
元Ｋ－ １世界王者が厚木にやって来る！

第１部　トークショー

　世界レベルの格闘家から
体や心の鍛え方を学びま
す。参加者からの質問コー
ナーもあり。

第２部　トレーニング体験

　日常できるトレーニング
を直伝。キックボクシング
を取り入れた運動を実践し
ます。

日時
	 	２月１6日	 	

14～16時
場所	 荻野運動公園

対象	 市内在住の20歳以上300人

申市HPから申し込みまたはハガキ
に〒住所、氏名、生年月日、電話番
号、Eメールアドレス、健診・検診
受診の有無を書き、1月20日（消印
有効）までに〒243-8511国保年金課
へ。窓口でも申し込み可。抽選。 申し込みはこちら

魔裟斗講演会
　テレビ番組などで活躍する元格闘家の魔

ま

裟
さ

斗
と

さんから、体づ
くりを教わる講演会を開催します。	 問国保年金課☎２２5-２１２5

無 料

参加者20人（40
歳以上は健診・
検診の受診が必
要）に抽選で直
筆サインをプレ
ゼント！

《プロフィル》
　世界大会で２度の王
者となった元格闘家。�
現在は解説者やタレン
トとしても活躍中。

催 し

i

神奈川工科大学
厚木市子ども科学館の催し
■プラネタリウム特別番組「太陽・
私たちの母なる星」
　12月21日、13時30分～14時10分。
字幕とナレーション付きの番組。
定員90人。200円（中学生以下50
円）。申当日9時から観覧券を販売。
182956

■大人のためのプラネタリウム
「童謡と星空めぐり・冬のうた」
　1月25日、18～19時。童謡の世
界を感じながらくつろぐ。15歳以
上90人（中学生を除く）。200円。
申12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。 192600
■日食を見る会
　12月26日、14時～16時40分。部
分日食の観察。定員100人。無料。
申当日直接会場へ。
■ミニ工作教室「ナイスキャッチ」
　1月12日、13時30分～14時。輪
ゴムで毛糸玉を打ち上げ、キャッ

チするおもちゃを作る。定員35人。
無料。申当日10時から整理券を配
布。 192601
■おもしろ実験「スライドプロ
ジェクター」
　1月12日、14時30分～15時。昔な
がらの投影機を作って実験する。
小学生以上10人。無料。申当日10
時から整理券を配布。 192602
■科学工作教室「リモコンロボッ
トをつくろう」
　1月25日、13時30分～15時30分。
モーターで操るロボットを作る。
小学生以上30人（付き添いの方も
要予約）。無料。申1月4日（市外
の方は5日）9時から電話で受け付
け。 192603
　いずれも先着順。会場、問い合
わせは子ども科学館☎221-4152。

七沢自然ふれあいセンターの催し
■親子森のようちえん・冬
　2月11日。森探検、森遊び、た
き火でおやつ作りなど。市内在住
の未就学児と保護者70人。350円
（材料費、保険料）。 申192609
■親子アドベンチャークラブ
　2月16日。空き缶でストーブ作
り、野外炊事。市内在住の親子70
人。850円（材料費、保険料）、3歳

未満45円（保険料）。 申192610
　いずれも10～15時。七沢自然ふ
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、1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。

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
　1月22日、9時30分～14時30分。
ノルディックウオーキングや七沢
温泉（七沢荘）での食事・入浴、
「体が喜ぶダイエット・肥満を防
ぐ食事法」がテーマの講演。定員
30人。3500円（食事代、入浴・保険
料）。申12月22日から東丹沢七沢
観光案内所☎248-1102へ。先着順。

《「催し」は２面に続きます》

編 集・ 発 行 ／ 厚 木 市 広 報 課
〒243-8511　神奈川県厚木市中町 3-17-17
TEL.046-223-1511㈹　FAX.046-223-9951
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イベント情報や街の話題などを紹介

他にもツイッター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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あつナビの特徴
・視認性が高く自然に目に入る
・�繰り返し表示することで情報の伝
達（刷り込み）効果が高い

・�災害時には、即座に情報の切り替
えが可能

・�運用コストが安い

大自然へのあこがれが、� �
いつしかむしのうんこ愛へ展

【期間】12月17日～2020年1月19日��
申当日直接会場へ。

角
かく

正
まさ

美雪のうんこ愛� �
その熱源をひもとく

　1月11日、14～16時。兵庫県伊
い た み

丹
市昆虫館で「むしのうんこ展」を企
画した学芸員・角正美雪さんの情
熱をひもとく学習会。定員30人。
申12月15日からあつぎ郷土博物館
へ。先着順。 申192539

縄文ムラ発見！� �
三田林根遺跡の調査から

　1月18日～2月11日、9～17時。三田小学
校グラウンド整備に伴う調査で発見され
た縄文土器や石器、写真の展示。無料。

①1月18日「三田林根遺跡の調査成果」
②2月9日「縄文時代の集落について」
いずれも14～16時。無料。

いずれも申当日直接会場へ。ワークショップは先着順。

まが玉づくり
　2月2・8日、①10
～12時②14～16時。
小学生以上各回30
人。各回250円。

拓
たく
本
ほん
体験

　土器の模様を紙に
写す体験。2月1日、
①10～12時②14～
16時。無料。

土器文様はがき
縄文ぬりえ
　土器の模様のスタ
ンプでハガキを作る。
毎日開催。無料。

問文化財保護課☎225-2509

「�むしのうんこ、すごい�
ぜ！この素晴らしき！� �
むしうんこパワー」

　1月19日、14～16時。角正さん
による講演会。定員100人。
申当日直接会場へ。先着順。

⃝問あつぎ郷土博物館☎225-2515

　虫を愛してやまない女性た
ちによるイベントです。

　縄文時代の厚木のまちを体験しよう。驚 き
と
発 見
が

いっぱい

会
場�

あ
つ
ぎ
郷
土
博
物
館

博
物
館
に
行
こ
う

虫めづる
姫君たち

あつぎの遺跡展

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

２

観光ボランティアガイド協会主催
「奥七沢パワースポットと神秘の里」
　1月26日、10～15時。東丹沢七
沢観光案内所。観光ガイドと亀

かめ

石
いし

、�
日
ひ

向
なた

薬
やく

師
し

、大
おお

釜
がま

弁
べん

財
ざい

天
てん

などを巡る。
定員40人。500円（資料・保険代）。
申1月10日までに東丹沢七沢観光
案内所☎248-1102へ。先着順。

森林づくり体験教室
「木こり体験・シイタケ栽培」
　2月8日、9～16時。七沢地区の
森林。間伐体験とシイタケ栽培の
原木「ほだ木」作り（ほだ木は持
ち帰り）。小学生以上40人（小学
生は保護者同伴）。520円（材料費、
保険料）。申直接、電話またはハ
ガキ、ファクスに〒住所、氏名、
年齢（学年）、電話番号を書き、�
1月17日（必着）までに〒243-8511
農業政策課☎225-2351・薨223-
0174へ。抽選。

青春劇場
■唄う！青春劇場カラオケ大会
　1月18日、14時45分～16時。ゲ
ストは井上まり子。500円。
■あつぎ青春劇場落語会
　1月25日、11時～12時30分。出
演は林家たけ平、柳家小

こ

八
はち

、仲
なか

八
はち

郎
ろう

。1000円。
　いずれもアミューあつぎ。定員
100人。申当日直接会場へ。先着順。
問商業にぎわい課☎225-2834。

あつぎ YMCA こども食堂
　12月21日、12～15時。厚木YMCA。
クリスマスのお祝いを楽しむ。乳
幼児～中学生と保護者50人。100
円（保護者300円）。申当日直接会
場へ。先着順。問厚木YMCA☎
223-1441。

F
フ ァ ン

un L
ラ イ フ

IFE あつぎ子ども食堂
　1月11日、11～14時（12時まで受
け付け）。依知北公民館。昼食作
りやレクリエーション、宿題など。
乳幼児～中学生と保護者50人。
100円（保護者300円）。申当日直
接会場へ。先着順。問市民団体
FunLIFE・望月☎090-4363-8420。

かながわにじいろトーク
　1月5日、14時30分～16時30分。
本厚木駅付近の公共施設（詳しく

は申込者へ連絡）。「恋愛」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12月27日、17時まで
にかながわにじいろトーク事務局
☎045-306-6769へ（1月3日、17時
まで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。先着順。

講　座

i

健康運動指導士による
未病運動講座
　1月9・28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
痛予防のための運動、おなか回り
をスッキリさせる体操などのアド
バイスと実技。20歳以上。無料。
申当日直接会場へ。問健康づくり
課☎225-2201。 192021

フレイル（虚弱）チェック
　1月23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、
12月27日（必着）までに〒243-8511
介護福祉課☎225-2388へ。抽選。
申192318

からだいきいき運動教室
　1月8・22・29日、14～16時。東
町スポーツセンター。市内在住の
65歳以上。要介護認定を受けてい
る方は要相談。無料。申当日直接
会場へ。問介護福祉課☎225-
2388。 192323

情報プラザのパソコン講座
■初心者向け文書作成・表計算講座
　1月10・17・24・31日（全4回）、
13時30分～。文書作成ソフトと表
計算ソフトの使い方などを学ぶ。
定員12人。2000円。 申192551
■未経験者向けビジュアルプログ
ラミング講座
　1月14・21・28日（全3回）、13
時30分～。絵や図を使ってプログ
ラミングを体験する。定員12人。
1500円。 申192552
■高齢者向けパソコン入門講座
　1月17・24・31日（全3回）、9時
30分～。パソコンの基本操作やイ
ンターネットの使い方、セキュリ
ティー対策などを学ぶ。65歳以上
12人。1500円。 申192553
■初心者向け表計算スキルアップ
講座
　1月19・26日（全2回）、9時30分
～。表計算ソフトで、表の作り方
や編集方法、計算式の使い方など
を学ぶ。定員12人。1000円。 申
192554
　いずれも情報プラザ。各回180
分。費用はテキスト代他。申電話
またはハガキに講座名、 申番号、
〒住所、氏名、年齢、電話番号、
市外在住の方は勤務先または通学

　一人一人が賢い選択をして、温暖化を防ぐ取り組み「Ｃ
ク ー ル

ＯＯＬ	
Ｃ
チ ョ イ ス

ＨＯＩＣＥ」を広めるため、市ではPR動画やラッピングバスなど
を作成し、エコ意識の向上を呼び掛けています。

問環境政策課☎２２5-２749

温暖化対策に
向け意識改善環境にやさしいまちづくりを推進

「COOL�CHOICE」って？
　温室効果ガスの排出量を削
減するため、身近なところか
ら省エネルギーにつながる行
動を進める取り組み。全国で
活動が広がっている。

ＰＲ動画を公開中
　エコのためにできることを紹介するPR動
画を作成。家電や車、荷物の配達などの場面

で、どんな選択が
エコになるのかを
考える。一人一人ができること

　 ・地元の食材を食べて輸送エネルギーを抑える
　 ・荷物を一回で受け取り再配達を減らす
　 ・車を運転する際はゆっくり発進する

みんなが実践す
れば大きな効果
があるBoo~!!

エコになると思っていた行動が、
実は間違っていたという物語

◀�市 公 式
Y
ユー チ ュ ー ブ
outube
チャンネル
で公開中

市内を走るバスで呼び掛け

講演会

学習会
講演会

展示

ホール
展

無料

例
え
ば

ホール展は入口正面の特設ブースで開催



あつぎ
郷土博物館

連動企画學藝員のススメ
第6回 　博物館の学芸員が、あれ

これを語り倒すコーナー。

全 長14㍍ に
及ぶ六曲一双
の屏風に描か
れている

問農業政策課☎225-2801

年末年始の食卓に厚木の食材を

厚木市民朝市
　市内産の新鮮で安心・安全な農産物や加工食品
などを販売します。

　とめ市　�12月29日。買い物をした方に先着で
年越しそばをプレゼント

　初 市　�1月12日。各店舗数量限定でお得な
福袋を販売

日時　毎週日曜（1月5日を除く）　6～7時
会場　文化会館駐車場

　ドローンの活用を考え
ている事業者向けに、正
しい知識や技術を学ぶ体
験講習会を開催します。

　日時　2月5日　13時30分～16時
　会場　厚木シティプラザ
　内容　	デモフライト、操縦体験、法律や

安全な操作方法の講義など
　対象　市内企業関係者10人

　「笑い」による健康効果を楽しく
学びましょう。
日時　2月14日　14～16時
会場　保健福祉センター
内容　	福島県立医科大学教授によ

る講義と実践
対象　市内在住在勤在学の方150人
申12月16日から健康づくり課へ。	
先着順。
問健康づくり課☎225-2201 問産業振興課☎225-2831

申電話またはファクスに講習会名、〒住
所（企業の場合は所在地）、氏名・事業所
名、電話・ファクス番号を書き、12月17
日から産業振興課薨223-7875へ。先着順。
192678

参加者募集 �ドローン体験講習会笑いは健康への近道
笑う門には福来たる

笑いと

健 康

　8月に、熊坂東
とう

以
い

（1907-1995）
の「鶴

かく

図
ず

屏
びょう

風
ぶ

」が寄贈されました。
　東以は上荻野に居を構え、生
涯そこで創作活動に励んだ日本
画家です。日本美術展覧会や、
日本美術院展に入選するなど日本
画壇で活躍し、市民文化賞も受
賞しています。オランウータンやフ
ラミンゴなど、個性的なテーマで日
本画を描き、現代展でも高い評価
を得ていました。
　本作品の画題はツル。一羽の

ツルが走り出し飛翔する様子を、
高速度で撮影したかのような斬新
な手法で描いています。「付

つけ

立
た

て」
という輪郭線を描かず、絵の具の
濃淡を生かす技法にも注目してく
ださい。

厚木の画家が描いたツル

中野　香織

「鶴図屏風」は12月21日
～2020年1月15日にエント
ランスホールに設置。 施設案内▲

３2019(令和元)年12月15日

先を書き、12月24日（必着）まで
に〒243-0021岡田3050情報プラザ
☎220-2711へ。抽選。

F
ファットバーン

ATBURN（フィットネスプログラム）
　1月①16日＝睦合北公民館②21
日＝玉川公民館③27日＝愛甲公民
館④29日＝厚木北公民館。10～11
時。脂肪燃焼や筋力・体力向上に
効果のある運動講座。市内在住の
30～74歳各回25人。各回500円。
申12月16日から国保年金課☎225-
2125へ。先着順。

からだ年齢測定プログラム
　1月17日、13～16時。あつぎ市
民交流プラザ。血管年齢や脂肪燃
焼力、足腰の強さなどの測定と結
果に基づくアドバイス。市内在住
の方20人。無料。申12月16日から
国保年金課☎225-2125へ。先着順。

気にするだけの毎日にサヨナラ！
血圧ミラクルチェンジ
　1月24日、14時～15時30分。睦
合西公民館。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12月16日から健康づくり課
☎225-2201へ。先着順。 192599

パソコン要約筆記講習会
　1月20日～3月23日の月曜（全9
回、祝日除く）、13時30分～15時
30分。保健福祉センター。聴こえ
にくい方からその場の音声情報を
文字にして伝える要約筆記の基礎
を学ぶ。パソコンを操作でき、
W
ウ ィ ン ド ウ ズ

indows対応のノートパソコン
（OSは8.1以上）を用意できる方15
人。無料。申往復ハガキに講座名、
〒住所、氏名（ふりがな）、年齢、
電話・ファクス番号、応募動機、
市外在住の方は勤務先または通学
先を書き、1月10日（必着）まで
に〒243-8511障がい福祉課☎225-
2221へ。抽選。 申192598

あゆコロちゃん体操講座
　1月22日、10～12時。あつぎ市
民交流プラザ。あゆコロちゃん体
操指導員から体操を学ぶ。あゆコ

ロちゃんグッズのプレゼントあ
り。市内在住の方30人。無料。申
12月16日から健康づくり課☎225-
2201へ。先着順。

192021「聴覚障害の基礎知識」講演会
　1月20日、13時30分～15時30分。
保健福祉センター。元県ろうあセ
ンター所長による耳の仕組みや聴
覚障がいの講演。要約筆記、難聴
者の聞こえ方を支援する設備「ヒ
アリングループ」あり。定員20人。
無料。申当日直接会場へ。先着順。
問障がい福祉課☎225-2221。

日本赤十字社健康生活支援講習会
　2月8・9日（全2回）、9時15分～
17時15分。保健福祉センター。高
齢者の介護方法や地域での支援、
高齢期を迎える前の健康管理など
を学ぶ。検定合格者に支援員認定
証を交付。市内在住在勤在学の15
歳以上20人。900円。申往復ハガ
キに講習会名、〒住所、氏名（ふ
りがな）、性別、生年月日、電話
番号、市外在住の方は勤務先また
は通学先を書き、1月27日（必着）
までに〒243-8511福祉総務課☎
225-2210へ。抽選。 申192653

地球温暖化を防ごう！
親子ソーラーオルゴール工作教室
　2月8日、13時30分～15時30分。
市役所第二庁舎。省エネ実験や太
陽エネルギーで動くオルゴールを
作る。小学生と保護者20組。無料。
申1月10日までに環境政策課☎
225-2749へ。抽選。 申192654

大山アプリ開発集中講座
　1月①11日②12・13日（全3回）、
①9～17時②10～17時。大山や市
役所第二庁舎。ワークショップや
オリジナルアプリの開発。市内ま

たは秦野・伊勢原市に在住在学の
中学生以上20人。無料。申12月16
日からタイムカプセル㈱☎058-
214-9760へ。先着順。問観光振興
課☎225-2820。

手話講習会
　2月18日、10時～11時30分。JA
あつぎ本所。初心者向け手話講習
会。市内または清川村在住の方。
無料。申1月31日までにJAあつぎ
組織文化部福祉課☎225-7716へ
（平日のみ）。

資産運用セミナー
　1月25日、14時～15時30分。あ
つぎ市民交流プラザ。資産運用の
ポイントをファイナンシャルアド
バイザーが解説。市内在住在勤の
20歳以上15人。無料。申電話また
はファクスに講座名、〒住所、氏
名、年齢、電話番号を書き、12月
26日までに勤労者福祉サービスセ
ンター☎206-4151・薨206-4611へ。
抽選。

あつぎスポーツアカデミー
■湘南ベルマーレ幼児動きづくり
アカデミー
　1月11・19日（全2回）、13時30
分～14時20分。自分の体を思い通

りに動かすトレーニングに親子で
取り組む。市内在住の5～6歳の子
どもと保護者5組（2人1組）。各回
1000円。
◆小学生トレーニングアカデミー
（3学期）
　1月24日～3月13日の金曜（全8
回）、18時30分～19時30分。バラ
ンス能力や瞬発力を高めるトレー
ニング。1月24日と3月6日は体力
テストを実施。市内在住在学の小
学3～6年生30人。トレーニング講
習会＝各回800円、体力テスト＝
各回500円。
　いずれも南毛利スポーツセン
ター。申ハガキ、ファクス、Eメー
ルにイベント名、〒住所、氏名（ふ
りがな）、年齢（◆は学年）、電話番
号を書き、12月25日（必着）まで
に〒243-0039温水西1-27-1市体育
協会☎247-7212・薨248-7151・
info@atsugi-taikyo.or.jpへ。抽選。

問あつぎ郷土博物館☎225-2515

《「講座」は4面に続きます》

無料



４

体育協会のスポーツ教室
■ジュニアバドミントン教室
　1月11・18・25日、2月8・15日（全
5回）。13時30分～15時30分。南毛利
スポーツセンター。市内在住の小・
中学生40人。2000円。 申192438
■キッズテニス教室
　1月12日、 ①10時 ～ ②13時30分
～。南毛利スポーツセンター。スポ
ンジボールなどを使った講習。市
内在住の①年中～小学3年生②年
中～小学6年生各30人。各回800円。
申①192439②192440

■初心者空手道教室
　1月12・19・26日（ 全3回 ）、10
時～11時30分。東町スポーツセン
ター。市内在住在勤在学の小学生
以上20人。800円。 申192441
◆スキー教室
　2月8～10日（2泊3日）。斑

まだらお

尾高原・
タングラムスキー場（長野県）。
市内在住在勤の方37人（児童・生
徒を除く）。3万8000円（宿泊費、
朝・夜の食事とバス代、4時間分
のリフト券4枚）。 申192594
　いずれも基礎技術の講習。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、■12月25
日◆1月9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
中央図書館の催し

■こどもえいがかい
　12月25日、①11時～11時25分=

「チップとデール リスのオモチャ
合戦」「手ぶくろを買いに」②14
時～14時50分=「スノーマンとス
ノードッグ」「金のがちょう」。中
央図書館。3歳以上各回100人（幼
児は保護者同伴）。
■ブックスタート
　①12月21日、10時30分～11時30
分＝中央図書館②1月8日、11時30
分～12時＝保健福祉センター③1
月15日、10時30分～11時30分＝あ
つぎ市民交流プラザ。読み聞かせ
の方法や年齢に応じた絵本を5分

程度で紹介し、1冊進呈。市内在
住で2018年4月2日以降に生まれた
赤ちゃんと保護者（赤ちゃん1人に
つき1回）。生後4カ月頃からが最
適。母子健康手帳をお持ちくださ
い。都合の悪い方は事前に予約し、
毎月第2・3木曜の11～12時、14～15
時に中央図書館で受けられます。
■おはなし会
　1月4・5・11・12・18・19・25・26日、
14時～14時30分。中央図書館。素
話、絵本と紙芝居の読み聞かせな
ど。4歳～小学2年生程度。
■おひざにだっこのおはなし会
　1月22・23日、 ①10時30分 ～ ②
11時～（各回30分）。中央図書館。
歌・手遊び、人形劇、紙芝居の読
み聞かせなど。1～4歳程度の幼児
と保護者。
　いずれも無料。申当日直接会場
へ。問中央図書館☎223-0033。

親子ふれあい遊び
7カ月から歩き始めの子ども

　1月24日、①10時～②11時～（各
回40分）。あつぎ市民交流プラザ。
親子で触れ合い遊びを楽しむ。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）。無料。申1月17日までに
子育て支援センター☎225-2922
へ。抽選。 申①192586②192587

ベビーマッサージ
　1月①17日＝あつぎ市民交流プ
ラザ②31日＝荻野公民館。10時30
分～11時30分。オイルを使った
マッサージで赤ちゃんとの触れ合
い方を学ぶ。市内在住で生後1～6
カ月の赤ちゃんと保護者①15組②
10組（既受講者を除く）。300円（オ
イル代・1回分）。申①1月10日ま
で②1月15～24日に子育て支援セ
ンター☎225-2922へ。抽選。 申
①192584②192585

募　集
電話相談ボランティアを
募集

　精神的な助けや励ましを求める
方と電話で話すボランティアを募
集します。応募資格や申し込み方
法は横浜いのちの電話HPに掲載。
　《応募締切》2月15日。問健康づ
くり課☎225-2201。

市立病院運営審議会委員
を募集

　市立病院の運営などを審議する
委員を募集します。
　《対象》①市内在住在勤在学で
応募日現在18歳以上②他の審議会
などの委員でない③平日昼間の会
議（年4回程度）に出席できる④
市の議員・職員でない―の全てを
満たす方3人《任期》2020年4月1
日～（2年間）《報酬》日額7800円

（交通費含む）。申市立病院や市役
所本庁舎、本厚木・愛甲石田駅連
絡所、市立病院HPにある申込書
を、1月31日までに直接、経営管
理課☎221-1570へ（土・日曜を除
く）。選考あり。

お知らせ
歯と歯ぐきの健康相談

　1月31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。
192141

「大山観光アプリ」を配信
　大山を中心とした秦野・伊勢原・
厚木市の観光スポットなどを掲載
するアプリを配信します。詳しく
は市HPに掲載。問観光振興課☎
225-2820。

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。1月

7・21日
まつかげ台中公園
大谷公園
鳶尾児童館

13：30～14：00
14：15～15：00
15：30～16：00

8・22日
愛名第二公園
愛甲宮前公園
愛甲児童館

13：30～14：10
14：45～15：15
15：30～16：00

9・23日 長谷公園
毛利台児童館

14：30～15：10
15：30～16：00

10・24日
子合児童遊園
本厚木スカイハイツ
山際児童館

10：30～11：30
14：00～14：45
15：30～16：00

14・28日
エステスクエア本厚木
勝見公園
緑ケ丘北公園

13：30～14：00
14：30～15：00
15：30～16：00

15・29日
たちばな幼稚園前
そりだ公園
妻田東児童館

13：15～13：45
14：15～15：00
15：30～16：00

16・30日 山際公園
西ノ久保公園

14：00～14：45
15：20～16：00

17・31日
宮の里公園
下戸田菅原神社
上戸田児童館

10：30～11：30
14：00～14：45
15：15～16：00

会　場 日　程 催し名

あつぎ
アートギャラリー
（�アミューあつぎ�
5階あつぎ市民�
交流プラザ）

1月11・12日 池坊厚木華道会支部いけばな池坊展（い
けばな展示）

1月17～21日 厚木愛甲地区中学校文化連盟芸術祭美
術科学習発表会

1月23～28日 干支展「子」陶芸愛好会（陶芸作品展示）

1月24～28日 厚木愛甲地区中学校文化連盟芸術祭技
術・家庭科・特別支援学級部会発表会

1月29日～2月4日 第18回ひまわりの会油絵展（油彩画、
水彩画など）

1月30日～2月4日 よろず工房（リメイク洋服、アクセサ
リー他展示販売）

1月31日～2月2日 （株）AIS「振袖展示会」（着物展示販売）

ロードギャラリー
（厚木地下道）

12月20日～1月8日 市明るい選挙啓発ポスターコンクール
入選作品展示会

12月20日～1月15日 ガモー展（油彩画）

1月10～15日 県明るい選挙啓発ポスターコンクール
入選作品展示会

1月17日～2月19日
こころのきもちえほん展
帰ってきたあつお展　リローデッド　
―短い利用規約―（イラスト）

問あつぎ市民交流プラザ
☎225-25101月の

8日 宮の里 20日 愛甲・小野

9日 飯山中部・及川 21日 荻野新宿

10日 鳶尾・上荻野 22日 下川入・上戸田

14日 三田・まつかげ台 23日 山際・緑ケ丘・金田

15日 下古沢・温水恩名 24日 岡田・藤塚

16日 愛甲原・上落合 27日 浅間山

17日 妻田東・七沢 28日 毛利台・吾妻町

　全て児童館。保護者同士、子ども同士の交流と子育
て相談の場。6歳までの子どもと保護者《時間》10時15
分～11時45分。申当日直接会場へ。

子育てサロン移動

問子育て支援センター☎225-2922 192583
1月

問中央図書館☎223-0033

図書館お楽しみ
本との出合いを楽しもう

《日時》1月4日　9時～
《場所》中央図書館
《対象》0歳～小学6年生
申当日直接会場へ。先着順（1人1袋）。

　司書がお薦めする本を、対象年齢
別に福袋に入れて貸し出します。

袋福

1袋に2冊入り
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こちらは

防災あつぎ
このコーナーでは、
災害に備える対策
などを紹介します。です

家屋取り壊しなどの届け出
　固定資産税・都市計画税は、1月
1日現在で所有する土地や家屋に
課税されます。家屋の取り壊しや
未登記家屋の所有者が変わった場
合は速やかに届け出てください。
問資産税課☎225-2031。

償却資産の申告期限は
1月31日

　事業者（個人・法人）の事業用機
械や備品などの償却資産は、固定資
産税の課税対象です。1月1日現在で
償却資産を所有する方は申告して
ください。問資産税課☎225-2032。

12月25〜31日は
歳末火災特別警戒

　「ひとつずつ いいね！で確認 
火の用心」をスローガンに特別警
戒を実施します。出掛ける前や就
寝時には、火の元を確かめましょ
う。問警防課☎223-9368。

国民年金の加入手続き
　60歳未満で会社などを退職した
方は、厚生年金から国民年金へ切
り替えが必要です（扶養する配偶
者を含む）。申退職日が分かる書
類または社会保険資格喪失証明
書、年金手帳、身分証明書を持ち、
直接、国保年金課☎225-2121へ。

かながわマンション管理
組合交流会

　1月26日、2月29日。9時30分 ～
11時30分。あつぎ市民交流プラザ。
マンション管理士による「規約の
改正、理事会、総会の運営、修繕
積立金の見直しなど」がテーマの
講座や懇談会など。各回25人。無
料。申電話またはEメールで県マ
ンション管理士会・岡本☎090-

8463-0028（平日10～17時）・ ya 
su-okamoto@nifty.comへ。先着順。

中小企業利子補給金
申請書の送付

　市の融資制度などを利用してい
る事業者（利子補給対象者のみ）へ
12月下旬に申請書を送ります。早
めに借入金融機関に提出してくだ
さい。問産業振興課☎225-2830。

ひとり親家庭などに
修学資金などを貸し付け

　4月に高校、短大、大学、専修
学校などに進学予定の子どもを養
育する母子・父子・寡婦家庭に、
就学支度・修学資金を貸し付けて
います。
　《金額》下表の額内で必要と認
められる額。

区分 就学支援 修学（月額）

高校 公立 15万円 1万8000円
私立 41万円 3万円

私立短大・
専門学校 58万円 5万3000円

私立大学 58万円 5万4000円

　申子育て給付課☎225-2241へ。
審査の上、申請の翌月末に決定。

フードバンクの活動に協力を
　食品ロスを減らすため、家庭で
余った食品を回収し、必要な家庭
に無償で提供します。
　《日時》1月15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カ月以上あ
り、常温保存できる未開封の物。
申当日直接会場へ。問H

は ー と

eart3
みいよ

4☎
220-5088（平日10～16時）。

県央圏域就労移行支援事
業所合同説明会

　①1月17日＝大和市文化創造拠
点シリウス②1月24日＝海老名市

役所。14時30分～16時30分。就労
移行支援事業所の合同説明会。障
がいがある方や家族など。申当日
直接会場へ。問障害者就業・生活
支援センターぽむ☎232-2444。

社会福祉の向上に
貢献した方を表彰

　11月9日の社会福祉大会で、41
人・7団体に表彰状と感謝状が贈
られました。共同募金会主催の福
祉作文コンクールで優秀な成績を
収めた市内小・中学生が作文を発
表しました。
■市長表彰
　《社会福祉功労表彰》廣田克己、
水口千穂子、荻山清治、藤井研一
郎、古舘博士、丸岡千良子、関口
一男、宮本由美子、熊澤フミ子、
阿部康乃、石射冬美、小室壽祐、
野村竹千代、菅原富美子、山村惠
子、田下政雄、鈴木豊子、土屋ま
さ江、山本和子、相生老友会、天
寿会、坊中老寿会、市古式消防保
存会、渋谷恵美子、難波京子、夏
目之夫、他6人《介護表彰》石井操、
伊藤健、切通いづみ、松島佳子、
小林秀也、長谷川浩光、片岡洋子、
他2人《保育士表彰》平井真美、
渡邉愛、大澤静香、他1人《市長

感謝状》厚木法人会、市全国県人
会連合会、日産自動車（株）テク
ニカルセンター
■福祉作文発表
　奥村嘉月（愛甲小6年）「便利と
不便」、佐藤美咲（林中1年）「祖
父の免許返納に立ち会って」
　敬称略・順不同。問福祉総務課
☎225-2200。

《期間》3月7日～2021年1月31日
《場所》飯山3588　　《区画数》50区画
《料金》3万8000円（種苗・農機具代など）
申電話またはファクスに〒住所、氏名、
電話番号を書き、1月31日までに飯山楽菜
園管理組合・志村☎・薨241-1946へ。抽選。

問農業政策課☎225-2800

飯山楽菜園の利用者を募集
市民農園で野菜作り

　農業体験型の
農園の利用者を
募集します。農
家が直接指導す
るため、年間20
種類以上の野菜
を初心者でも安
心して栽培・収
穫できます。

問危機管理課☎225-2190

秋
の
叙
勲
・
褒
章
市
内
で
受
章
さ
れ
た

皆
さ
ん
を
紹
介
し
ま
す
。

瑞宝小綬章　
中 西 憲 二さん（71・
下津古久）防衛功労
＝元海上自衛隊幹部
学校教育部長
瑞宝双光章　
荻 原 壽 生さん（72・
飯山）警察功労＝元
警視正
藍綬褒章　
酒 井 一 夫さん（81・
元町）防犯功績＝元
厚木警察署管内防犯
指導員連絡協議会会
長）、髙瀬 量夫さん
（79・中荻野）防犯
功績＝現市防犯協会
常任理事

そ の 他 の 受 章 者

堀田 正弘さん
（74・森の里）
教育功労＝
元公立中学校長

川井 弘さん
（66・中依知）

消防功労＝
元市消防監

〰〰〰 瑞宝双光章 〰〰〰

堀池 春夫さん
（65・岡田）

消防功労＝　　
元市消防団団長

井上 明さん
（72・愛甲）
警察功労＝
元県警部補

猪俣 勇助さん
（71・山際）

消防功労＝
元大和市消防司令

星 信壽さん
（68・妻田西）

消防功労＝
元東京消防庁消防司令

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 瑞宝単光章 〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

竹信 武さん
（83・鳶尾）

教育研究功労＝
東京工業高等専門学校名誉教授

瑞宝小綬章

平本 明子さん
（71・愛甲東）

納税功労＝
県納税貯蓄組合連合会副会長

旭日双光章

　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

2人のローマ教皇 1月2日まで
映画　ひつじのショーン 
UFOフィーバー！ 1月5日まで

天気の子 1月29日まで
万引き家族
ʻ樹木希林特集ʼ 12月20日まで

真実　特別編集版
12月21日
 ～1月10日ベラのワンダフル・

ホーム※日本語吹替版
“樹木希林” を生きる
ʻ樹木希林特集ʼ

12月21日
 ～1月17日

ホテル・ムンバイ 12月28日
 ～1月10日

記憶にございません！ 12月28日
 ～1月17日

ハザードマップって
どこで見られる？

◆ハザードマップは市HPに掲載
　避難場所や経路を事前に確認しましょう。

ペットは一緒に避難所
に行ける？

◆同行は可能ですが同室できません
　同行避難はできますが、動物アレルギーなどが
ある方がいるため、室内には入れません。

河川の増水の状況を知
りたい

◆河川の水位はインターネットで確認
　河川の水位や様子を映した映像を、スマート
フォンやパソコンで確認できます。

避難所に食事や飲み物
はある？

◆避難所へは食料や毛布を各自で持参
　日頃から食料や水、毛布などを家庭で備蓄して
おきましょう。

防災無線が聞こ
えない

◆防災行政無線の内容はテレビや電話で確認
　放送内容は、ＴＶＫデータ放送やテレホンサー
ビス☎0180-994422などで確認できます。あつぎ
メールマガジンの事前登録も忘れずに。

？

Q Ａ

　台風15・19号の時に、市民の皆さんから多かった問い合わせから、
改めていざという時の備えを紹介します。



6

かかりつけ医

◆  厚木医師会 医療機関

◆  かながわ 医療情報

①気軽に相談

　1月から、二つの科が完全紹介制になります。受
診には、緊急時などを除き、かかりつけ医からの
紹介状が必要です。� 問医事課☎221-1570

◆あつぎ健康相談ダイヤル
　☎0120-31-4156

身近な
かかりつけ医を探そう

相手の「普通」に寄り添う大切さ
　12月の人権週間に合わせて開催されて
いる「無意識の偏見展」をリポートして
きました。「普通って何だろう」を考える
展示ということでしたが、漢字の一部に
なれるパネルや映像投影を使った撮影ス
ポットなどの仕掛けがあり、子どもから
大人まで楽しめそうな空間でした。

　パネル展示されている中学生人権作文
には、生まれ持った体質や家族にまつわ
る話など、身近な経験から感じたことが
書かれていました。短い文にも関わらず、
ハッとさせられるものばかり。自分に見え
ている世界が全てではないという当たり
前のことを、改めて考えさせられました。
　普段、何気なく口にしてしまう「普通」
という言葉も、他の人からすれば「普通」
ではないかもしれません。自分の考えも
しっかりと持ち
つつ、相手の
「普通」に寄り
添う気持ちも
大切にしたい
と思いました。

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

期日 内科
（第１当番病院） 

内科
（第２当番病院）

外科
（第１当番病院）

外科
（第２当番病院）

内科・外科・
小児科

29日 愛川北部病院
☎284-2121 東名厚木病院

☎229-1771

湘南厚木病院
☎223-3636

東名厚木病院
☎229-1771

市立病院
☎221-1570

30日 近藤病院
☎221-2375

東名厚木病院
☎229-1771

近藤病院
☎221-2375

31日 東名厚木病院
☎229-1771

近藤病院
☎221-2375

近藤病院
☎221-2375

東名厚木病院
☎229-1771

1日 湘南厚木病院
☎223-3636

東名厚木病院
☎229-1771

愛川北部病院
☎284-2121

2日 亀田森の里病院
☎247-2121

仁厚会病院
☎221-3330

3日 仁厚会病院
☎221-3330

亀田森の里病院
☎247-2121

●2次救急診療（基本的に救急入院や手術が必要な患者が対象）
※内科・外科は6病院による輪番制。29〜3日の受付時間は9時~翌日9時

●休日歯科診療
歯科保健センター　☎224-6081

《受付日時》　29～3日、①10時～11時30分②13時～16時30分

●休日眼科診療・休日耳鼻咽喉科診療　※広域輪番制
《受 付 日》　�29～3日。あつぎ健康相談ダイヤル24☎0120-31-4156または、

市HPから当番病院を確認してください。
《受付時間》　直接、当番病院へ確認してください。

診療科目 内科 ・小児科

受付日時 29～3日は、①9時～11時30分②14時～16時30分③18時～21時30分
※上記時間以外は、2次救急医療機関（下表参照）へ

●初期救急診療（入院の必要がない軽症救急患者が対象）
休日夜間急患診療所（メジカルセンター）　☎297-5199

　市役所の一般業務は、12月29日から１月３日まで休業します。出生・死亡・婚姻
など戸籍に関する届け出は、宿直室（市役所本庁舎南側地下１階）で受け付けます。
 問行政総務課☎225-2280

急診療
急なけがや病気に

問環境センター☎225-2790

持ち込み 環境センターへの持ち込みは27日まで。年始は6日から。

収集日程 収集は31日まで。年始は6日から。

源とごみの収集など
収集は31日まで 年始は6日から資

施設名 利用方法 利用時間
テニスコート
厚木テニスコート� ☎225-2533
南毛利スポーツセンター� ☎250-1095
荻野運動公園� ☎225-2900
� （29～3日は☎225-2687）
若宮公園� ☎247-7989

予約制
公共施設予約システム（マ
イタウンクラブ）で申し込
み

9～17時

及川球技場� ☎242-3060
無料開放
•�当日、受付簿に記入
•�注意事項は、施設窓口また
は市HPに掲載

9～15時

※小・中学校の体育館・グラウンドの開放はなし
※�荻野運動公園、あつぎこどもの森公園、ぼうさいの丘公園・駐車場は
一部を除き利用可

スポーツ施設の開放（29～３日）

共施設の休業・休館日
主な施設は29日から3日まで公

救

目印の撮影スポットでパシャリ

病院 紹
介
状

②必要な
時は紹介
状を発行

連
携

内科
耳鼻咽喉科市立病院　　　　 が紹介制に

年末年始の業務日程年末年始の業務日程

かかりつけ医
とは

健康のことを相談でき、必要な時は専門の医
療機関を紹介してくれる身近な医師のこと

③症状が
安定

施設
12/25 26 27 28 29 30 31 1/1 2 3 4 5
水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日

★主な施設　※1
斎場 ※2・3 ※3 ※4
中央図書館 ※5
託児室わたぐも
あつぎ郷土博物館
古民家岸邸
勤労者福祉サービスセンター
★主な施設
情報プラザ、生きがいセンター、本厚木駅・愛甲石田駅・上荻野連絡所、
保健福祉センター、老人福祉センター寿荘、七沢自然ふれあいセンター、
南毛利学習支援センター、文化会館、児童館、神奈川工科大学厚木市
子ども科学館、消費生活センター、あつぎセーフティーステーション
番屋、放置自転車保管場所、ふれあいプラザ、環境みどり公社（し尿
収集運搬・浄化槽の清掃および保守点検）、荻野運動公園（テニスコー
ト除く）、ぼうさいの丘公園（センター施設）、猿ケ島野球場・テニスコー
ト、公民館（分館、図書室含む）・地区市民センター、東町スポーツセ
ンター、南毛利スポーツセンター（テニスコート除く）、猿ケ島スポー
ツセンター（体育館）、厚木野球場、玉川野球場、市立病院外来診療（※
6）、あつぎ市民交流プラザ（※7）、子育て支援センター（※8）
休業しない施設
市営自転車等駐車場、老人憩の家、厚木中央公園地下駐車場、中町立体駐車場
※1…12/28、1/4・5は、通常の土・日曜の扱い
※2…通夜での使用不可　　　※3…霊安室の使用不可
※4…告別式での使用不可　　※5…29・30日の開館時間は9～17時
※6…救急診療は29～3日も実施（精神科・形成外科・皮膚科・眼科・耳鼻咽喉科を除く）
※7…地下駐車場の31日の開館時間は18時30分まで、1日は休業。
※8…サロン室は28日、12時以降休館
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◆チェリーなでしこ会　月5回、
10～17時。南毛利公民館他。健康
マージャン。初心者歓迎。入会金
500円、会費1000円（半年分）。問
守屋☎・薨241-7376。
◆厚木市・軍

く ん

浦
ぽ

市友好交流協会　
1月19・26日、2月2・9・16・23日
（全6回）。10～12時。あつぎ市民
交流プラザ。韓国語を学ぶ。市内
在住の方20人。3000円（テキスト
代）。申Eメールに住所、氏名、
年齢、電話番号を書き、田上☎
090-4914-0438・ atsugi_gunpo_

yuko5@yahoo.co.jpへ。先着順。
◆少年野球体験会　1月12日、10
～12時。ぼうさいの丘公園。野球
体験や走り方教室など。無料。申
当日直接会場へ。問長谷スポーツ
少年団・野

の

月
つき

平
たいら

☎080-7027-6180。
◆障がい者（児）の歌って踊って
あそぼう会　日曜（月1回）、10時
20分～12時。睦合南公民館。歌に
合わせて踊りやゲームなどを楽
しむ。障がいがある小学生以上5
人（付き添いが必要）。無料。申
電話またはファクスで小西☎
090-3680-1790・薨241-5612へ。
先着順。
◆みはる野H

フ ラ

ula M
マ リ エ

alie　月曜（月
2回）、17～19時。荻野公民館。フ

ラダンスを楽しむ。3歳以上。月
会費4000円（子ども3000円）。問豊
島☎080-3252-0869。
◆花アロハ　水曜 （月3回）、13～
15時。厚木南公民館。フラダンス
を楽しむ。月会費3000円。問楢原
☎247-9493。
◆ルーシー笑いヨガ　木曜 （月4
回）。あつぎ市民交流プラザ。笑
う健康体操とヨガの呼吸法を学
ぶ。1回500円。 問 柴 田 ☎090-
4012-3915。
◆厚木社交ダンス愛好会　金曜、
11～13時。あつぎ市民交流プラザ。
社交ダンスを楽しむ。経験者の方。
入会金1000円、月会費500円。問
山田☎090-1103-0874。

◆将棋月曜会　月曜、13～17時。
南毛利公民館他。将棋の対局、ク
ラス別リーグ戦。無料。問横溝☎
070-4807-9502。
◆油絵サークルひまわり　日曜
（月2回）、10～16時。玉川公民館。
講師指導の下、油絵や水彩画など
の技法の向上を目指す。月会費
2500円。問吉清☎229-2984。
◆観世流謡曲会　日曜 （月1回）、
13～17時。老人福祉センター寿荘。
謡曲の練習、発表。年会費2000円。
問井川☎275-2768。
◆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3000円。問植
松☎242-0719。

伝言板
サークルの情
報などを紹介。

2019年度 上半期・９月末

一般会計の内訳

病院事業の状況

区　分 予算現額 収入済額 収入割合
個人市民税 142億4846万円 68億8809万円 48.3%
法人市民税 41億9604万円 51億2478万円 122.1%
固定資産税 199億5781万円 129億7163万円 65.0%
軽自動車税 4億3742万円 4億587万円 92.8%
市たばこ税 19億7413万円 9億3705万円 47.5%
都市計画税 24億3449万円 15億4684万円 63.5%
入湯税 521万円 250万円 48.0%
合　計 432億5356万円 278億7676万円 64.4%

会計区分 予算現額 収入済額 収入割合 支出済額 支出割合
一般会計 907億8805万円 433億6712万円 47.8% 367億9551万円 40.5%

特
別
会
計

公共用地取得事業 15億1812万円 3億7277万円 24.6% 6億7958万円 44.8%

後期高齢者医療事業 28億1600万円 11億9015万円 42.3% 9億8789万円 35.1%

国民健康保険事業 226億5500万円 97億7661万円 43.2% 90億1348万円 39.8%

介護保険事業 145億9800万円 69億1426万円 47.4% 55億4147万円 38.0%

公共下水道事業 63億8800万円 26億3699万円 41.3% 26億1673万円 41.0%

小計 479億7512万円 208億9078万円 43.5% 188億3915万円 39.3%

合　計 1387億6317万円 642億5790万円 46.3% 556億3466万円 40.1%

種　別 現在高

公
有
財
産

土地 407万6705㎡

建物 57万1594㎡

有価証券 5378万円

出資による権利 10億1813万円

基
　
金

財政調整基金 126億1689万円

国民健康保険事業基金 8億6882万円

社会福祉基金 2億432万円

みどりの基金 1億7686万円

庁舎建設等基金 42億8408万円

その他15基金 25億9641万円

基金（計） 207億4738万円

款　名 予算現額 収入済額 収入割合
市税 432億5356万円 278億7676万円 64.4%
地方譲与税 5億200万円 1億4946万円 29.8%
地方消費税交付金 45億9700万円 26億3117万円 57.2%
国庫支出金 144億2941万円 45億9821万円 31.9%
県支出金 55億6965万円 12億1078万円 21.7%
繰越金 26億5779万円 39億7587万円 149.6%
諸収入 39億2649万円 6億7080万円 17.1%
その他 158億5215万円 22億5406万円 14.2%

合　計 907億8805万円 433億6712万円 47.8%

区　分 予定額 執行額 執行割合
事業収益 111億8355万円 53億5714万円 47.9%
事業費用 116億364万円 50億3372万円 43.4%

　市民の皆さんに市の財政事情
を理解していただくため、毎年
６月と12月に予算の執行状況を
公表しています。今回は、2019
年度上半期（９月30日現在）の
執行状況をお知らせします。

　市の予算は、一般会計と特別会計に分
けられます。一般会計は地方公共団体の
一般的・基本的な事業を実施するための
収入・支出を経理する会計です。特別会
計は特定の事業を実施するため、特定の
収入と支出を一般会計から切り離して経
理する会計です。病院事業は特別会計で
すが、公営企業会計のため、他の特別会
計とは区分しています。

款　名 予算現額 支出済額 支出割合
議会費 4億6272万円 2億3608万円 51.0%
総務費 94億3800万円 35億6166万円 37.7%
民生費 346億4519万円 149億1591万円 43.1%
衛生費 85億4447万円 39億6907万円 46.5%
労働費 2億7277万円 2億1830万円 80.0%
農林水産業費 9億3916万円 2億3724万円 25.3%
商工費 35億1991万円 22億4659万円 63.8%
土木費 152億7261万円 37億2174万円 24.4%
消防費 32億7350万円 13億3854万円 40.9%
教育費 86億1683万円 36億8458万円 42.8%
公債費 57億2455万円 26億6580万円 46.6%
予備費 7834万円 0円 －

合　計 907億8805万円 367億9551万円 40.5%

区　分 現在高

一般会計 484億2929万円

公共用地取得事業特別会計 15億935万円

公共下水道事業特別会計 200億6371万円

合　計 700億235万円

予算執行
状況

予算と収入支出の状況

■一般会計・特別会計の状況

■市の財産

◆歳入 ■市税の内訳

◆歳出

■地方債（借入金）

区　分 現在高
病院事業企業職員退職手当基金 1億7743万円
病院整備基金 1990万円

合　計 1億9733万円

■基金

区　分 現在高
病院事業会計 164億6407万円

■地方債（借入金）

収入済み割合
46.3％

支出済み割合
40.1％

＊�予算現額には、一般会計と特別会計との
資金調整としての繰入金、繰出金が含ま
れているため、それらを差し引いた予算
現額合計は、1320億6956万円となります。

� 問財政課☎225-2170

� （消費税含む）
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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

1月7・2９日、９時～11時30分 要予約
1月20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
1月９日、９～12時 要予約
1月20日、13～16時 要予約
臨床心理士による「いのちのサポート相談」 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）

12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 12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 12月16日、1月6日。13～16時

市民協働推進課
☎225-2100
（人権相談は
☎225-2215）

総
合
相
談
コ
ー
ナ
ー（
１
階
）

登 記 1月20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

12月23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 12月26日、1月９日。13～16時

外 国 人 毎週木曜、13～16時
ポルトガル語・スペイン語・英語

不 動 産 1月９日、13～16時
公 証 人 12月20日、13～15時
行政書士 1月6日、13～16時
人 権 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

1月９・23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

1月8・21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

1月９・23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  ※12月は第3金曜

相談

ああ つつ ぎぎ びび とと

　フローリストとして働いて22年になります。
多くの方に花を身近に感じてもらうため、アレ
ンジ教室や生け花のイベントなどにも取り組ん
でいます。活動を認めていただき、今年、オラ
ンダの大使からユリの魅力を広めるリリーアン
バサダーに任命されました。ユリの魅力は、他
の花の良さを引き上げること。市内の花も組み
合わせ、たくさんの人に魅力を伝えたいです。
　昔は会社勤めでしたが、人と話す仕事がした
いと思い、趣味だった花の世界に飛び込みまし
た。雇ってもらったのは、昔ながらのこぢんま
りとした花屋。お客さんとの距離が近く深い関
係が築ける、自分にぴったりのお店です。
　以前、娘の結婚式用にブーケを手作りしたい

という方が訪れました。慣れない手つきながら
一本一本思いを込めてゆっくりと挿す姿に、寂
しい気持ちと大きな愛情を感じ、私も胸がいっ
ぱいになりました。花は、人が気持ちを乗せて
人に贈るもの。だからこそ、お客さんの気持ち
にじっくり向き合うことを大切にしています。
花はお祝いから弔いまで、人生の大きな出来事
には欠かせません。
今その習慣がない人
にも、花で大事な人
に気持ちを伝える豊
かさ、温かさを知っ
てほしいと思ってい
ます。 教室には幅広い年代が訪れる

花で人から人へ思いを伝えるお手伝いを
フローリスト

斑
まだら

目
め

茂美さん（50）

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

市内のバラやカーネーションの魅力も広めたいと意気込む


