
　予約方法や実施医療機関、８月以降に２回
目の接種を終えた方へのお知らせなどは、随
時、市HPや広報あつぎに掲載します。接種
券は、２回目接種から８カ月経過する日の前
月下旬に送付します。
　未接種の方やこれから12歳になる方など、
１・２回目の接種も個別・集団接種で受けら
れるよう準備を進めています。

【個別接種】市内70以上の医療機関で実施
　実施医療機関は接種券に同封し、市HPにも掲載
します。接種券が届いたら各医療機関へ予約をお願
いします。

【集団接種】保健福祉センターで実施
　接種券が届いたら予約をお願いします。
コールセンターの混雑緩和に協力を
　電話の集中を避けるため、日時やワクチンメー
カー（ファイザー社・モデルナ社）に希望のない方
は、事前申請をお願いします。あらかじめ日時の記
載された接種券を送ります。
申接種券番号（接種済証に記載）を用意し、�
①12月9日〜1月5日②1月9日〜2月5日
に電話でコールセンター☎0570-054-666
または、市HPの申請フォームへ。

問新型コロナウイルスワクチン接種コールセンター☎0570-054-666（12月29日〜1月3日は休業）

新型コロナウイルスワクチン
3回目接種の予定

申請はこちら

　市では、２回目接種から
８カ月経過した方を対象に
３回目接種に向けた準備を
進めています。今後の予定
をお知らせします。

◆接種開始予定時期
　①�6月に2回目の接種をした方＝2月〜� �
（1月下旬に接種券を送付）

　②�7月に2回目の接種をした方＝3月〜� �
（2月下旬に接種券を送付）

催 し

神奈川工科大学
厚木市子ども科学館の催し
■字幕付きプラネタリウム「はや
ぶさ２・小惑星リュウグウへの旅」
　①12月18日②1月15日、13時30分
〜14時10分。日本語字幕とナレー
ション付きの番組。定員45人。200
円（中学生以下50円）。申当日9時
から観覧券を販売。
■プラネタリウム特別番組
「ライブ投影」
　12月26日、13時30分〜14時10分。
「今夜の星空と注目の天文現象」を
テーマにスタッフが解説。定員45人。
200円（中学生以下50円）。申当日�
9時から観覧券を販売。
■ミニ工作教室「たたきざる」
　1月9日、①13時30分〜②14時30
分〜（各回30分）。シンバルをたた
き音を出すおもちゃを作る。定員

15人。無料。申当日9時から電話
で受け付け。
■おもしろ実験「かがみであそぼう」
　1月16日、①10時30分〜②13時
30分〜（各回45分）。鏡を使った
遊びと万華鏡作り。小学生以上10
人（付き添いの方も要予約）。無料。
申当日9時から電話で受け付け。
■科学工作教室
「リモコンロボットをつくろう」
　1月22日、13時30分〜15時30分。
モーターを使って操るロボットを作
る。小学生以上15人（付き添いの方も
要予約）。無料。申1月8日（市外の
方は9日）9時から電話で受け付け。
■大人のためのプラネタリウム
「はやぶさ２の軌跡」
　1月29日、18〜19時。専門家から
はやぶさ2の話を聞く。15歳以上
45人（中学生は除く）。200円。申
12月19日（年間パスポートを持つ方
は18日）9時から電話で受け付け。
■昼寝タリウム
　木曜（12月30日、1月6日を除く）、
12時15分〜12時45分。満天の星の
下、ゆったりと過ごす。定員45人。

200円（中学生以下50円）。申当日
9時から観覧券を販売。
　いずれも先着順。会場、問い合
わせは子ども科学館☎221-4152。

あつぎ青春劇場
■唄う！青春劇場カラオケ大会
　1月15日、14時30分〜16時。ゲ
ストは浪

なみ

ちひろ。
■あつぎ青春劇場落語会
　1月22日、11時〜12時30分。出
演は入

いり

船
ふね

亭
てい

遊
ゆう

京
きょう

。
　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☎225-2840。

市立病院講演会
　1月27日、14〜15時。専門医によ
るがんの緩和ケアの説明。定員40
人。無料。申1月11日までに病院
総務課☎221-1570へ。抽選。

　新型コロナウイルスの影響で掲載の催しが中止となる場合や、利用に
制限のある施設があります。市HPで随時お知らせします。

《「催し」は２面に続きます》
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イベント情報や街の話題などを紹介

他にも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

=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

ウェブ▼アプリ▼
広報あつぎデジタル版

マイ広報紙 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

災害や市民生活に影響を及ぼす
緊急性の高い情報を発信します

LINE

市役所への郵便物は「〒243-8511
◯◯課」で届きます。
申

＝講座予約システム
インターネットで申し込み可

公式
アカウント

市HPでもPDF版を掲載
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YouTubeや市HPで公開

問国保年金課☎225-2125問文化生涯学習課☎225-2508

　健康と病気の間の状健康と病気の間の状
態を指す「未病」の研態を指す「未病」の研
究の一環で、無料測定を実施します。究の一環で、無料測定を実施します。　仕事や子育て、病気など、多くの人が悩みを抱

えています。身近な人の心の支えになれるよう、
気持ちを楽にする方法を講師の実体験から学んで
みませんか。

　感染症の影響で中止と
なった市民文化祭の一部を
映像で公開します。

《日時》1月24日　14時〜15時30分
《場所》アミューあつぎ
《対象》�市内在住の方50人。託児あり（定員10人。抽選）

《日時》1月22日　13〜16時
《場所》ヘルスケアクリニック厚木
《内容》�「未病指標」の測定や、生活

習慣に関するアンケート・採尿・
採血。参加者に腸内フローラ
の検査「M

マイ キ ン ソ ー
ykinso」を提供

《対象》�市内在住の20歳以上40人程度
申県みらい未病コホート研究HPで
詳細を確認し、電話でヘルスケアク
リニック厚木☎227-1131へ。先着順。

《公開日》12月15日
《内容》
書道、華道、川柳、短歌、
俳句、美術などの展示風景
《公開場所》
　右の二次元コー
ドまたは市HPか
ら観覧できます。

申 1月5日までに
健康づくり課☎
225-2201へ。抽
選。

講師
澤
さわ

登
と

 和夫氏
うつ専門カウン
セラー、精神保
健福祉士

オンラインオンライン
市民文化祭市民文化祭

ゲートキーパー講演会

あなたあなたもも大切な人大切な人もも
こころこころががほっほっとと
楽になる方法楽になる方法

未病指標などの
無料測定

無料

２

「難聴者と中途失聴者の心理」
講演会
　1月24日、13時30分〜15時30分。
保健福祉センター。難聴の当事者
の北陸学院大学教授による、聴覚
障がい、難聴者・中途失聴者の現
状や心理の講演。文字通訳あり。
定員20人（Zoomでの受講も可）。�
無料。申往復ハガキに講演会名、
〒住所、氏名（ふりがな）、年齢、
電話・ファクス番号、Ｅメールア
ドレス、希望の参加方法（①会場
②Zoom）、市外在住の方は勤務先
または通学先を書き、1月14日（必
着）までに〒243-8511障がい福祉
課☎225-2221へ。抽選。

親子森のようちえん・冬
　2月11日、10〜15時。七沢自然ふ
れあいセンター。森探検、森遊び、
自然材の工作など。市内在住の未
就学児親子50人。600円（材料費、保
険料）、3歳未満45円（保険料）。申
1月13日までに七沢自然ふれあいセ
ンター☎248-3500へ。抽選。

親子デイキャンプ
たき火でアート
　2月23日、10〜15時。七沢自然ふ
れあいセンター。自然散策、たき
火を利用した焼杉細工。市内在住

の親子45人。600円（材料費、保険
料）、3歳未満45円（保険料）。申1
月20日までに七沢自然ふれあいセ
ンター☎248-3500へ。抽選。

未来につなぐ遊びと健康
（心とからだの世代間交流）
　1月28日、14〜16時。保健福祉
センター。世代を超えたわらべう
た遊びの体験と、自分で体を整え
る日本古来の体操を通して世代間・
地域交流をする。市内在住の方15
人。無料。託児あり（定員5人、
先着順）。申12月15日から日本わ
らべうた協会・田村☎090-4123-
0010へ。先着順。

講　座
情報プラザのパソコン講座
■中級者向け表計算講座

　1月5・12・19・26日（全4回）、
13時10分〜。表計算ソフトで住所
録・サークルの出勤簿・収支管理
表などを作り、データ入力や印刷方
法を学ぶ。定員12人。2000円。
■中級者向け文書作成・表計算速
習講座
　1月9・16・23・30日、9時50分〜、
13時10分〜（全7回。30日は午前
のみ）。文書作成・表計算ソフト
の基本操作や連携、差し込み印刷
などを学ぶ。定員12人。3500円。
■未経験者向けタブレット体験講
座
　1月18・25日（全2回）、13時10分〜。�
タブレットの基本操作やカメラの
使い方、アプリのダウンロードなど
を学ぶ。定員12人。1000円。
■初心者向け文書作成実習講座
（ラベル編）
　1月21日、13時10分〜。文書作
成ソフトでラベルを作り、用紙の
設定方法などを学ぶ。定員12人。
500円。
■シニア向けインターネット安全教室
　1月25日、9時50分〜。インター
ネット詐欺などの事例や対処法を
学ぶ。60歳以上12人。500円。
　いずれも会場は情報プラザ。各
回120分。費用はテキスト代他。
申電話またはハガキに講座名、
〒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、12月23日（必着）まで
に〒243-0021岡田3050情報プラザ
☎220-2711へ。抽選。

健康運動指導士による運動講座
　2月8・16・24日、9時30分〜、10
時45分〜（各回45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
る体操の助言と実技。市内在住の
20歳以上各回15人。無料。申1月
14日までに健康づくり課☎225-
2201へ。抽選。

きっかけ運動教室
　1月12・19・26日（全3回）、14〜
16時。あつぎ市民交流プラザ。自
宅でできる運動を学ぶ。市内在住
の65歳以上20人（要介護認定を受
けている方は要相談）。無料。申
12月23日から介護福祉課☎225-
2388へ。先着順。

フレイルチェック
　1月25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10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
28日（必着）までに〒243-8511介護
福祉課☎225-2388へ。抽選。

Let'sコグニサイズ
　1月27日、13時30分〜15時。あ
つぎ市民交流プラザ。運動を取り
入れた認知症予防プログラム。市
内在住の65歳以上25人（要介護認
定を受けている方は要相談）。無
料。申直接、電話またはハガキに
教室名、〒住所、氏名、生年月日、
電話番号を書き、12月28日（必着）
までに〒243-8511介護福祉課☎
225-2388へ。抽選。

睡眠力アップ基礎講座・
眠れるココロとカラダの作り方
　①1月13日＝南毛利公民館②1月
28日＝小鮎公民館。14時〜15時30
分。保健師から睡眠と健康の関係

　新型コロナウイルス感染症の影響で売り上げが減少した企業などへの交付金を昨年
創設し、８月までに１万1639件交付しました。11月には第5弾交付金に2億5750万円の
予算を投じ、中小企業を支援しました。

コロナの影響を
受けた企業を支援

問産業振興課☎２２5-２83２

中小企業へ総額20億円超の交付金

事業継続に必要な経費を支援第１～４弾の交付実績

第５弾は11～12月に申し込みを受け
付けた

　第１～４弾では、感染対策
にかかる費用や休業・時短営
業・テレワーク導入への補助
など多岐にわたって支援して
きました。
　第５弾は、経営の正常化に
向け、事業展開を目指す企業
へ支援しました。

交付件数 合計交付金額

第1弾 3563 10億3599万8515円

第2弾 3078 3億9722万1000円

第3弾 2631 3億9465万円

第4弾 2367 3億5519万1000円

合計 1万1639 21億8306万515円



　自分らしく働けるよう、再就職や就業
継続を考える講座を開催します。

　健康講座を企画・運営す
る、健康あつぎ推進リー
ダーを育てる講座を開催し
ます。
問健康づくり課☎225-2201日時　2月2日� 10〜12時 日時　1月29日� 10〜12時

《日時》2月7日〜3月16日（全9回）� 14〜16時
場所　あつぎ市民交流プラザ 場所　あつぎ市民交流プラザ

《場所》保健福祉センター
内容　�日常生活で取り入れられる運動のこつ

を学ぶ

内容　�再就職・就業継続の不安や悩みを
解消し、生き生きと働く方法を学ぶ

《内容》�口の健康や運動などの知識や実践方法を学ぶ対象　�市内在住の40〜64歳30
人。託児あり（1歳〜
小学3年生10人、無料。
要予約。抽選）

対象　�市内在住在勤在学の方20人。託児
あり（1歳〜小学3年生10人。無料。
要予約。抽選）

《対象》�健康に興味があり、地域ボランティアとし
て活動意欲のある市内在住の18歳以上10人

《費用》無料
費用　無料
申直接または電話で1月12日までに健康づくり
課☎225-2201へ。抽選。

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、託児の
有無（子どもの氏名、ふりがな、生年月日）
を書き、1月11日（必着）までに〒243-8511
市民協働推進課☎225-2215へ。抽選。

申健康づくり課や公民館、市HPなどにある申込書
を直接または郵送で1月14日（消印有効）までに
〒243-0018中町1-4-1健康づくり課へ。抽選。

　日常の動きにひと工夫して運動　日常の動きにひと工夫して運動
に変える講座を開催します。に変える講座を開催します。

自宅やオフィスで気軽に運動

運動不足解消！
日常ながら運動

健康あつぎ推進健康あつぎ推進
リーダー養成講座リーダー養成講座

コロナ禍による就業危機
を転機に変えよう‼
幸せな人生・仕事への心
理学アプローチ

無料

あつぎ
郷土博物館館學藝員のススメ

　展示品から、通い徳利を紹介
します。この徳利は通称・貧乏
徳利といわれ、量り売りの酒を
店から家に運ぶ容器です。酒屋
の名前が大きく書かれ、よい宣
伝媒体でもありました。
　寄贈された徳利からは、当時
厚木にあった酒屋や酒造業者が
分かります。小野の三橋酒店や
厚木の小嶋酒店、飯山の岩崎酒
店に下川入の笹生酒店、妻田の
越後屋などがあり、中には今も
営業している酒屋もあります。
屋号調査によると、厚木には18

軒の酒屋があり、さらに廃業な
どで屋号のみ残ったものは21軒
ありました。地域に偏りなく分
布していることから、嗜好品で
ありながら、必要とされ愛され
ていた酒の姿が想像できます。
　博物館では厚木の人が使った
中津（愛川町）や
四ツ谷（座間市）
の徳利も展示して
います。
詳しくは博物館HPに掲載

施設案内▲

問あつぎ郷土博物館☎ 225-2515

第27回 　博物館の学芸員が、あれ
これを語り倒すコーナー。

１
升
以
下
の
酒
を
運
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も
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通い徳利
（貧乏徳利）
大野 一郎

講師
長野　茂氏
日常ながら運動
推進協会会長
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や眠りの改善方法を学ぶ。ゲート
キーパー養成講座も同時開催。香
り袋作りの体験あり。市内在住の
40〜64歳15人。無料。申1月5日ま
でに健康づくり課☎225-2201へ。
抽選。

これであなたも検査値改善！
特効・エクササイズ
　1月19日、14時〜15時30分。睦
合西公民館。運動指導士による運
動の実践や、保健師・栄養士から
高血糖を防ぐこつを学ぶ。血管年
齢・骨健康度測定も同時開催。市
内在住の40〜64歳15人。無料。�
申1月12日までに健康づくり課☎
225-2201へ。抽選。

森林づくり体験教室
「木こり体験・シイタケ栽培」
　2月5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30人（小学生
は保護者同伴）。560円（材料費、
保険料）。申直接、電話またはファ
クスに〒住所、氏名、年齢（学年）、
電話番号を書き、1月14日までに〒�
243-8511農業政策課☎225-2351・
223-0174へ。抽選。

パソコン要約筆記講習会
　1月24日〜3月7日の月曜（全7回）、�
13時30分〜15時30分。保健福祉セ
ンター。聞こえにくい方に音声情
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、
ウィンドウズ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。申往復ハガキに講習会
名、〒住所、氏名（ふりがな）、年齢、
電話番号、Eメールアドレス、応募動
機、託児の有無、市外在住の方は
勤務先または通学先を書き、1月14
日（必着）までに〒243-8511障がい
福祉課☎225-2221へ。抽選。

救急救命講習会
■応急手当普通救命講習会
　1月15日、9時〜。市内在住在勤在
学の中学生以上15人。
■小児・乳児への応急手当普通救
命講習会

　1月29日、9時〜。市内在住在勤在
学の中学生以上10人。
　いずれも消防本部。応急手当の
重要性、心肺蘇生法、自動体外式
除細動器（AED）の取り扱いなど。
各回180分。無料。申12月15～22日
に救急救命課☎223-9365へ。抽選。

スポーツ協会の教室
■ジュニアバドミントン教室
　1月15・22・29日、2月12・19日
（全5回）。13時30分〜15時30分。
南毛利スポーツセンター。基礎技
術の講習。市内在住の小・中学生
40人。2000円。
■タグラグビー教室
　1月15・22日（全2回）、10時〜
12時30分。南毛利スポーツセンター。
基礎技術の講習。市内在住在勤在
学の小学生以上30人。500円。
◆キッズテニス教室
　1月16日、①10〜12時＝市内在住
の年中〜小学3年生②13時30分〜
15時30分＝市内在住の年中〜小学
6年生。各部30人。南毛利スポーツ
センター。基礎技術の講習。800円。
■初心者空手道教室
　1月16・23・30日（全3回）、10時
〜11時30分。東町スポーツセンター。
基礎技術の講習。市内在住在勤在
学の小学生以上20人。800円。
■初心者弓道教室
　1月15・22・29、2月5・12・19（全
6回）。9時30分〜12時30分。東町
スポーツセンター。基礎技術の講
習。市内在住在勤在学の中学生以
上20人。3000円。
●キッズスポーツチャレンジ・
キッズダンスにチャレンジ
　1月30日、①9時30分〜10時15分
②10時45分〜11時30分。南毛利ス
ポーツセンター。音楽に合わせて楽
しく元気に体を動かす。市内在住の
年中〜小学1年生。各回20人。無料。
■幼児運動アカデミー

　1月21・28日、2月4・18・25日、
3月4・11・18日（全8回）。16時30
分〜17時30分。南毛利スポーツセ
ンター。跳び箱や柔軟体操で運動
能力の向上を目指す。市内在住の
5・6歳12人。各回500円。
■小学生トレーニングアカデミー
　1月21・28日、2月4・18・25日、3月
4・11・18日（全8回）。17時50分〜
18時50分（テストは20時まで）。南
毛利スポーツセンター。バランス
能力や瞬発力を高める講習と運動
能力の測定テスト。市内在住在学
の小学3〜6年生20人。各回800円。
■湘南ベルマーレ小学生体力づくり
アカデミー
　1月16・22日、2月13・26日（全
4回）。14時30分〜15時30分。南毛
利スポーツセンター。かけっこ・
サッカーを通じて運動能力を高め
る。市内在住在学の小学1〜3年生
20人。各回500円。
■永里源気サッカーアカデミー
　1月17・24・31日（全3回）、19
時〜20時30分。南毛利スポーツセ
ンター。プロサッカー選手の永里
源気さんが講師のサッカー教室。
市内在住の小学4〜6年生14人。各
回500円。

◆中学生ソフトテニススクール
　1月21・28日、2月4・18・25日、
3月4・18（全7回）。①19時〜②20
時〜（各回55分）。南毛利スポー
ツセンター。初心者向けの練習会。
市内在住在学の中学1年生各回12
人。各回200円。
　いずれも申ハガキ、ファクス、
Eメールに教室名、〒住所、氏名
（ふりがな）、年齢、学年、電話番
号、◆●は希望の時間を書き、■
◆12月25日●1月15日（必着）まで
に〒243-0039温水西1-27-1スポー
ツ協会☎247-7212・ 248-7151・
info@atsugi-sports.comへ。抽選。

子育て
図書館お楽しみ福袋
　1月4日、9時〜。中央図書館。
年齢に合わせた本の福袋を貸し出
し。小学6年生まで（年代別に10
〜15袋）。申当日直接会場へ。先
着順（1人1袋）。問中央図書館☎
223-0033。
《「子育て」は4面に続きます》
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あそぼう！まなぼう！
まめの木タイム
　1月25日、11～12時。中依知児童
館。手遊び・親子触れ合い遊び、発
達に関する話など。乳幼児と保護
者10組程度。申当日直接会場へ。先
着順。問療育相談センター☎225-
2252。

離乳食マスターセミナー
（カミカミ教室）
　1月26日、①9時30分～②11時～
（各回60分）。保健福祉センター。
管理栄養士から乳児の離乳食を学
ぶ。市内在住で9～11カ月の乳児
の保護者各回8人。無料。申12月
15日から健康づくり課☎225-2597
へ。先着順。

ベビーマッサージ
　1月①14日②28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10組（既受講者を除く）。
300円（オイル代）。申①12月15日
～1月7日②1月12～21日に子育て支�
援センター☎225-2922へ。抽選。

親子ふれあい遊び
　1月21日、10時30分～11時20分。
あつぎ市民交流プラザ。親子で「ふ
れあい遊び」を楽しむ。市内在住の
歩ける1歳児と保護者15組。無料。
申1月14日までに子育て支援セン
ター☎225-2922へ。抽選。

一緒に伸ばす赤ちゃんの発達
　1月28日、10時～11時30分。保健
福祉センター。「こどもの発達を促
す体を使った遊び」がテーマの理
学療法士による講義と親子遊び。
市内在住の7カ月から歩き始める
前までの子どもと保護者10組。無

理課☎221-1570へ。選考あり。

電話相談員ボランティア
　精神的な救いや励ましを求める
方に電話で話を聞くボランティア
を募集します。申2月15日までに
申し込み。応募資格や申込方法は
横浜いのちの電話HPに掲載。問
横浜いのちの電話事務局☎045-
333-6163。

お知らせ
南部産業拠点（酒井地区）の都市
計画変更素案に関する説明会
　1月20日、19時～。相川公民館。
用途地域・土地区画整理事業・地
区計画の都市計画変更に向けた説
明会。申電話またはファクス、E
メールに説明会名、〒住所、氏名
（ふりがな）、電話番号を書き、1
月19日までに都市計画課☎225-24�
00・ 222-8792・ 4600@city.atsugi.�
kanagawa.jpへ。

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）に
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。

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。家屋を取り壊した
場合や未登記家屋の所有者に変更
が生じた場合は速やかに届け出て�
ください。問資産税課☎225-2031。

勤労者奨学金返済助成金の
申請
　奨学金を返しながら働く方に助
成金を交付します。
　《対象》①奨学金の貸与を受け
大学などを卒業②大学などを卒業
して5年を経過していない③2022
年3月31日時点で30歳以下④奨学
金の返済日現在、市内企業などで

料。申1月5日から健康づくり課☎
225-2597へ。先着順。

募　集
放課後児童クラブ指導員
　放課後児童クラブの指導員を募
集します。
　《対象》18歳以上の健康で児童
の健全育成に熱意のある方《勤務
内容》入所児童の生活指導、遊び
の見守り、保護者対応など《任期》
2022年4月1日～23年3月31日。更
新可《勤務時間》平日＝授業終了
後～19時。土曜・長期休業日＝7時
30分～19時。週3・4日程度（週15～
19時間程度）。数人の交代勤務《報
酬》時給1075円（有資格者は1100
円）。通勤・期末手当あり（条件
あり）《勤務先》市内23小学校など。
申こども育成課、市HPにあるエ
ントリーシートを直接または郵送
で2月28日（必着）までに〒243-�
8511こども育成課☎225-2582へ。
面接あり。

市立病院運営審議会委員
　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平日昼間の
会議（年4回程度）に出席できる
③他の審議会などの委員でない④
市の議員・職員でない―の全てを
満たす方3人《任期》2022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

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6〜11日 第15回�陶²展（陶芸作品展示・販売）

1月14〜18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16日 しあわせのかたち　保護猫ビフォーア
フター写真展（写真）

1月20〜25日 陶芸愛好会　干支「寅
とら

」展（陶芸）

1月21〜25日 厚木愛甲地区中学校文化連盟芸術祭
技術・家庭科、特別支援部会発表会

1月26日〜2月1日 写真同好会ストロボ第10回作品展示会
（写真）

1月27日〜2月1日 第47回市しあわせクラブ連合会シル
バー作品展（書道・俳句・短歌など）

ロードギャラリー
（厚木地下道） 1月21日〜2月16日 チャンキー ナッツ ロード

Chunky�Nuts�Road

問あつぎ市民交流プラザ
☎225-2510

1月の

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

11・25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
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

13・27日
くすのき公園
山際公園
西ノ久保公園

13：30〜14：00
14：30〜15：00
15：30〜16：00

14・28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

4・18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

5・19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

6・20日 長谷公園
毛利台児童館

14：30〜15：10
15：30〜16：00

7・21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

11日 三田・まつかげ台 20日 愛甲原・上落合

12日 宮の里 21日 妻田東・七沢

13日 飯山中部・及川 24日 浅間山

14日 鳶尾・上荻野 25日 毛利台・吾妻町

17日 愛甲・小野 26日 下川入・上戸田

18日 荻野新宿 27日 山際・緑ケ丘・金田

19日 下古沢・温水恩名 28日 岡田・藤塚

　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
1月

　鑑賞料、上映時間などの詳細は、直接劇場へ。
問あつぎのえいがかん kiki☎240-0600

1941 モスクワ攻防戦80年目
の真実

12月11～24日素晴らしき、きのこの世界

花
ホア

椒
ジャオ

の味
ドライブ・マイ・カー

12月18～31日グレタ　ひとりぼっちの挑戦

ジョゼと虎と魚たち

リスペクト

12月25日～1月7日大地と白い雲

サウンド・オブ・メタル
～聞こえるということ～

ボストン市庁舎 1月2～7日

広告
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　飯山地区の農園で、自分で
育てた野菜を味わってみませ
んか。

《対　象》子どもの健全育成に熱意のある18歳以上
《勤務先》�市内児童館（通勤可能な児童館への異動あり）
《内　容》 児童館を使う子どもの指導育成、施設管理など
《任　期》 2022年4月1日～（最長23年3月31日まで、更新

あり）
《勤　務》 週15時間程度（10～17時のうち4時間程度、複

数人の交代勤務制）
《報　酬》時給1075円（条件付きで通勤手当あり）
申青少年課や市HPにある申込書を直接または郵送で、1
月21日（必着）までに〒243-0018中町1-1-3青少年課☎225-�
2581へ。2月1日に面接を実施。

―――― 瑞宝中綬章 ――――
▽橘田博（70・田村町）法務行政
事務功労＝元仙台法務局長

―――― 瑞宝小綬章 ――――
▽今井信直（70・森の里）消防功労
＝元茅ヶ崎市消防正監▽島田正寛
（70・飯山）文部科学行政事務功
労＝元文部科学省大臣官房会計課
政府調達企画官

―――― 瑞宝双光章 ――――
▽青木壽治（73・温水）警察功労
＝元警視正▽平井広（70・妻田東）
教育功労＝元公立中学校長▽山﨑
盛雄（73・関口）警察功労＝元警
視庁警部

―――― 瑞宝単光章 ――――
▽安齋長昇（80・金田）消防功労
＝元厚木市消防司令長▽大橋義清
（72・中依知）警察功労＝元警視
庁警部▽佐 富雄（68・飯山）消
防功労＝元東京消防庁消防司令▽
津川英治（68・山際）鉄道業務功
労＝元東京急行電鉄（株）鉄道事業
本部運転車両部雪が谷検車区区長

秋の叙勲・褒章 受章者
市内の受章者を紹介します（敬称略）。

年末年始
の

業務日程
　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

常勤の従業員として採用されてか
ら7年を経過しない⑤22年1月1日
に市に住民登録がある⑥自ら奨学
金を返済―などの全てを満たす方

《助成額》21年1～12月に返済した
奨学金の2分の1（上限12万円）。
申産業振興課や市HPにある申請
書と21年1～12月の雇用・貸与・返
済証明書、卒業証明書を、直接また
は郵送で1月1～31日（必着）に〒243-�
8511産業振興課☎225-2585へ。

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。

小学校休業等対応助成金・
支援金
　新型コロナウイルス感染症によ
る臨時休校のために有給休暇を取
得した保護者の雇用主に助成金を
支給します。
　《対象期間》8月1日～2022年3月
31日。申小学校休業等対応助成金・
支援金コールセンター☎0120-60-
3999へ。

歯と歯ぐきの健康相談
　1月6・27日、9時30分～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。無料。
申当日直接会場へ。歯間ブラシな
どのプレゼントあり。問健康づく
り課☎225-2201。

労働保険の加入手続きを
忘れていませんか
　労働者（パート・アルバイトを含
む）を1人でも雇用する事業主は、
業種・規模にかかわらず労働保険
への加入が必要です。手続きが済
んでいない方は相談してください。�
問厚木労働基準監督署☎401-1642。

国民年金付加年金制度
　定額保険料に加えて付加保険料

（月額400円）を納めた場合、「付
加保険料を納めた月数に200円を
乗じた額」が、付加年金として老
齢基礎年金の年額に加算されま
す。付加保険料は申し込んだ月分
から納付できます。
　《対象》保険料の免除・猶予を
受けていない国民年金第1号被保
険者と64歳以下の任意加入被保険
者（国民年金基金に加入中の方は

除く）。申年金手帳を持ち直接、
国保年金課☎225-2121へ。

陸上自衛隊高等工科学校
の一般試験日程
　1月22・23日（申し込み後いず
れかを指定）。横浜市内。15・16
歳の男性。申厚木募集案内所や案
内所HPにある申込書を、直接ま
たは郵送で1月14日（必着）まで
に〒243-0018中町2-6-24厚木募集
案内所☎400-2486へ。2次試験日
は別途通知。

年末年始の広場施設の開放
　①荻野運動公園競技場②及川球
技場グラウンド・多目的広場が無
料で使えます。
　《日時》12月29日～1月3日、①9
～17時②9～15時。問行政経営課
☎225-2099。

技能功労者などを表彰
　《技能功労者》甘利憲一（植木職・
造園師）内藤照永（大工職）村林
茂（塗装工・画工・看板工職）滝
澤圭三（板金工職）堀聡（理容師）

《優秀技能者》中村秀樹（大工職）
曾根博一（自動車整備士）。順不同、�
敬称略。問産業振興課☎225-2585。

業務日程の詳細は

■飯山農楽校
　専門スタッフの指導の下、栽培や農文
化が学べます。

《期間》　2022年3月12日～23年1月31日

※農具など込み（30㎡は苗や肥料含む）。農園見学
あり（要予約）。

申飯山農楽校・渡辺☎090-1843-1117・
241-3295へ。先着順。

所在地 募集数 面積 年間料金
飯山4094他 20区画 20㎡ 1万円

　 30区画 30㎡ 3万7000円

■飯山楽菜園
　農家が直接指導する体験型の農園です。初心�
者でも1年で20種類以上の野菜を収穫できます。

《期間》　2022年3月1日～23年1月31日

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☎・ 241-1946へ。抽選。

所在地 募集数 面積 年間料金
飯山3588 50区画 30㎡ 3万8000円

　 ※農具など込み

児童館児童館
指導員を指導員を
募集募集

飯山飯山楽楽
ら くら く

菜菜
さ いさ い

園園
え んえ ん

・飯山・飯山農農
のの

楽楽
ら っら っ

校校
ここ

のの
利用者を募集利用者を募集

施設 12/29 30 31 1/1 2 3 4
水 木 金 土 日 月 火

★主な施設
斎場 ※1・2 ※2 ※3
中央図書館 ※4
託児室わたぐも
★主な施設
行政サービス・相談窓口…本厚木駅・愛甲石田駅・上荻野連絡所、保健福
祉センター、公民館（分館、図書室含む）・地区市民センター、子育て支
援センター（※5）、消費生活センター、勤労者福祉サービスセンター、あ
つぎセーフティーステーション番屋、環境みどり公社（し尿収集運搬・浄
化槽の清掃や保守点検）、放置自転車保管場所
貸館施設など…あつぎ市民交流プラザ、あつぎ郷土博物館、文化会館、児
童館、神奈川工科大学厚木市子ども科学館、情報プラザ、生きがいセンター、
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
スポーツ施設…荻野運動公園（テニスコート・競技場除く）、ぼうさいの
丘公園（センター施設）、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）、猿ケ島野球場・テニスコート、猿ケ島スポーツセン
ター（体育館）、厚木野球場、玉川野球場
※別途施設の定休日あり　※古民家岸邸は12月25日～1月4日が休館

公共施設の休業・休館日 休業・休館 開館

厚木市　年末年始業務日程 検索

※1…通夜での使用不可　
※2…霊安室の使用不可　
※3…告別式での使用不可　
※4…29・30日の開館時間は9〜17時
※5…28日の開館時間は12時まで

■資源とごみの収集など
粗大ごみの持ち込み…環境セン
ターへ持ち込みは28日まで。年
始は4日から。要予約。
収集日程…収集は30日まで。年
始は4日から。
� 問環境センター☎225-2790

■休業・休館しない施設
　市営自転車駐車場、老人憩の
家、厚木中央公園地下駐車場、
中町立体駐車場
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発熱などの症状が出たら 大きなけがや病気の時は初期救急診療（入院の必要が
ない軽症救急患者が対象）

２次救急診療（救急入院や
手術が必要な患者が対象）

ひとり親家庭などに
就学支度・修学資金を貸し付け
　4月に進学予定の子どもを養育する母子・父
子・寡婦家庭に、資金を貸し付けています。
《貸付限度額》必要と認められる額

申子育て給付課☎225-2241へ。審査の上、
申請の翌月末に決定。

年末年始を
健康で過ごすために

■休日夜間急患診療所　　メジカルセンター☎297-5199
《受付日時》　12月29日～1月3日
　　　　　　①９時～11時30分②14時～16時30分③18時～21時30分

　12月29日～1月3日は、6病院の輪番制で24時間対応します。初期救急診
療の時間外の対応も担います。

■休日歯科診療　　歯科保健センター☎224-6081
《受付日時》　
12月29日～1月3日　①10時～11時30分②13時～16時30分

感染症対策で屋外での待機となる場合があるため、
各自で防寒対策をお願いします。

■休日眼科診療・耳鼻咽喉科診療　※広域輪番制
《受付日》　12月29日～1月3日　当番病院は市HPに掲載。
《受付時間》　当番病院に問い合わせてください。

あつぎ健康相談ダイヤル24☎0120-31-4156判断に
迷ったら 応急手当の方法や、夜間・休日に受診できる医療機関などに答えます

（24時間年中無休）。

　健やかに新年を迎えるための
感染対策や、発熱・急病の際の
連絡先などをお知らせします。

問健康長寿推進課☎225−2174

居場所の切り替わり
・�仕事の休憩時間など居場所が切り替わ
ると、環境の変化により気が緩みやす
くなる

・�休憩室、喫煙所、
更衣室での感染が
疑われる事例が確
認されている

狭い空間での共同生活
・�長時間にわたり閉鎖空
間を共有する狭い空間
での共同生活
・�寮の部屋やトイレなど
の共用部分

飲酒を伴う懇親会など
・�飲酒の影響で気分が高揚する
と、大きな声になりやすい
・�狭い空間での、長時間、大人
数の滞在
・�回し飲みや、箸などの共用

感染リスクが高まる場面に注意
マスクなしでの会話など
・�近距離で会話をすると飛
沫が拡散する
・�昼間のカラオケなどで感
染事例が確認されている
・�車やバス、電車でも注意
が必要

期日
内　科 外　科 内科•外科•

小児科
第1当番病院 第2当番病院 第1当番病院 第2当番病院

市立病院
☎221-1570

29日
東名厚木病院 湘南厚木病院 愛川北部病院

東名厚木病院
☎229-1771

☎229-1771 ☎223-3636 ☎284-2121

30日
湘南厚木病院

東名厚木病院
☎229-1771

近藤病院
☎223-3636 ☎221-2375

31日
亀田森の里病院 仁厚会病院
☎247-2121 ☎221-3330

1日
仁厚会病院 亀田森の里病院
☎221-3330 ☎247-2121

2日
愛川北部病院 近藤病院 湘南厚木病院
☎284-2121 ☎221-2375 ☎223-3636

3日
近藤病院 湘南厚木病院 東名厚木病院
☎221-2375 ☎223-3636 ☎229-1771

区分 就学支度 修学（月額）
公立高校 15万円 1万8000円
私立高校 41万円 3万円
私立専門学校 58万円 5万9330円
私立短大 58万円 6万2330円
私立大学 58万円 7万2330円

その他の病気の時は

　1セット6500円
分（500円×13枚）
の商品券を5000円
で販売します。

問商業にぎわい課☎225-2840

詳しくはこちら

使用可能商店会 宿愛甲商工振興会 厚木みなみ商工クラブ 厚木なかちょう大通り商店街振興組合
厚木一番街商店街振興組合

販売場所 幸月堂、富塚豆腐店
（有）なかじま商事 各参加店店頭 ココカラ本厚木前

アミューあつぎ
販売期間
（先着順）

12月10日〜1月20日
（各店営業時間内）

12月13日〜1月20日
（各店営業時間内） 1月8〜16日、10〜14時

発行セット数 1600セット 1600セット 3210セット

購入上限
（1人当たり） 5セット 10セット 10セット

使用期間 12月10日〜1月20日 12月13日〜1月20日 1月8〜31日

4商店会4商店会がが紙紙のの
プレミアム商品券プレミアム商品券をを販売販売

大人数や長時間の飲食

新型コロナウイルス
感染症専用ダイヤル 音

　
声
　
案
　
内

1全日（24時間）
2全日（9〜17時）

3489平日（9〜17時）
※コロナ接触確認アプリ

協力金第9・10・11・12弾のうち、その他区域のこと

経営相談

営業時間短縮要請・マスク飲食実施店
認証制度相談

L
ラ イ ン
INEコロナお知らせシステム、その他

発熱や咳などの症状のある方、感染
の不安のある方、健康･医療、診療で
きる医療機関の案内、C

コ コ ア
OCOA※・濃

厚接触者のことなど

協力金第13・14・15弾および第9・10・
11・12弾のうち、まん延防止等重点措
置区域内のこと

1

2

8

9

3
4

0570-056-774
045-285-0536☎

※年末年始を除く

・�長時間に及ぶ飲食、接
待を伴う飲食、深夜の
はしご酒

・�５人以上の飲食では、
大声になり飛

ひ

沫
まつ

が飛び
やすい
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歳末火災特別警戒

　大切な命や財産を守るため、
火災予防を徹底しましょう。
� 問予防課☎223−9371

◆住宅用火災警報器の設置・点検
　設置が義務付けられてから10年
が経過しています。正常に作動し
ているか点検し、必要に応じて交
換しましょう。

◆その他の火災予防
・燃えにくいカーテンやカーペットの使用
・消火器の設置
・家の周りに燃えやすい物を置かない

　「おうち時間　家族で点検　
火の始末」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。
《期間》12月25～31日

問警防課☎223-9368

◆たんぽぽ会　第1・2水曜、13～15時。老人
福祉センター寿荘。健康体操を楽しむ。入会
金500円。月会費500円。問涌井☎224-0831。
◆楽遊会木曜クラブ　木曜、9～11時。厚木南
青少年広場他。ソフトボールを楽しむ。60歳
以上。年会費3000円（球場を使う場合は別途
使用料あり）。問平井☎090-2258-6741。
◆厚木おもちゃ病院　第1・3日曜、10～14時。
保健福祉センター。壊れたおもちゃの無料修
理。問井川☎090-2425-6505。
◆将棋月曜会　月曜、13～17時。南毛利公民
館他。対局やクラス別のリーグ戦。問横溝☎
070-4807-9502。

伝言板
　サークルの情
報などを紹介。

命を守る火災予防

2021年度 上半期・９月末

　市民の皆さんに財政事情をお知らせする
ため、毎年6・12月に予算の執行状況を公
表しています。今回は、2021年度上半期
（9月30日現在）の執行状況を紹介します。

　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、地方公共団体の基本的
な事業の収入・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。病院事業と下水道事業は
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。予算執行

状況 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 923億1729万円 445億7426万円 48.3% 376億2561万円 40.8%

特
別
会
計

公共用地取得事業 17億9995万円 8億2997万円 46.1% 10億3071万円 57.3%

後期高齢者医療事業 32億5500万円 13億5652万円 41.7% 11億1614万円 34.3%

国民健康保険事業 214億7720万円 93億2524万円 43.4% 85億4939万円 39.8%

介護保険事業 154億8100万円 74億3529万円 48.0% 62億848万円 40.1%

　　�小　計 420億1315万円 189億4702万円 45.1% 169億472万円 40.2%

合　計 1343億3044万円 635億2128万円 47.3% 545億3033万円 40.6%

■一般会計・特別会計の状況

予算と収入支出の状況

収入済み割合収入済み割合

47.347.3％％
支出済み割合支出済み割合

40.640.6％％

�問財政課☎225-2170

一般会計の内訳

公営企業会計の状況

区　分 予算現額 収入済額 収入割合
個人市民税 142億4938万円 68億6477万円 48.2%
法人市民税 22億9982万円 24億4037万円 106.1%
固定資産税 195億2021万円 129億4443万円 66.3%
軽自動車税 4億9312万円 4億5314万円 91.9%
市たばこ税 18億7306万円 9億2513万円 49.4%
都市計画税 23億6723万円 15億5287万円 65.6%
入湯税 238万円 79万円 33.2%
合　計 408億520万円 251億8150万円 61.7%

種　別 現在高

公
有
財
産

土地 407万5368平方㍍

建物 56万7249平方㍍

有価証券 5378万円

出資による権利 10億1030万円

基
　
金

財政調整基金 143億5439万円

国民健康保険事業基金 9億297万円

社会福祉基金 2億432万円

みどりの基金 1億7692万円

庁舎整備基金 50億3390万円

その他15基金 48億8442万円

基金（計） 255億5692万円

款　名 予算現額 収入済額 収入割合
市税 408億520万円 251億8150万円 61.7%
地方譲与税 5億1000万円 1億6080万円 31.5%
地方消費税交付金 51億4800万円 30億5971万円 59.4%
国庫支出金 169億822万円 57億8801万円 34.2%
県支出金 54億6751万円 12億1483万円 22.2%
繰越金 27億335万円 54億3544万円 201.1%
諸収入 37億6044万円 6億8016万円 18.1%
その他 170億1457万円 30億5381万円 17.9%

合　計 923億1729万円 445億7426万円 48.3%

区　分 予定額 執行額 執行割合
病
院

事業収益 118億627万円 50億5316万円 42.8%
事業費用 117億3256万円 47億9726万円 40.9%

下
水
道

事業収益 64億2122万円 21億9014万円 34.1%
事業費用 62億4453万円 8億3954万円 13.4%

款　名 予算現額 支出済額 支出割合
議会費 4億6843万円 2億2676万円 48.4%
総務費 99億3322万円 34億1917万円 34.4%
民生費 354億4560万円 165億8341万円 46.8%
衛生費 112億3906万円 38億463万円 33.9%
労働費 2億2933万円 1億5968万円 69.6%
農林水産業費 7億2169万円 2億1404万円 29.7%
商工費 37億8408万円 27億1841万円 71.8%
土木費 128億879万円 34億693万円 26.6%
消防費 41億5123万円 16億9699万円 40.9%
教育費 81億3480万円 29億7187万円 36.5%
公債費 53億3833万円 24億2372万円 45.4%
予備費 6273万円 0円 ―

合　計 923億1729万円 376億2561万円 40.8%

■市の財産

◆歳入
■市税の内訳

◆歳出

区　分 現在高

一般会計 534億6853万円

公共用地取得事業特別会計 20億2642万円

合　計 554億9495万円

■地方債（借入金）
区　分 現在高

病院事業会計 152億3241万円
下水道事業会計 187億9167万円

■地方債（借入金）

＊�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
います。それらを差し引いた予算現額合計
は、1295億6601万円となります。

　特別会計の病院事業と下水道事業は公営企業
会計です。� （消費税含む）

区　分 現在高
病院事業企業職員退職手当基金 1億1678万円
病院整備基金 9961万円

合　計 2億1639万円

■基金

詳しくはこちら
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月～金曜、９～17時
DV相談は女性専用

家庭相談課
☎221-0181・0182

7階
市
役
所
第
２
庁
舎

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 第3金曜（祝日の場合は第2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 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 第2・3水曜、13～15時 要予約 司法書士
第3木曜、13～14時 要予約 弁護士

権利擁護支援センター
☎225-2９3９ 4階

保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

生活習慣病
予 防

12月27日、13時15分～15時20分　要予約
1月5日、９時15分～11時20分　要予約

健康づくり課
☎225-2201

3階

自殺予防
1月6日、９時～11時50分 要予約（前日まで）
1月17日、13時～15時50分 要予約（前日まで）
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、９～17時

子 育 て 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
15～4９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）

第4金曜、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 偶数月の第4水曜、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）
家族の介護や健康の悩み、地域の高齢者の相談
など

各地区の地域包括支援センター
（地域包括ケア推進課

☎225-2224に確認）

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20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17日、13～16時

法 律 火曜、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27日、13～16時
要予約（前週から受け付け。先着6人）

交通事故 12月17・24日、1月14日。13～16時
行 政 12月23日、1月13日。13～16時

外 国 人 木曜、13～16時
ポルトガル語・スペイン語・英語

不 動 産 1月6日、13～16時
公 証 人 12月17日、1月7日。13～15時
行政書士 1月17日、13～16時
人 権 水曜、13～16時 ※電話での相談
特定開発
事業紛争

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

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2回程度実施。要予約 心の病気、アルコー
ル・薬物などの依存症、認知症の相談

厚木保健
福祉事務所
☎224-1111

厚木保健
福祉事務所

専 門 的
栄養相談

９時30分～16時。 要予約  難病・合併症の方や
その家族への食事相談。

療育歯科
相 談

月2回程度（火・水曜）。９～12時、13時30分～16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

月2回程度実施（木曜）。要予約
相談は匿名可能で随時受け付け。

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 第1水曜（祝日の場合は第2水曜）、13～16時 

要予約  

※新型コロナウイルス感染症の拡大を防ぐため、中止に
なる場合があります。事前に問い合わせてください。相談無

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

あああああ つつつつつ ぎぎぎぎぎ びびびびび ととととと

今年11月に現代の名工に選ばれた。市内では古民家岸邸
や清源院などの瓦ふきを手掛けた

美しい瓦ふきの技術を後世に
瓦ふき工

松枝 康雄さん（60・山際）
　家屋の屋根を瓦で覆う、瓦ふきの仕事を始め
て40年になります。神社仏閣や国の有形文化財
など多くの建築物を手掛けてきました。
　瓦ふき工だった父の影響で、20歳でこの仕事
に就きました。経験を積むにつれ、その風土に
合ったきれいな屋根を造りたいと思うようにな
りました。技術や知識を教わるため講習会に通
い、その後もより高い技術を求めて、そこで出
会った講師と日本各地で仕事をするようになり
ました。48歳の時には、自分が教わった技術を
若い世代に伝えたく、仲間とNPO法人を立ち
上げ、以来、京都府や静岡・福井県など各地で
講習会を開いています。
　瓦屋根の魅力は、多くの人の手が掛かった美

しさにあると思います。私たちは、瓦一つ一つ
の反り具合などを見極め、完成図を予想しなが
ら作業を進めますが、基礎や骨組みを手掛ける
大工や、瓦を作る職人などとの協力があってこ
そ良い屋根が完成します。
　時代が進むにつれて瓦屋根は減っています
が、日本の伝統
ある家屋を後世
に残すために
も、自分の持っ
ている技術や知
識を多くの人に
伝えていきたい
です。

屋根の修理をする大工と設計図を使い
完成イメージを共有する松枝さん（右）


