症予防教室。
■アクア転倒骨折予防教室
⑦11月30日～平成30年3月8日の
木曜、10時～12時。保健福祉セン
ター。
水中で行うエクササイズで、
お口の健康講座
関節への負担を軽減。
いずれも全12回（年末年始を除
く）。市内在住の65歳以上①～④
30人⑤⑥25人⑦20人（要介護認定
者は事前に相談）
。無料。あ直接、
電話またはハガキ、ファクスに教
室・コース名、〒住所、氏名、生
年月日、電話番号を書き、10月31

あつぎ市民交流プラザ
☎225‑2510

さ

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）

３

さんだじっけん むら ほうきょうい ん とう

須弥壇他、三田十軒村宝篋印塔・五輪塔
《費用》無料。あ当日直接会場へ。あ172411
1
文化財保護課☎225-2509

体

う！
食」

う！
食」

！

う！

会

会
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55

あつぎ市民芸術文化祭

市民文化祭

眠りを変えて元気アップ！
回睡眠虎の巻

員100人）、ソフトテニス（定員50
人）。無料。
いずれも申し込みはハガキ、
ファクス（●印はEメールも可）
に教室名、〒住所、氏名（ふりが
情報プラザのパソコン講座
な）、年齢（学年）、電話番号、●
印は希望する種目・部（一部＝９
時30分～10時30分、二部＝11時～
12時。複数選択可）を書き、10月
31日（必着）までに〒243-003９温水
西1-27-1市体育協会☎247-7212・
あ248-7151・あinfo@atsugi-taikyo.
or.jpへ。抽選。

市民の皆さんが音楽や踊り、美術
品などを発表する祭典です。会場で
文化芸術の秋を感じてみませんか。

健康度見える化コーナー
10月21日〜11月12日 第
（未病センターあつぎ）
■文化会館≪発表会≫
厚木愛甲地区中学校文化連盟芸術祭音楽
歌謡・ダンス、詩吟、歌謡演歌、
下水道排水設備工事責任
母子健康教育「食べる力を育てよう！
市立病院市民公開講座 ・演劇発表、
日舞、
謡曲、
剣詩舞
・
民謡、
義太夫、
箏曲、
音楽発表会、
地域文化芸能発表会、
相模人形芝居特別公演、
郷土芸
健康運動指導士のミニ運動講座
お口の成長に合わせた幼児食」
技術者試験・更新講習会
能発表会≪作品展≫盆栽・山野草展≪市民参加事業≫茶会＝10月28・29日、10時〜16時。囲碁大会＝11月3日、

健康運動指導士の
9時30分〜16時30分。1000円（小中高校生500円）
（ 昼食・飲み物、賞品あり）。64人。
ミニ運動講座
■あつぎ市民交流プラザ≪作品展≫華道・フラワーデザイン展、川柳・短歌・俳句展、美術・陶芸・手工芸展、書道
展、写真展、菊花展≪市民参加事業≫川柳会＝10月21日、12時〜17時。500円。歌会＝10月22日、13時〜17時。無
眠りを変えて元気アップ！
眠りを変えて元気アップ！
料。茶会＝10月22日、10時〜16時。俳句会＝10月30日、
10時〜16時。
睡眠虎の巻
睡眠虎の巻
1200円。ユネスコ祭、相模人形芝居ふれあい体験。

■三田地区≪市民参加事業≫文化財めぐり＝10月29日、9時〜15時30
母子健康教育
「食べる力を育てよう！
市立病院市民公開講座
母子健康教育
「食べる力を育てよう！
市立病院市民公開講座
分。
本厚木駅北口集合。三田地区の文化財などを見学。
市民法律講座 無料（交通費
お口の成長に合わせた幼児食」
お口の成長に合わせた幼児食」
は実費）
。弁当、飲み物をお持ちください。
自分のカラダを読んでみよう！
あ≪発表会≫≪作品展≫は入場自由、無料≪市民参加事業≫はいず
れも直接会場へ。詳しくは あ をご覧ください。
文化生涯学習課☎225-2508

フレイル（虚弱）
チェック
①11月10日、14時～16時②12月
1日、10時～12時。老人福祉セン
自分のカラダを読んでみよう！
自分のカラダを読んでみよう！
母子健康教育
「食べる力を育てよう！
ター寿荘。加齢により筋力や心身
摂食
・嚥下指導のプロから学ぶ研修会
お口の成長に合わせた幼児食」
の活力が低下した状態
（フレイル）
を検査。市内在住の65歳以上30人。
無料。あ直接、電話またはハガキ、
ファクスに講座名、〒住所、氏名、
生年月日、電話番号を書き、①10
月31日②11月20日（必着）までに
〒243-8511介 護 福 祉 課 ☎2252388・あ221-1640へ。 抽 選。ああ
①172299②172300
えん げ

ええんん げげ

摂食・
・嚥下指導のプロから学ぶ研修会
嚥下指導のプロから学ぶ研修会
摂食
自分のカラダを読んでみよう！
母子健康教育「食べる力を育てよう！
お口の成長に合わせた幼児食」

11月22日、10時～12時。保健福
祉センター。管理栄養士による幼
児食の作り方と歯科衛生士による
歯の話。試食あり。市内在住で2
歳程度～未就学児の保護者15人。
託児あり（1歳～未就学児、10人
眠りを変えて元気アップ！
まで）
。無料。あ10月16日～11月
睡眠虎の巻
13日 に 健 康 づ く り 課 ☎225-2597
摂食・嚥下指導のプロから学ぶ研修会
へ。抽選。
えん げ

自分のカラダを読んでみよう！
市立病院市民公開講座
眠りを変えて元気アップ！
睡眠虎の巻

11月15日、14時～15時30分。玉
市立病院市民公開講座
川公民館。保健師による眠りの改
善方法についての講義とアロマス
プレー作り。ゲートキーパー養成

下水道排水設備工事責任
下水道排水設備工事責任
技術者試験・更新講習会
技術者試験・更新講習会

体育協会のスポーツ教室

力作が並ぶ作品展

講座と骨健康度測定も同時開催。
眠りを変えて元気アップ！
市内在住の方30人。無料。あ10月
睡眠虎の巻
16日から健康づくり課☎225-2201
市民法律講座
市民法律講座
へ。先着順。

市立病院市民公開講座
食品衛生責任者講習会

11月8日、14時～15時30分。厚木
合同庁舎2号館。食品関係事業者
の責務と食中毒予防の講習。定員
90人。無料。食品衛生責任者手帳
と筆記用具をお持ちください。あ
当日直接会場へ。 厚木保健福祉
眠りを変えて元気アップ！
事務所☎224-1111。

睡眠虎の巻
食品衛生責任者講習会
食品衛生責任者講習会
市民法律講座
市立病院市民公開講座
11月7・14・21・28日（全4回）
、

18時～20時。あつぎ市民交流プラ
ザ。「相続と法律」
、
「近隣トラブ
ルと法律問題」
、
「インターネット
と法律」
、
「離婚の基礎知識」につ
いて弁護士が講義（希望するテー
マのみの受講も可）
。市内在住在
勤在学の方50人。無料。あ10月16
日～11月2日に市民協働推進課☎
225-2100へ。先着順。

食品衛生責任者講習会
市民法律講座
下水道排水設備工事責任
技術者試験・更新講習会

《 試 験 》2月8日、13時30分 ～15
時30分。 川 崎 市 教 育 文 化 会 館。
下水道排水設備工事責任
5200円《講習会》1月17・18日(い
技術者試験・更新講習会
ず
れ か 希 望 日)、13時30分 ～16時
30分。サンピアンかわさき。5200

円。あ11月17日まで下水道総務課
にある申込書（講習会対象者には
郵送）に必要事項を書き、11月30
日（消印有効）までに県下水道協
下水道排水設備工事責任
会指定場所へ。
県下水道協会☎
技術者試験・更新講習会
044-200-2874。

体育協会のスポーツ教室
体育協会のスポーツ教室
■第1回ミニバスケットボール教室
11月18・19日（ 全2回 ）、9時30
分～12時。
東町スポーツセンター。
基礎技術の講習。市内在住の小学
生40人。700円。ああ172414
■ジュニア陸上競技教室
11月18日、12月16日、1月13・
下水道排水設備工事責任
20日、2月17日、3月17日（全6回）、
技術者試験・更新講習会
9時30分～11時30分。荻野運動公
園。基礎技術の講習。市内在住の
体育協会のスポーツ教室
小学5年生～中学3年生30人。800
円。あ あ172415
■第2回登山教室～あつぎの山を
歩こう！～
11月25日、9時 ～15時。
荻野運
は す げ さ ん
動公園集合。鳶尾山、八菅山のハ
イキングコースなどを歩く。市内
在住在勤在学の小学生以上40人
（小学生は要保護者同伴）。500円。
情報プラザのパソコン講座
あ あ172416
●元気アップスポーツフェスティバル
体育協会のスポーツ教室
11月23日、9時 ～12時。 南 毛 利
スポーツセンター。小学生対象の
情報プラザのパソコン講座
スポーツ教室《種目》トランポリ
ン（定員50人）
、
ソフトボール（定

あつぎマラソン出場選手に声援を 《日時》10月22日
食品衛生責任者講習会
摂食・嚥下指導のプロから学ぶ研修会
市民法律講座
えん げ

9時45分〜12時
沿道での温かいご声援と、コース周辺道路の交通規制に
スポーツ推進課☎225
2531
ご協力をお願いします。
《通過予想時刻》先頭から約20分間、選手が断続的に通過します。
①スタート 9時45分（10㌔・ハーフ） ④及川中原信号 （往）10時4分
体育協会のスポーツ教室
市民法律講座 ②宮の里入口信号 （往）
9時53分
⑤公所海道信号 （往）10時10分
（復）10時39分 ⑥三沢橋付近
（往）10時27分
③千頭橋信号
（往）10時
⑦ゴール 10時17分（10㌔）
10時55分（ハーフ）
6

※荻野運動公園、
あつぎこどもの森公園の駐車場は大変混雑します。
体育協会のスポーツ教室
ご来場は公共交通機関をご利用ください。詳しくはあへ。

412

5

車両規制

車線規制
荻野川
食品衛生責任者講習会
荻野運動公園

60

1 7

2

第15回

食品衛生責任者講習会
小鮎川

3

■未経験者向けはじめてのパソコ
ン講座
11月5日、9時30分～12時30分。
マウス・キーボードの基本操作な
どを学ぶ。定員16人。500円（テ
キスト代ほか）。ああ172397
■初心者向け文書作成講座
11月8・15・22・29日（全4回）、
9時30分～12時30分。基本操作を
学びながら、文書を作成する。定
情報プラザのパソコン講座
員16人。
2000円（テキスト代ほか）。
ああ172398
■初心者向け表計算講座
11月8・15・22・29日（全4回）
、13
時30分～16時30分。データ入力、表・
グラフ作成などを学ぶ。マウス操作・
文字入力ができる方16人。2000円
（テ
キスト代ほか）
。ああ172399
■初心者向け年賀状作成講座
11月10・17日（ 全2回 ）
、9時30分
～12時30分。年賀状作成ソフトを使
情報プラザのパソコン講座
い、イラストや写真入りの年賀状
作成方法を学ぶ。定員16人。1000円
（テキスト代ほか）
。ああ172400
■子ども向けパソコンで新聞を作ろう
11月12日、9時30分～12時30分。
身近な題材で新聞作りに挑戦（内
容や写真は準備したサンプルを使
用）
。市内在住在学の小学4～6年
生16人。無料。ああ172401
■パソコンの資格について学ぼう！
11月12日、13時30分～15時。パ
ソコンの資格の概要や取得方法な
ＪＡあつぎいきいき福祉教室
どを学ぶ。市内在住在勤在学で15
歳以上16人。無料。ああ172444
■初級・中級者向けデジタル写真
活用講座
ＪＡあつぎいきいき福祉教室
11月14・21日
（全2回）、9時30分

郷土芸能まつり

会場 文化会館

デジタル写真教室「基礎編」

市内で古くから継承されている郷土芸能の祭典
です。ぜひご覧ください。

■相模人形芝居特別公演
《日時》11月5日 13時30分〜
デジタル写真教室「基礎編
16時30分
《出演》相模人形芝居長谷座・
林座、
あつぎひがし座、
湘南座（特別出演）

相模里神楽垣澤社中
■郷土芸能発表会
《日時》11月12日 13時30分〜17時
《出演》相模里神楽垣澤社中、長谷・愛甲ささら踊り盆唄
保存会、法雲寺酒井双盤講、古式消防保存会、
伊勢十二座太神楽獅子舞保存会、
七沢浅間太鼓
保存会、舞彩駒（特別出演）
果樹剪定講座
かき

い

4

情報プラザのパソコン講座
情報プラザのパソコン講座

せ

じ ゅう

に

ざ

ぶ

ざ わ し ゃ ち ゅう

だ い かぐ

さ い

く

ぼ ん

ら

あ さ

う た

ま

せん てい

いずれも定員は330人。無料。
あ当日直接会場へ。先着順。
文化財保護課☎225-2509
せん てい

果樹剪定講座

センターの講座

情報プラザのパソコン講座

ＪＡあつぎいきいき福祉教室
勤労者福祉サービス
センターの講座

ＪＡあつぎいきいき福祉教室

～12時30分。Windows10の機能を
使い、写真データの管理や補正の
仕方を学ぶ。定員16人。1000円
（テ
キスト代ほか）。ああ172402
いずれも会場は情報プラザ。あ
ＪＡあつぎいきいき福祉教室
電話またはハガキに講座名、ああ
番号、〒住所、氏名（ふりがな）
、
デジタル写真教室「基礎編」
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、10月
24日（必着）までに〒243-0021岡
田3050情報プラザへ。抽選。 情
情報プラザのパソコン講座
報プラザ220-2711。

室

編」

ＪＡあつぎいきいき福祉教室
デジタル写真教室「基礎編」
ＪＡあつぎいきいき福祉教室

11月1日、13時30分 ～15時。 脳
卒中対応の基礎知識を学ぶ。ＪＡ
あつぎ本所。市内または清川村在
ＪＡあつぎいきいき福祉教室
住の方30人。無料。あ10月20日ま
でにＪＡあつぎ指導販売部福祉課
☎225-7716へ。先着順。
せん てい

11月16日、9時30分 ～15時（ 雨
ＪＡあつぎいきいき福祉教室
天の場合は20日）
。小町緑地。果
樹の剪定方法を学ぶ。市内在住の
デジタル写真教室「基礎編」
方20人。
無料。あハガキに〒住所、
氏名（ふりがな）
果樹剪定講座、年齢、電話番
号を書き、10月31日（必着）まで
ＪＡあつぎいきいき福祉教室
に〒243-0036長谷626-1環 境 み ど
り公社☎225-2774へ。抽選。ああ
172298
せん てい

デジタル写真教室「基礎編」
勤労者福祉サービス
センターの講座
果樹剪定講座
■明日から使える姿勢矯正体操教室
果樹剪定講座
11月30日、
19時～21時。
自分に合っ
デジタル写真教室「基礎編」
せん てい

せん てい

た健康体操を学ぶ。市内在住在勤
在学の方10人。500円。
ああ600366
■個人事業主の法人成り・法人税
果樹剪定講座
節税セミナー
11月22日、19時～21時。個人事
業主ができる節税対策を解説。市
内在住在勤の方20人。無料。ああ
600364
■90分でわかる未来の資産形成の
ＪＡあつぎいきいき福祉教室
果樹剪定講座
コツと押さえるべき3つのポイント
11月8日、19時 ～21時。 投 資 不
動産・生命保険の長所と短所を解
説。市内在住在勤の方20人。無料。
ああ600363
果樹剪定講座
いずれも会場はあつぎ市民交流
プラザ。あ電話またはハガキ、
ファ
クスに講座名、〒住所、氏名、年
デジタル写真教室「基礎編」
せん てい

せん てい

せん てい

11 月

移動図書館

わかあゆ号

齢、電話番号、ファクス番号を書
き、10月25日（必着）までに勤労
者福祉サービスセンター☎206勤労者福祉サービス
4151・
あ 206-4611へ。抽選。

子育て

の読み聞かせなど。1歳～4歳程度
の幼児と保護者。無料。あ当日直
接おひざにだっこのおはなし会
会 場 へ。 中 央 図 書 館 ☎2230033。
おはなし会

ブックスタート

①10月18日、10時30分 ～11時30
おひざにだっこのおはなし会
分。あつぎ市民交流プラザ②10月
24日、10時15分 ～11時45分。 毛 利
ブックスタート
台児童館③10月27日、10時15分～
11時45分。岡田児童館④10月28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。
市内在住で平成28年4月2日以降に
パパと一緒に
生まれた赤ちゃんと保護者（赤
ベビーマッサージ。生後4カ月
ちゃん1人につき1回）

子育て 移動
上依知・妻田

2日

森の里・戸室

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

7日

たちばな幼稚園前
そりだ公園
妻田東児童館

14：15〜15：00
15：30〜16：00

9日

てい

下戸田菅原神社
上戸田児童館

14：00〜14：45
15：20〜16：00
10：30〜11：30
14：00〜14：45
15：15〜16：00

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

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

果樹剪定講座
宮の里公園
おひざにだっこのおはなし会
10・24日

14・28日
ブックスタート
17日

子育てサロン

おひざにだっこのおはなし会
6日 荻野

ブックスタート8日
ベビーマッサージ
13：15〜13：45

16日 愛甲原・上落合
17日 妻田東・七沢

募 集

宮の里

21日 荻野新宿

飯山中部・及川

22日 下川入・上戸田

14日 三田・まつかげ台

172394

15日 下古沢・温水恩名

20日 愛甲・小野

13日 中戸田

1

こどもえいがかい

中依知・王子

10日 鳶尾・上荻野

と

び

お

と

び

お

と

び

お

募 集

ぶ。市内在住の生後1～6カ月の赤
ちゃんと保護者15組（既受講者を
こどもえいがかい
第6回「Tobioギャラリー写真
除く）
。300円（オイル代・1回分）。
まつり」
の作品募集（市民協働事業）
あ①10月25日～11月2日②11月7日
～17日に子育て支援センター☎
225-2922へ。 抽 選。ああ①172387
こどもえいがかい
②172388
と

び

お

募 集

親子ふれあい遊び
と

び

お

第6回「Tobioギャラリー写真
まつり」の作品募集（市民協働事業）

募 集

と

び

お

第6回「Tobioギャラリー写真
まつり」の作品募集（市民協働事業）
11月13日 か ら 荻 野 地 区 に あ る
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》まちや暮らしの魅力、
地域の歴史・文化。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－
こどもえいがかい
9528・
あtobioproject＠yahoo.co.jpへ。
《「募集」は6面に続きます》

募 集

こどもえいがかい
人気の絵本や昔話を
第6回
「Tobioギャラリー写真
映画で楽しみませんか。
まつり」の作品募集（市民協働事業）
と

び

お

会場 中央図書館
日時・作品

11 月 3 日

①11時〜11時30分「日本の昔ばなし

第6回「Tobioギャラリー写真
ぶんぶく茶釜／三年寝太郎」
「にんじ
24日 岡田・藤塚
まつり」
の作品募集（市民協働事業） んばたけのぱぴぷぺぽ」
27日 浅間山

親子ふれあい遊び

28日 毛利台・吾妻町

すべて児童館。保護者同士、子ども同士の交流と子育て相
談の場。0歳〜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。

親子ふれあい遊び

①11月10日②11月24日、10時30

第6回「Tobioギャラリー写真
分～11時30分。あつぎ市民交流プ
第6回
「Tobioギャラリー写真
まつり」
の作品募集（市民協働事業）
ラザ。オイルを使ったマッサージ
まつり」の作品募集（市民協働事業）
で赤ちゃんとの触れ合い方を学

パパと一緒に
ベビーマッサージ
親子ふれあい遊び
11月18日、
10時30分～11時30分。

ベビーマッサージ
子育て支援センター☎225‑2922

1日

2・16・30日

募 集
募 集

ベビーマッサージ
こどもえいがかい

■1歳児
ブックスタート
11月17日、①10時～10時40分②
11時～11時40分。あつぎ市民交流
プラザ。市内在住の1歳児と保護
者15組。
ベビーマッサージ
■2歳児
親子ふれあい遊び
③11月30日、10時30分～11時30
親子ふれあい遊び
分。睦合西公民館。市内在住の2
歳児と保護者20組。
いずれも親子で
「ふれあい遊び」
ベビーマッサージ
を楽しむ。無料。あ①②11月10日
親子ふれあい遊び
③22日までに子育て支援センター
☎225-2９22へ。抽選。
ああ①172390
②172391③172392

あつぎ市民交流プラザ。お父さん
がベビーマッサージを通して赤
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
親子ふれあい遊び
と父親15組。300円（オイル代・1
回分）
。あ11月10日までに子育て

こ

支援センター☎225-2922へ。抽選。
ああ172389

おひざにだっこのおはなし会
パパと一緒に
親子ふれあい遊び
ベビーマッサージ
ベビーマッサージ

子育て

14：30〜15：10
15：30〜16：00

9日
せん

子育て

頃からが最適。無料。母子健康手
帳をお持ちください。あ当日直接
親子ふれあい遊び
会場へ。都合の悪い方は、事前に
パパと一緒に
ベビーマッサージ
予約の上、毎月第2・3木曜の11時
ベビーマッサージ
おはなし会
ベビーマッサージ
～12時、14時～15時の間に、中央
図書館で受けられます。 中央図
書館☎223-0033。

11月8・9日、①10時30分～②11
果樹剪定講座
時～（各回30分）
。中央図書館。
ブックスタート
おはなし会
歌遊び、手遊び、人形劇、紙芝居

おはなし会

第6回「Tobioギャラリー写真
まつり」
の作品募集（市民協働事業）
こどもえいがかい
親子ふれあい遊び

こどもえいがかい
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。

子育て

中央図書館☎223‑0033

第6
まつ

募 集

おはなし会
勤労者福祉サービス
おはなし会
11月4・5・11・12・18・19・
センターの講座
25・26日、14時～14時30分。中央
おひざにだっこのおはなし会
図書館。素話、絵本と紙芝居の読
おひざにだっこのおはなし会
み聞かせなど。4歳～小学2年生程
おはなし会
度。無料。あ当日直接会場へ。
ブックスタート
中央図書館☎223-0033。
ブックスタート
おひざにだっこのおはなし会

長谷公園
毛利台児童館

山際公園
西ノ久保公園

募 集

子育て
子育て
ブックスタート

13：30〜14：10
14：45〜15：15
15：30〜16：00

8・22日
おはなし会

10月21日〜27日 13時〜、20時15分〜
10月14日、16日〜20日 9時45分〜、14時55分〜
ハクソー・リッジ
10月15・22日 16時30分〜
ベビーマッサージ
（PG12）
10月21日、23日〜27日 14時55分〜、19時30分〜
おはなし会
（15日休映）
、19時50分〜
20センチュリー・ウーマン 10月14日〜20日 12時30分〜
ベビーマッサージ
10月21日〜27日 12時30分〜
（22日休映）
、17時35分〜
（PG12）
10月14日〜20日
10時15分〜、
15時20分〜、
20時〜
こどもえいがかい
パパと一緒に
パパと一緒に
残像
と び
お
10月21日〜27日 10時15分〜、
17時30分〜
おひざにだっこのおはなし会
ベビーマッサージ
第6回
「Tobioギャラリー写真
パパと一緒に
ベビーマッサージ
笑う101歳×2
10月21日〜27日 12時15分〜（10月21日上映後、監督舞台挨拶）、14時45分〜、20時〜
まつり」
の作品募集
笹本恒子 むのたけじ 10月28日〜11月3日 10時15分〜、
14時45分〜、
20時〜 （市民協働事業）
ベビーマッサージ
二十四の瞳
10月21日〜27日 9時55分〜
ブックスタート
【デジタルリマスター版】 10月28日〜11月3日 12時15分〜
10月28日〜11月3日 10時〜
（10月28日休映）
、17時40分〜
ベビーマッサージ
ボンジュール、アン
パパと一緒に
11月4日〜10日 13時5分〜、17時40分〜
と び 19時45分〜※上映は11月17日まで
お
君の膵臓をたべたい 10月28日〜11月10日 9時50分〜、15時15分〜、
ベビーマッサージ

果樹剪定講座
おひざにだっこのおはなし会
デジタル写真教室「基礎編」

愛名第二公園
愛甲宮前公園
愛甲児童館

7・21日

子育て

子育て

11月

こど

セルゲイ・ポルーニン

子育て

1・15・29日

子育て

いつまた、君と 何日君再来 10月14日〜20日 12時45分〜
（17日休映）
17時35分〜

〜ホーリージュンザイライ〜 10月21日〜27日 10時〜
（22日休映）
15時〜
パパと一緒に
10月14日〜16日、
18日〜20日
15時10分〜、
20時15分〜
ダンサー、
ベビーマッサージ
10月17日 16時40分〜こどもえいがかい

①11月5・26日②11月12日（全3
回）
、10時～12時。①アミューあ
勤労者福祉サービス
つぎ②市内周辺。①講義、講評②
センターの講座
撮影実習でデジタル一眼レフ（ミ
ラーレスでも可）の撮影と作品の
おはなし会
見方を学ぶ。市内在住在勤の方20
ＪＡあつぎいきいき福祉教室
人程度。1500円（交通費、入園料
などは実費）
。あハガキに教室名、
おひざにだっこのおはなし会
〒住所、氏名、年齢、電話番号を
書き、10月28日（消印有効）まで
に〒243-0816林4-18-6市写真クラ
ブックスタート
おはなし会
ブ川瀬☎224-2325へ。抽選。

貸し出しは１人10冊まで。
雨天中止。

5

http://atsugieiga.com

センターの講座
デジタル写真教室「基礎編」

せん てい

平成29（2017）年10月15日

パパと一緒に
ベビーマッサージ

せん てい

デジタル写真教室「基礎編」
果樹剪定講座
デジタル写真教室「基礎編」

パパと一緒に
ベビーマッサージ

②14時〜14時45分「モチモチの木」
「注文の多い料理店」
《対象》3歳以上（幼児は
入場
保護者同伴）
各回100人
無料
あ当日直接会場へ。
中央図書館☎223-0033

第
ま

6
保育所の入所児童を募集
平成30年2月に開所予定の地域型
保育施設と、平成30年度に市内の認
可保育所などに入所する児童を募集
します。対象園は「保育のしおり」ま
たはあで確認してください。
《対象》平成30年2月1日または4月
1日に生後4カ月以上（一部保育所
は生後8週以上）で、保護者が①月
64時間・週4日以上就労②妊娠・出
産③疾病・負傷または障がいがある
④同居または長期入院している親
族の介護⑤就学―などの理由で保
育が必要な乳幼児。あ10月20日か
ら保育課、
こども育成課、健康づくり
課、認可保育所、地域型保育施設、
公民館、子育て支援センターもみじ
の手、本厚木・愛甲石田駅連絡所で
配布する申込書に必要事項を書き、
11月1日〜30日
（土・日曜、祝日を除く。
11月18・19日、9時〜15時は受け付
け可）
に子どもを連れて直接、
保育課
☎225−2231へ。

児童館指導員（臨時職員）を募集
《対象》18歳〜65歳の健康で子
どもの健全育成に熱意のある方若
干名《勤務先》依知地区の児童館
《勤務内容》児童館を利用する子
どもの 指 導 育 成 、施 設 管 理 など
《期間》12月1日〜平成30年3月31
日（更 新可）《勤務時間》月15日
程度で10時〜17時のうち４時間程
度《報酬》時給 956円（土・日曜、
祝日は1290円）。あ市販の履歴書
に写真を貼り、直接または郵送で
11月7日（必着）までに〒243−0018
中町1−1−3青少年課☎225−2581
へ。11月13日に面接を予定。

オーストラリア大学生ホーム
ステイ受け入れ家庭を募集
《期間》12月1日〜4日《募集家
庭》8世帯。あハガキまたはファクス
に〒住所、氏名（ふりがな）、年齢、電
話番号、職業、家族構成（氏名、年
齢、性別、学年）、ペットの有無、個室
提供の可否、希望条件（性別など）
を書き、10月28日までに〒243−0817
王子2−1−9厚木ホームステイの会・
池田☎・あ223−6468へ。11月7日に
事前説明会を実施。選考あり。

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
術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。

ポリテクセンター関東ハロー
トレーニング12月・1月生募集
離職者の方が、再就職に必要な
知識や技術を習得するための職業
訓練の受講生を募集します。
《コース・定員》12月生＝建築ＣＡ
Ｄリフォーム
（20人）
・ビル設備（45歳
未満20人）。1月生＝機械ＣＡＤ/ＣＡ
Ｍ
（16人）
・金属加工（10人）
・電子回
路（12人）
・ビル設備（32人）
《受講
料》無料（テキスト代実費）。説明会
あり。あ12月生は10月26日まで、
1月生
は10月18日〜11月9日に県内各ハロ
ーワークへ。 ポリテクセンター関東
訓練第一課☎045−391−2848。

お知らせ
ひとり親家庭などの医療費助成

ましょう。 青少年課☎225−2580。

空き家所有者のための相談会

献血のお知らせ
11月15日、①10時〜12時②13時
30分〜16時30分。本厚木駅北口広
場。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分の
間、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。

新東名高速道路の建設に伴い、
小田原厚木道路（厚木西ＩＣ〜伊勢
原ＩＣ、上下線）の夜間通行止めを
うか い
実施します。迂回にご協力をお願い
します。
《実施日》10月30・31日
（予備日11月
1・2・6・7日）
、各日21時〜翌6時。詳しく
は、中日本高速道路ホームページを
ご覧ください。 中日本高速道路㈱
厚木工事事務所☎223−8721。

11月18日、10時〜16時。宅地建
物 取引業 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。無料。あ11月17日までに
同協会県央支部☎224−6561へ。

無料調停相談会
1 1月1 8日、1 0 時〜1 6 時 。あつぎ
市 民 交 流プラザ。民 事・家 事 調 停
委員による借金や夫婦関係、相続
などの 相 談 会 。市 内 在 住 在 勤 の
方。無料。あ当日直接会場へ。 厚
木民事調停協会☎221−2018。

人工芝の張り替えと照明施設更
新のため、使用を停止します。
《期間》平成30年1月4日〜3月31
日。 公園緑地課☎225−2410。

最低賃金を引き上げ

厚木愛甲環境施設組合
からのお知らせ

県内の事業者で働く常用、臨時、
パート、
アルバイトを含む全ての労働
者に適用されます。
《県最低賃金》時間額956円（26
円引き上 げ ）《 発 効 日 》 1 0月1日
《賃金の比較》最低賃金と支払わ
れている賃金の比較には、精勤・皆
勤・通勤・家族手当、時間外・休日労
働に対する賃金、深夜割増賃金な
どは算入しません。 神奈川労働局
基準部賃金室☎045−211−7354。

11月は
「子ども・若者育成支援強調月間」

生産緑地地区変更に伴う都市計画
変更案の縦覧と意見書の受け付け

「心のふれあいと夢を育む青少年
〜家庭・学校・地域の連携で〜」
をテ
ーマに、青少年の健全育成に努め

《期間》11月6日〜20日、8時30分〜
17時15分《場所》都市計画課《意
見書提出》直接または郵送で〒243

あ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31日までに交通安全課☎225
−2760・あ 221−0260・あ 3400@city.atsugi.
kanagawa.jpへ。

宅地建物取引業協会の相談会

荻野運動公園
テニスコートの使用停止

期間中、建築基準法のPR活動や
違反建築防止パトロールなどを実施
します。 建築指導課☎225−2432。

幼児 二人を安
全に同乗させるた
めの 専用自転 車
の購入費を一 部
助 成します 。 助
成を受けるには、
講習会への参加
が必要です。
《助成額》購入費の半額
（限度額1万6000円）
《対象》市内に住民登録があり、6歳未満の幼児
が2人以上いる方。
《講習会》11月11日、
10時〜11時30分
《場所》保健福祉センター

11月2日、13時30分〜16時30分。
あつぎ市民交流プラザ。弁護士、司
法書士、宅地建物取引士による合
同相談会。市内に空き家を所有する
方またはその関係者1回30分以内。
無料。あ申込書（あからダウンロー
ド可）に必要事項を書き、10月16日
から電話、ファクスまたはEメールで
住宅課 ☎225−2330・あ224−0621・
あ5550@city.atsugi.kanagawa.jp
へ。先着順。 G 1

小田原厚木道路の夜間通行止め

ひとり親家庭（父母が 離婚、父
または母が死亡、重度の障がいの
状 態にある家庭）などの方を対象
に、医療費の自己負担額を助成し
ています。助成を受けるには、医療
証交付申請が必要です。助成を受
けている方は、11月1日〜30日に現
況 届を提出してください（ 児 童扶
養手当の現況届を提出している方
は不要）。 子育て給付課☎225−
2241。

幼児二人同乗用自転車購入費助成

−8511都市計画課☎225−2401へ。

厚木愛甲環境施設組合では、厚
木市・愛川町・清川村の3市町村と
連携し、
ごみの共同処理に向けた
取り組みを進めています。現在、金
田地区で新たなごみ中間処理施設
の建設に向けて、環境影響評価（現
地調査）
や基本設計などを実施して
います。詳しくは組合ホームページを
ご覧ください。 厚木愛甲環境施設
組合☎297−1153。

10 月 15 日〜 21 日は違反建築防止週間

な

な

小鮎川・荻野川の
洪水浸水想定区域の指定・公表
県では、相模川・中津川に続き、小
鮎川・荻野川の「洪水浸水想定区
域」を指定・公表しました。河川の氾
濫や河岸侵食の発生が想定される
「家屋倒壊等氾濫想定区域」も公
表しています。詳しくは県ホームペー
ジまたはあからご確認ください。
危機管理課☎225−2190。
さ

わ

◆Nanasawa フェスティバル2017 10月28
市民団体などの
日、10時〜15時。県総合リハビリテーションセンタ
会員募 集やイベ
ー。利用者の舞台発表や事業所によるバザーな
ント情報を紹介。
ど。 七沢自立支援ホーム☎249-2305。
◆のゆりまつり2017 10月21日、11時〜14
◆「７カ国語で話そう！」講演会＆ホームス
時。野百合園グラウンド。模擬店、バザー
テイ報告会 ①11月16日、10時30分〜12時30
など。バザーへの寄付（食品不可）、ボラン
分②11月25日、18時30分〜21時。文化会館。
ティアも随時募集。 野百合園☎241-7220。 ③11月19日、10時〜12時30分。愛川町文化会
◆メディカルウオーキング 10月28日、10
館。赤ちゃんが話せるようになる秘密と国際交流
時〜12時。薬樹薬局厚木旭町集合。医療従
体験。定員50人。無料。託児あり。あ言語交
事者のサポートで正しい歩き方を学ぶ。ウ
流研究所ヒッポファミリークラブ☎03-5467-7041・
オーキングに興味があり30分以上歩ける方
あ03-5467-7040へ。先着順。
10人。500円。あ 10月27日までに薬樹薬局☎
◆三思会医療講座 10月28日、13時〜。 東
228-6506へ。先着順。
名厚木メディカルサテライトクリニック健
◆愛名やまゆり園あいなまつり 10月28日、 診センター。がん患者やご家族が交流し、
10時30分〜14時30分。愛名やまゆり園グラウン
医師と共に不安を解消できるサロン。定員
ド。模擬店、ゲームコーナー、ステージアトラ
30人。無料。あ東名厚木病院・地域連携室☎
クションなど。 愛名やまゆり園☎247- 0621。 229 - 1771へ。先着順。

伝言板

平成29（2017）年10月15日

決算
問

【中心市街地・交通対策】
本厚木駅南口地区市街地再開発事業の実施
に向けた関係機関との協議や施行者である市街
地再開発組合への支援、中町第２−２地区周辺の
整備方針に基づき、新たな集客の核となる複合
施設の整備に向けた検討など。
【経済活性化・企業誘致・雇用創出】
森の里東土地区画整理事業の施行支援や周
辺の都市基盤の整備、商業まちづくり計画やロボ
ット産業推進計画の策定など。
【自然環境・再生可能エネルギー】
災害時に防災拠点となる鳶尾小学校・玉川中
学校に太陽光発電と蓄電池システムの設置、野
生鳥獣などによる農作物被害を軽減するため、
防護電気柵や防護網の設置に係る支援など。
【スポーツ・文化】
2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大
会とラグビーワールドカップ2019日本大会の開催に
向けた事前キャンプの誘致活動、
（仮称）あつぎ郷
土資料館の建設整備に向けた設計など。

市民の皆さんに納めていただいた税金などが、
どのように使われたのかをお知らせします。
詳しくはあまたは、市役所本庁舎１階の市政情
報コーナーなどにある「決算に係る主要な施策の

平成28年度

の概要

成果に関する説明書」や「健全化判断比率等の概
要について」などをご覧ください。

や、厚木市立病院の外来診療と入院病棟の機能
一般会計の決算は、歳 入 総額8 2 5 億10 4 3万
を担うＢ棟の整備、地域包括支援センター（厚木
円、歳出総額789億5764万円。歳入と歳出の差し
南・睦合南）の整備など。
引き額は35億5279万円ですが、翌年度に繰り越
すべき財源が1億2629万円あり、実質的な収支額 【安心安全・防災減災】
市が管理する全ての防犯灯をＬＥＤ化し、防犯
は34億2650万円でした。
効果の向上と環境への負荷を大幅に軽減。災害
主な使い道
時の情報発信力の充実・強化に向けた、新型防
災ラジオ購入費用の一部助成など。
総合計画「あつぎ元気プラン」の五つの基本政
策を着実に推進するため、
「あつぎの元気先見予 【子育て・教育】
認定こども園での幼児の一時預かりに対する
算」として以下の七つの重点項目に積極的に取り
補助金の交付や放課 後児 童クラブの定員の拡
組みました。
充、小・中学校の業務をサポートするスクールア
【健康長寿・医療・福祉】
シスタントの派遣など。
医療・福祉の拠点となる「保健福祉センター」
歳入では、市税が436億6662万円で、
全体の52.9％を占めています。財源構成で
は市税などの自主財源が67.3％、国や県か
らの補助金などの依存財源が32.7％となっています。
歳出の状況を性質別にみると、消費的経費が68.8％、投資的経費が9.1
％となっています。また目的別では、社会保障経費である民生費が全体の
40％を占めています。

歳入総額 825億1043万円（ 36

万6723円）

市債
52億1390万円
（6.3％） 2万3174円

国・県支出金
161億5603万円
（19.6％） 7万1806円

436億6662万円
繰出金
（52.9％）19万4079円
74億4359万円
（9.4％） 3万3083円

公債費

投資的
経費
（9.1％）

72億74万円
（9.1％） 3万2004円

自主財源

（67.3％）

公債費

歳出

特別会計

124億9859万円
（15.8％） 5万5551円

特別会計は、特定の事業を一般会計と分けて経理するため
に設置する会計です。

歳
入
5億6618万円
23億7730万円
284億3660万円
122億8546万円
54億6859万円
90億4979万円
62億3269万円

歳
出
5億6562万円
23億5859万円
280億5777万円
118億6961万円
52億3217万円
106億7018万円
72億3935万円

※病院事業会計は公営企業会計で処理しています。※収益的収支：平成28年度純損失16億2990万円

市の財政を比率で確認
実質赤字比率 主 な 行 政
字
サービスを行う一般会計な 赤
し
な
どの赤字の程度
連結実質赤字比率 一般会
字
計、特別会計、病院事業会 赤
し
な
計全体の赤字の程度
実質公債費比率 借金返済
健全
に対する財政負担の程度
将来負担比率 市債の現在
高や債務負担などが将来的 健全
に財政を圧迫する比率
資金不足比率 病院事業会
計と公共下水道事業特別会
計の資金不足を指標化

資金
不足
なし

比率が早期健全化基準などを超えた場合は、財政が悪化
したことを表し、健全化計画を策定しなければなりません。
良い

悪い

赤字なし
（△6.76％）

早期健全化基準
11.25％

赤字なし
（△10.91％）

早期健全化基準
16.25％

2.5％

54.0％

病院事業会計（△13.8％）
公共下水道事業特別会計（△4.3％）

…厚木市の値

厚木市の財政は
健全性が保た
れています。

早期健全化基準
25％
早期健全化基準
350％
経営健全化基準
20％

40％

※黒字（超過）の比率は、
△印で表示しています。

土木費

83億7448万円
（10.6％） 3万7221円

204億1382万円
（25.9％） 9万730円

会 計 名
公共用地取得事業
後期高齢者医療事業
国民健康保険事業
介護保険事業
公共下水道事業
収益的収支
病院事業
（公営企業会計） 資本的収支

社会保障経費

教育費

扶助費

118億2878万円
（14.4％） 5万2574円

歳出総額のうち、

80億7704万円
（10.2％） 3万5899円
物件費

消費的経費

67億6649万円
（8.6％） 3万74円

その他

165億267万円

57億8339万円
（7.3％）2万5704円

（68.8％）

その他

その他

人件費

目的別

316億65万円
（40.0％） 14万451円

146億3900万円
（21.0％）7万3348円
（18.5％） 6万5064円

（22.1％）

普通建設事業費

民生費

性質別

42億1202万円
（5.4％） 1万8721円

その他

57億8339万円
（7.3％） 2万5705円

歳入

は一人当たりの金額 （平成 29年 4月1日現在の人口 22万 4994 人で計算）

万932円）

その他

（32.7％）

56億4510万円
（6.8％） 2万5090円

自主財源…市民税や市の施設の使用料など市が自主的に調達するお金
依存財源…国・県支出金、地方交付税など国や県などから市に入って
くるお金
投資的経費…建物や道路整備などの経費で、効果が長期にわたって継
続するもの
消費的経費…経費支出の効果が当該支出年度または極めて短期間で終
わるもの

歳出総額 789億5764万円（ 35

市税

依存財源

譲与税・
交付金等

用語の説明

一般会計

7

衛生費

86億1941万円
（10.9％）3万8309円

貯金と借金
貯金（＝基金）

年度間の財源調整をする財政調整基
金のほか、教育、文化振興、災害対策
などの特定目的で積み立てる資金です。
（平成 28 年度末基金の合計額）

94 億5254万円
4 万2012円

借金（＝市債）

学校や道路など、長期にわたって使用する公共施設
の整備に必要な市債（長期借入）を発行します。
（平成 28 年度末市債の残高）

864億5132万円
38万4238 円

詳しく

もっと

「あつぎの財政状況 2017」
は、市の財政状況をグラフな
どを使って分かりやすく解説
する資料です。現状やこれま
での推移なども分かります。
市ホームページで閲覧できる
ので、ぜひご覧ください。
あつぎの財政状況 2017

2017
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Nanasawaの魅力を世界に
ツリークロスアドベンチャー代表

イェスパー モーテンセンさん（53）

「森と一体となれることもこの施設の魅力」
と語る
イェスパーさん

相 談

デンマークから日本に移り住んで25年、七沢にあ
るアスレチック施設の代表をしています。施設で
は、本気の「ターザンごっこ」をテーマに、ハー
ネスを装着して深さ30㍍の谷の上をロープで滑空し
たり、地上15㍍の木の上につくった関門をクリアし
たり、非日常的なスリルと爽快感が味わえます。
来日したのは27歳の時、大使館で勤めるためでし
た。その後は、貿易関係や風力発電の仕事を経験。
働く傍ら趣味のアウトドアを通じて知り合った日本の
仲間と意気投合し、
「50歳までには、趣味を仕事にし
たい」
という夢をかなえる転機になりました。
アスレチック施設を作るには、広い土地としっか
りした木が自生するなど、条件に見合った森が欠か
せません。約2年間、関東近郊を探し続け、ようやく

●12時〜13時は受け付けません（消費生活相談を除く）。 ●無料
※祝日、振り替え休日、施設休館日などは実施していません。

務 毎月第 1・3月曜、13時〜16時

登

記 毎月第 2月曜、13時〜16時

法

律 毎週火曜、毎月第 2〜4水曜、10時〜16時
要予約（前週から受け付け。先着 10人）

介護福祉課
☎225-2220
子育て給付課
☎225-2241

公 証 人 毎月第 1・3金曜、13時〜15時

毎週金曜、9時〜16時 要予約
特定開発事業に関する紛争など
毎月第 3水曜、
13時〜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

子 育 て 毎日、
8時 30分〜17時 15分

都市計画課
☎225-2401
住宅課
☎225-2330
子育て支援センター
8階
☎225-2922

要予約
若者サポートステーション
労 月〜土曜、10時〜17時
7階
☎297-3067
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 10月 27日､11月 24日､17時 20分〜20時 要予約
産業振興課
法律相談（夜間） 労働条件、賃金不払い、解雇、生活のトラブルなど
5階
☎225-2585
働く人の心の悩み 10月 25日､11月 22日､18時〜20時 50分 要予約

就

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

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

消費生活
センター
☎294-5800

あつぎ市民交流プラザ
︵アミューあつぎ︶

特定開発
事業紛争
マンション
管
理

要予約

月〜金曜、9時〜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

ボランティア 毎月第 3金曜、13時〜16時
生活困窮 月〜金曜、9時〜17時
毎月第 2･3水曜、13時〜15時 要予約
司法書士による成年後見
生活習慣病 11月 20・30日､9時〜11時 30分 要予約
予
防 11月 14日､13時15分〜15時45分 要予約

権 第 1〜4水曜、13時〜16時
10月は各地区公民館で実施

厚木商工
会議所
（4階）

青少年教育
相談センター
☎221-8080
市民協働推進課
☎225-2141
福祉総務課
☎225-2895
社会福祉協議会
☎225-2947

専 門 的 11月14・28日、9時 30分〜16時 要予約
栄
養 病気の方などの食事に関すること
11月 1・21日、9時〜11時、13時〜15時
療育歯科
心身に障がいのある方
エ イ ズ 11月9･30日、
13時10分〜15時 要予約
無 料 検 査 匿名可。相談は随時。

要予約

あつぎ健康相談ダイヤル24 24時間年中無休

0120 - 31 - 4156
よ い ここ ろ

6階
3階
2階
5階
3階

11月 2日､13時〜16時 要予約
健康づくり課
自殺予防 11月 20日､9時〜12時 要予約
臨床心理士による「いのちのサポート相談」 ☎225-2201
11月 6・17日､13時〜15時 30分 要予約
健
康 11月 29日､9時〜11時 30分 要予約
未病センターでの個別相談
精 神 保 健・ 月 3回程度（ 日時はお問い合わせください） 要予約
認 知 症 心の病気、アルコール・薬物などの依存症、認知症

さわやか 1番

7階

女性のための
相談室
☎221-0123

成年後見

行政書士 毎月第 1月曜、13時〜16時
人

育

8階

厚木保健
福祉事務所
☎224-1111

2階

保健福祉センター

不 動 産 毎月第 1木曜、13時〜16時

教

産業振興課
☎225-2585
家庭相談課
☎221-0181
家庭相談課
☎221-0182

月〜金曜、10時〜17時
生き方や家庭、職場の悩みなど

女性法律 毎月第 3金曜、13時〜16時
市民協働推進課
☎225-2100
（人権相談は
☎225-2215）

要予約

児童虐待 月〜金曜、9時〜17時

市役所本庁舎

外 国 人 毎週木曜、13時〜16時
ポルトガル語・ スペイン語・英語

原則毎月第 2･4水曜、13時〜15時 50分
適職把握、履歴書作成、面接指導など

D
V
月〜金曜、9時〜17時
（女性専用）

総合相談コーナー︵１階︶

毎月第 2・4木曜、13時〜16時
10月は各地区公民館で実施

2階

女性一般

司法書士 毎月第 4月曜、13時〜16時
法
律 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時〜16時

就職支援

10）

市役所第2庁舎

税

政

●相談先に迷ったら総合相談コーナー☎225-2100へ。

1（電話相談と就労相談、厚木保健福祉事務所の相談は除く。生活習慣病予防は

高 齢 者 月〜金曜（水曜除く）、9時〜17時
介
護 高齢者の生活・介護全般
月〜金曜、8時 30分〜17時
母子家庭等
ひとり親家庭が抱える悩みや自立に関する相談など

行

出会ったのが七沢でした。都心からのアクセスが抜
群で、運動をした後に疲れを癒やす温泉もあり、ま
さに理想的な場所だったのです。
オープンして10カ月、市内はもちろん他県からも多
くのお客さんが遊びに来てくれています。今後は、小
さな子どもも楽しめる施設づくりや、外国人客の呼び
込みにも力を注ぎ
たいと考えていま
す。
この施設を拠
点に 地 域 全 体を
盛り上げて、魅 力
あ ふ れる七 沢 の
名を世界に発信し
ていきたいです。 思いを共有する仲間と共同経営

厚木保健
福祉事務所

◎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

「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。

