
《もぎ取りができるイチゴ園》
内海いちご園（下津古久696）…………☎228-6967
杉山いちご園（戸田1822）……………☎090-5213-0922
鈴木農園（妻田東3-29-19）……………☎222-1467
清田苺

いちご

園（戸田1759）…………………☎228-6857
わだいちご園（平塚市大神216-1）……☎229-3415
※…予約が必要です。… …
事前に各園に連絡してください。

季節の味を召し上がれ

　市内の農園で、イチゴが旬を迎えています。
もぎ取りできる農園で、摘みたてならではの
完熟イチゴを味わいませんか。

問農業政策課☎225-2801

料金や営業時間など詳しくは
市観光協会HPに掲載▶

品種によって味の違いを
楽しめる

イチゴ狩り

　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

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」
　2月19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。
■アロマプラネタリウム・冬
「大人のための癒しの時間」
　2月26日、18～19時。アロマと
音楽などを楽しむ。15歳以上45人

（中学生は除く）。200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
「銀河クルージング」
　2月27日、13時30分～14時10分。
双眼鏡で銀河や星団を楽しむ。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。
■天体観望会ネット中継
　3月5日、18時30分～19時30分。
天体望遠鏡で冬の星座、月、オリ

オン大星雲などを観察し、子ども
科学館HPで中継。
■コスモシアター・
春のプラネタリウム番組
　3月5日～5月29日。毎日＝15時～
「うんこドリル ザ・プラネタリウム」。
土・日曜、祝日、春休み（3月24日
～4月4日）＝10時～「土曜：きらき
らタイム」「土曜以外：はじめての宇
宙」11時30分～「ディープワン
ダー」13時30分～「秘密結社鷹の
爪THE PLANETARIUMジュラ
ジュラ！ジュラシックトラベル」
または特別投影。各回45分。番組
前半は春の星座解説（10時の回は
除く）。各回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「牛乳パック空気砲」
　3月13日、 ①13時30分 ～ ②14時
30分～（各回30分）。牛乳パック
で空気砲作り。定員各回15人。無
料。申当日9時から電話で受け付け。
■大人のためのプラネタリウム
「超絶ソロギター」
　3月26日、18～19時。満天の星と
ギターの演奏を楽しむ。15歳以上
45人（中学生は除く）。200円。申
2月20日（年間パスポートを持つ
方は19日）9時から電話で受け付け。

■科学工作教室「LEDぴかぴか」
　3月26日、13時30分～15時30分。
電気で動くおもちゃを作りながら、 
電気回路の基本を学ぶ。小学生以
上15人（付き添いの方も要予約）。
無料。申3月5日（市外の方は6日）
9時から電話で受け付け。
■昼寝タリウム
　木曜（3月3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。

知ってる？生まれた年のこと
　3月1日～4月30日。中央図書館。
13～18歳。2004～09年に「本屋大
賞」「このライトノベルがすごい！」
を受賞した作品をまとめた冊子と、
本の情報を共有できるカードを配
布。問中央図書館☎223-0033。

ワークショップ「P
ポ ッ プ
OP王が教える 

本の魅力を伝えるPOPの極意」
　3月20日、14～16時。中央図書館。
新刊やお薦め本を紹介する手書き
のカード「POP」の作り方を学ぶ。
中学生～22歳20人。無料。申3月1～
15日に中央図書館☎223-0033へ。
先着順。詳しくは市HPに掲載。
《「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

=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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《日時》 2月16日～3月6日  
10～15時

※ 2月21・22・28日、   
3月1日は休館

《場所》古民家岸邸
《内容》 約25点のひな人形を展示
申当日直接会場へ。

　3月3日のひな祭り
に合わせて、歴史あ
る古民家に人形を飾
ります。日本の伝統
と春の訪れを感じて
みませんか。

問あつぎ郷土博物館☎225-2515問七沢自然ふれあいセンター☎248-3500

古き良き日本の伝統自然の中で思いっきり遊びませんか 入場無料

■親子森のようちえん・春 ◆大人のための外遊びクラブ

◆親子で新緑登山

《日時》4月10日　10～15時
《内容》森探検や森遊び、コーヒー焙

ばい

煎
せん

など
《対象》市内在住の未就学児と保護者50人
《費用》600円、 3歳児未満45円

《日時》4月29日　10～15時
《内容》カレーライス作りやコーヒー焙煎など
《対象》 市内在住在学在勤の18歳以上25人  

（高校生を除く）
《費用》1500円

《日時》4月24日　10～15時
《内容》見

み

城
じょう

、大
おお

釜
かま

弁
べん

財
ざい

天
てん

を巡る軽登山
《対象》市内在住の4歳以上の親子50人
《費用》500円

　いずれも費用は材料費、保険料。場所は七
沢自然ふれあいセンター。申3月■10日◆24
日までに電話で七沢自然ふれあいセンターへ。 
抽選。

　自然豊かな施設内で、森遊びや料理体験、
軽登山などが楽しめます。

２

シニア向け企画
「この年どんな年（平成元年）」
　2月16日～3月31日。中央図書館。
1989年の話題の本や体験談などの
掲示、関連する本の展示。60歳以
上。問中央図書館☎223-0033。

未来につなぐ遊びと健康
（心とからだの世代間交流）
　3月23日、14～16時。保健福祉
センター。世代を超えたわらべう
た遊びと体を整える健康体操で世
代間・地域交流をする。市内在住
の方15人。無料。託児あり（5人。先
着順）。申2月15日から日本わらべ
うた協会・田村☎090-4123-0010
へ。先着順。

あつぎ青春劇場
■唄う！青春劇場カラオケ大会
　3月5日、14時30分～16時。ゲス
トは立花伸一。
■あつぎ青春劇場落語会
　3月26日、11時～12時30分。出演
は 桂

かつら

竹
たけ

紋
もん

。
　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。

春季ネイチャーゲーム
　3月27日、10～12時。ぼうさい
の丘公園。自然に触れて春を探す。
市内在住の小・中学生と保護者（小
学生以下は保護者同伴）30人。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
を書き、3月1日（必着）までに〒243- 
0018中町1-1-3青少年課☎225-
2580・ 224-9666へ。抽選。

県障害者スポーツ大会
　選手を募集します。参加資格は、
障がいの区分で異なります。
開催

（…申し込み
期限）

競技会名
……（…障がいの… …
種類）

会場

4月10日
（2月15日）

フライング
ディスク
（身体・知的）

県立スポー
ツセンター
（藤沢市）4月17日

（2月21日）陸上（身体）

4月24日
（2月28日）

アーチェリー
（身体）

県総合リハ
ビリテーショ
ンセンター

ボウリング
（知的）

湘南とうきゅ
うボウル
（藤沢市）

4月29日
（2月28日）

水泳
（身体・知的）

さがみはらグ
リーンプール

5月15日
（3月14日）陸上（知的）

県立スポー
ツセンター

2023年
1月20日
（11月21日）

卓球（精神）

2023年
1月22日
（11月21日）

卓球・サウン
ドテーブルテ
ニス
（身体・知的）

2023年
2月19日
（12月12日）

ボッチャ
（身体）

　問障がい福祉課☎225-2221・
224-0229。

奥七沢 パワースポットと神秘の里
　3月5日、9時30分 ～15時。 東 丹
沢七沢観光案内所。観光ボラン
ティアガイドと日向薬師、亀石、
七沢観音寺などを巡る。500円（資
料代・保険料）。定員25人。申2月
18日から東丹沢七沢観光案内所☎
248-1102へ。先着順。

R
 ロ  ボ  

OBO-O
ワ ン

NE/R
 ロ  ボ  

OBO-O
ワ ン

NE L
ラ イ ト

ight
　3月5・6日、10～16時。 厚 木 商
工会議所。二足歩行ロボットが格
闘技などで競う世界大会。無料。
申当日直接会場へ。問ロボットゆ
うえんち☎225-5210。

講　座
きっかけ運動教室

　3月3・10・17日（全3回）、10～
12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2月
22日までに介護福祉課☎225-2388
へ。抽選（初めての方を優先）。

フレイルチェック
　3月7日、13時30分～15時30分。
老人福祉センター寿荘。フレイル

（加齢で筋力や心身の活力が低下

した状態）の測定と対策を学ぶ。
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、2月25日（必着）
までに〒243-8511介護福祉課☎
225-2388へ。抽選。

市民協働スキルアップ研修 初めてでも
簡単!ゆっくり教わるZoom体験講座

　3月14日、14～16時。 あつぎ 市
民交流プラザ。タブレット端末でオ
ンライン会議ツールZ

ズ ー ム

oomを体験。
市内で市民活動やボランティア活
動に取り組んでいるまたは始める
方10人。無 料。申電 話 ま た はE
メールで2月28日までに市民協働
推 進 課 ☎225-2101・ 2800@city.
atsugi.kanagawa.jpへ。抽選。

救急救命講習会
■応急手当普通救命講習会
　3月9日、9時～。定員15人。
◆小児・乳児に対する応急手当普
通救命講習会
　3月19日、9時～。定員10人。
　いずれも消防本部。各回180分。
市内在住在勤在学の中学生以上。
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。無料。申■2月15～
22日◆2月28日～3月7日に救急救
命課☎223-9365へ。抽選。

情報プラザのパソコン講座
■中級者向け文書作成講座
　3月6・13日、 ①9時50分 ～ ②13
時10分～（全4回）。文書作成ソフ
トで誕生日カードや差出人ラベル
などを作り操作方法を学ぶ。定員
12人。2000円。
■未経験者向けビデオ通話体験講座
　3月8・15日（全2回）、13時10分
～。オンラインでのビデオ通話を

　互いの地域での大規模な災害に備え、昨年12月に友好都市の沖縄県糸満市と協定を
結びました。食料や生活必需品の提供、職員の派遣など、協力体制を整えました。

大規模災害
に備えて

問危機管理課☎２２5-２190

友好都市・糸満市と相互応援の協定を締結

相互応援の主な内容とは？

締結式はオンラインで開催

・�食料や生活必需物資、資機
材などの提供

・�施設の応急復旧に必要な物
資などの提供

・�復旧に必要な職員派遣
・�被災した児童・生徒の学校
への一時的な受け入れ

災害協定を締結する国内都市
　市は国内友好・防災姉妹都市の
４市と、災害に備えた相互応援の
協定を結んでいます。
⃝秋田県横手市
⃝北海道網走市
⃝埼玉県狭山市（防災姉妹都市）
⃝沖縄県糸満市

古民家岸邸の雛まつり七沢自然ふれあいセンターの催し七沢自然ふれあいセンターの催し



あつぎ
郷土博物館館學藝員のススメ

　収蔵する資料の中から『皇和
魚譜』をご紹介します。
　『皇和魚譜』は、天保９年（1838） 
に出版された魚類の図鑑です。
当時、虫や魚について記した書
物が少ないことを嘆いた栗

く り

本
も と

丹
た ん

洲
しゅう

という医師が編さんしまし
た。全２巻から成り、巻１で川
魚51種、巻２で川と海とを行き
来する魚13種を掲載していま
す。相模川の名物として知られ
るアユは巻２に「香魚」の名で

「煮食テ香味其ニ良ク病人ニ妨
ナシ」と記され、煮て食べるこ

とが勧められています。
　現在、開催中の企画展「『新
編相模国風土記稿』が描くあつ
ぎ」展では、江戸時代の愛甲郡
の産物を紹介しています。アユ
の他にどんな産物があったの
か、江戸時代に作
られた図鑑でお楽
しみください。
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29回 　博物館の学芸員が、あれ
これを語り倒すコーナー。

皇
こう

和
わ

魚
ぎょ

譜
ふ

飯田 好
よ し

人
ひ と

《日時》 3月①4日②18日  
10時30分～11時30分

《場所》あつぎ市民交流プラザ
《対象》�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）

《費用》各回300円（オイル代）

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。3月

8・22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
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

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

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

1日 中依知 14日 中戸田

2日 上依知・妻田 15日 荻野新宿

3日 森の里・戸室・厚木ガスリセ 16日 下古沢・温水恩名

4日 古松台 17日 愛甲原・上落合

7日 荻野 18日 妻田東・七沢

8日 三田・まつかげ台 22日 毛利台・吾妻町

9日 宮の里 23日 下川入・上戸田

10日 飯山中部・及川 24日 山際・緑ヶ丘・金田

11日 鳶尾・上荻野 25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
3月

申①2月16～25日②3月2～11日に子育て
支援センター☎225-2922へ。抽選。

赤ちゃんとゆったりコミュニケーション

ベビーマッサージ

　オイルを使った
マッサージで赤
ちゃんと触れ合い、
心と体でコミュニ
ケーションします。
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体験。定員12人。1000円。
■初心者向け住所録作成講座
　3月9日、9時50分～。表計算ソ
フトで住所録を作り、データ入力や
文字の装飾、配置変更などを学ぶ。
定員12人。500円。
■初心者向け文書作成講座
　3月9・16・23日（全3回）、13時
10分～。文書作成ソフトで文字入
力、編集、表や図形の挿入などを
学ぶ。定員12人。1500円。
■シニア向けインターネット安全教室
　3月15日、9時50分～。ネットで
のトラブルの事例や対処法を学ぶ。 
60歳以上12人。500円。
■初心者向け表作成講座
　3月16日、9時50分～。表計算ソ
フトで表を作り、データ入力や罫
線、塗りつぶし設定などを学ぶ。
定員12人。500円。
■子ども向けプログラミング講座
　3月20日、①9時50分～②13時10
分～。絵や図を使いコンピュー
ターの仕組みを知り、プログラミ
ングの楽しさを体験。小学3～6年
生各回12人。無料。
■初心者向けカレンダー作成講座
　3月23日、9時50分～。表計算ソ
フトでカレンダーを作り、データ
入力や画像の挿入など基本操作を
学ぶ。定員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、2月24日（必着）まで
に〒243-0021岡田3050情報プラザ
☎220-2711へ。抽選。

これであなたも検査値改善！
特効★エクササイズ

　3月15日、14時 ～15時30分。 依
知南公民館。保健師、栄養士から
高血糖を防ぐ方法を学び運動指導

士と運動を実践。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3月4日ま
でに健康づくり課☎225-2201へ。
抽選。

グラウンド・ゴルフ教室
　3月5・6・12・13日（全4回）、9時
30分～11時30分。厚木青少年広場。 
2回以上参加できる市内または近
隣市町村在住の小学生・保護者20
人。無料。申電話またはファクス
で2月27日までに事務局・児玉☎・

221-2120へ。先着順。問事務局・
熊谷☎・ 221-3835。

親子で作るベイクドドーナツ講習会
　3月29日、10～12時。JAあつぎ本
所。市内産の小麦粉や野菜などを
使い、油で揚げないドーナツを作
る。市内または清川村在住で小学
生以下の親子12組（1組3人まで）。
1000円（材料費他）。申JAあつぎ
☎221-6881へ。

川崎ブレイブサンダース
バスケットボール教室

　3月21日、南毛利スポーツセンター。 
バスケットボールチームのコーチ
から競技を学ぶ。
■初心者向けバスケットボールク
リニック
　10時30分～11時30分。年中～小
学生60人。500円。
■経験者向けバスケットボールク
リニック
　13時～14時30分。競技経験のあ
る①小学2～4年②小学5年～中学
生各部30人。2000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）、学年、電話番号を書き、 
2月25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@atsu-
gi-sports.comへ。抽選。

WARAスポーツアカデミー
　3月28日、南毛利スポーツセンター。 
無料。元五輪選手やお笑い芸人 

「はんにゃ」とスポーツを楽しむ。
■体操教室
　11時～12時30分。小学5・6年生

20人。元五輪選手から体操を学ぶ。
■陸上教室
　13時30分～15時。中学生20人。
走り方を学ぶ。
　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）、学年、電話番号を書き、 
2月25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@atsu-
gi-sports.comへ。抽選。

子育て
親子ふれあい遊び
■1歳児
　3月11日。市内在住の1歳児と保
護者15組。
◆２歳児
　3月25日。市内在住の2歳児と保
護者15組。
●7カ月から歩き始めの子ども
　3月29日。市内在住の生後7カ月
～歩き始めの子どもと保護者10
組。既受講者を除く。

　いずれも10時30分～（各回50分）。 
あつぎ市民交流プラザ。親子で「ふ
れあい遊び」を楽しむ。無料。申3月
■4日◆18日●22日までに子育て
支援センター☎225-2922へ。抽選。

募　集
市史編さん委員会委員

　市史編さん事業を審議する委員
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1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2人《任期》6月1日～（3年
間）《報酬》日額7800円（交通費含
む）。申文化財保護課やあつぎ郷土
博物館、市HPにある申込書を、直
接または郵送、Eメールで3月10日

（必着）までに〒243-8511文化財保
護課☎225-2060・ 8650@city.
atsugi.kanagawa.jpへ。選考あり。
《「募集」は4面に続きます》
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　鑑賞料、上映時間などの詳細は、直接
劇場へ。感染症予防のため、共有部の
除菌などの対策をしています。
問あつぎのえいがかん kiki☎240-0600

GUNDA／グンダ 2月5〜18日

ボクたちはみんな大人に
なれなかった

2月12〜25日カナルタ　螺
ら

旋
せん

状
じょう

の夢
徒桜

夢のアンデス

CHAIN/チェイン
2月19日〜
� 3月4日帆花

ONODA�一万夜を越えて

ドライブ・マイ・カー 2月19日〜
�終了日未定

ダーク・ウォーターズ
巨大企業が恐れた男

2月26日〜
� 3月11日

あつぎ市民交流プラザの
ロッカー使用者

　《条件》1団体1台《期間》4月1
日～（1年間）《使用料》1カ月500
円。申あつぎ市民交流プラザや市
HPにある申請書を直接、3月1～
10日にあつぎ市民交流プラザ☎
225-2510へ。抽選。

ごみ収集員
　《内容》燃えるごみなどの収集
作業《対象》18歳以上若干名《時
間》月～金曜の8時30分～17時15
分《任期》4月1日～（1年間）《報
酬》月額20万8400円。申事前に連
絡し、履歴書を郵送で〒243-0807
金田1641-1環境事業課☎225-2790
へ。随時受け付け。

学校給食センター運営委員
　給食費や設備の充実などを審議
する委員を募集します。
　《対象》①市内在住在勤在学ま
たは市に納税義務があり、応募日
現在18歳以上②平日昼間の会議

（年2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》6月1日～（1年間）

《報酬》日額7800円（交通費含む）。
申学校給食課や市HPにある申込
書を、直接または郵送、ファクス、
Eメールで3月15日（必着）までに
〒243-0211三田172北部学校給食

センター☎225-2653・ 243-1018・ 
8250＠city.atsugi.kanagawa.jp

へ。書類選考あり。

教育委員会点検評価委員
会委員

　教育委員会の事業へ評価・意見・
助言などをする委員を募集します。
　《対象》①市内在住在勤在学の
18歳以上②平日昼間の会議（年3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1人

《任期》2022年6月～24年3月《報酬》
日額7800円（交通費含む）。申教育
総務課や公民館、市HPなどにあ
る申込書を、直接または郵送、ファ
クス、Eメールで3月17日（必着）ま 
でに〒243-8511教育総務課☎225- 
2663・ 224-5280・ 7800@city.atsu 
gi.kanagawa.jpへ。書類選考あり。

青少年教育相談センターの
運営などを審議する委員

　《対象》①市内在住で応募日現
在18歳以上②平日昼間の会議（年
2回程度）に出席できる③市の審
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2人《任期》6月1日～（2年間）

《報酬》日額7800円（交通費含む）。
申公民館や市役所本庁舎、市HPに
ある申込書を、直接または郵送で
3月15日（必着）までに〒243-8511
青少年教育相談センター☎225-

末年始を除く9時40分～17時30分
に、本厚木献血ルームで受け付け。
献血の内容で時間が異なる。問県
赤十字血液センター☎228-9907。

国民年金保険料の納付は
期限内に

　未納があると、将来受け取る年
金の額が少なくなったり、受けら
れなくなったりすることがありま
す。期限までに納付しましょう。
問国保年金課☎225-2121。

南部産業拠点（酒井地区）の都市計画変
更に関する原案の縦覧と説明会・公聴会

　用途地域、土地区画整理事業の
都市計画原案の縦覧などを実施し
ます。
　《縦覧》3月2～15日の平日、8時
30分～17時15分。都市計画課また
は市HP《公述申出》市内に住所
を有する方または土地の権利者な
どが対象。申都市計画課や市HP
にある申出書を、直接または郵送、
ファクス、Eメールで3月2～15日

（必着）に〒243-8511都市計画課へ
《説明会》3月11日、19時～。相川公
民館《公聴会の傍聴》3月30日、19
時～。相川公民館。公述申出があっ
た場合に開催。説明会・公聴会は手
話通訳・要約筆記あり。申電話また

2520へ。3月下旬に面接あり。

家庭菜園の利用者
　《期間》4月1日～2023年2月28日

《場所》飯山462番地《区画》64区
画（1区画5坪）。1人2区画まで貸
し出し《対象》年間を通して管理
できる方《費用》1区画 8000円。
申2月15日から電話またはファク
スに〒住所、氏名、電話番号を書き、 
農・学び塾☎・ 242-3239へ。先着
順。問農業政策課☎225-2800。

花未来事業ボランティア
　公園の花壇に花を植えて育てる
ボランティアを募集します。
　《対象》継続的に活動できる5人
以上の団体。活動中の団体に加入
したい場合は市HPまたは公園緑
地課☎225-2412へ。

勤労者福祉サービスセン
ターの契約職員

　《対象》勤労者の福利厚生に関
心のある方1人《勤務時間》8時30
分～17時15分（週5勤務）《内容》
事業の企画・運営、加入促進など

《雇用期間》7月1日～2023年3月31
日（正職員登用の可能性あり）《給
与》経験・職務能力を考慮して決
定（社保・通勤手当などあり）。
申履歴書と論文を直接または郵送
で3月23日までに〒243-0018中町
3-16-1勤労者福祉サービスセン
ター☎206-4151へ。詳細はサービ
スセンターHPに掲載。

お知らせ
全国一斉！建築物防災週間

　3月1～7日は建築物防災週間で
す。期間中、建築物の防災に関す
る相談窓口を設置します。
　《日時》3月1～7日の平日、10～
17時《場所》建築指導課。問建築
指導課☎225-2434。

献血に協力を
　3月19日、 ①10～12時 ②13時45
分～16時。本厚木駅北口広場。年

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）

3月3～6日 こどもの造形展（絵画、工作）

3月5～6日 フランスベッド工場直送セールin厚木
（ベッド、寝装品の展示販売）

3月9～15日 第1回相模里神楽垣澤社中展示会（写
真、パネルなど）

3月16～22日 第25回�あつぎ大潮展（絵画）

3月25～27日 2022アトリエ・トロッコ作品展�～こ
どもの絵と工作～

3月30日～4月5日 第54回3がつ会展（絵画）

ロードギャラリー
（厚木地下道） 3月18日～4月20日

友好都市写真展
令和3年度厚木市立小・中学校元気アッ
プスクール展
2022年4月からの成年年齢引き下げに
伴う消費者トラブル防止

問あつぎ市民交流プラザ
☎225-2510

3月の

　市立病院で働く方と、卒業後に勤務する
意思がある奨学生を募集します。
■看護師《試験日》4月24日《対象》①1993
年4月2日以降生まれで、2023年の国家試験
で助産師または看護師免許を取得見込みの
方20人②1993年4月2日以降生まれで看護師
免許を持つまたは助産師免許を持つ方5人
◆薬剤師《試験日》6月5日《対象》1993年
4月2日以降生まれで、①薬剤師の資格を持
つ②2023年の国家試験で取得見込み―のい
ずれかに該当する方若干名
◆栄養士《試験日》6月5日《対象》1993年
4月2日以降生まれで、①管理栄養士の資格
を持つ②2023年の国家試験で取得見込み―
のいずれかに該当する方若干名

●奨学生《試験日》5月22日《対象》看護師な
どの養成施設に在学し、卒業後市立病院に勤 
務する意志のある2022年度時点で2年生以
上かつ看護師免許取得時30歳未満の方10人

　いずれも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、直接または郵送で
■4月13日◆5月25日●5月11日（消印有
効）までに〒243-8588水引1-16-36病院
総務課へ。

問農業政策課☎225-2800問病院総務課☎221-1570

職員（看護師・薬剤師・栄養士）と奨学生

市立病院の募集
募 集 市民農園の利用者

　土に親しみながら季節の野菜を育ててみませんか。
《農園・募集区画数・面積・年間料金》中荻野ファ
ミリー農園＝1区画・60㎡・1万3200円／三田ファミ
リー農園＝2区画・20㎡・4800円、3区画・30㎡・6600円
／依知ファミリー農園＝1区画・60㎡・1万3200円／飯
山ファミリー農園＝5区画・20㎡・4800円／山際Ａ農
園＝7区画・16.5㎡・4200円／三田Ｂ農園＝6区画・16.5
㎡・4200円／三田Ｃ農園＝2区画・16.5㎡・4200円／小
野Ｄ農園＝13区画・16.5㎡・4200円／飯山Ｈ農園＝2
区画・33㎡・7200円。 ※詳しくは市HPに掲載

《期間》4月1日～2025年2月28日（更新可）
《対象》市内在住在勤在学の方
申ハガキ、ファクス、Eメールに、〒住所、氏名、電話
番号、農園名、面積を書き、2月28日（必着）までに
〒243-8511農業政策課 223-0174・

3600@city.atsugi.kanagawa.jpへ。
抽選。1世帯1区画まで。
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使い方・使用可能
店舗はこちら

はファクス、Eメールに会の名称、
氏名（ふりがな）、〒住所、電話番号
を書き、説明会は3月10日、公聴
会の傍聴は3月29日までに都市計
画課☎225-2400・ 222-8792・
4600@city.atsugi.kanagawa.jpへ。

厚木青少年音楽コンクー
ルの入賞者が決定

　ピアノ、バイオリン、声楽、そ
の他の弦楽器などのコンクールを
無観客で開催しました。
　《市長賞》河邉直生（厚木高校2
年）《教育長賞》武藤士桜（平塚

市立吉沢小6年）井出那々子（海
老名市立大谷小6年）。その他の入
賞者は市HPに掲載。あつぎ文化
芸術・生涯学習発信チャンネル

（YouTube）で一部入賞者の演奏
とピアニストの加藤未奈さんの演
奏を配信中。問文化生涯学習課☎
225-2508。

家庭でできる省エネ
　寒い冬は、暖房の使用などでエ
ネルギーの消費が増える季節で
す。少しの工夫が、省エネルギー
につながります。問環境政策課☎

225-2749。

文化芸術・生涯学習に関
するアンケートに協力を

 文化芸術・生涯学習施策の基礎
資料とするため、アンケートを実
施します。

　《設置場所》あつぎ市民交流プラ
ザ、文化会館、あつぎ郷土博物館、
南毛利学習支援センター《期限》
3月31日。市HPからも回答できま
す。問文化生涯学習課☎225-2508。

　12月に販売した電子商品券
の使用期間を延長します。払
い戻しはできませんので、感
染防止対策を徹底し期限まで
に使ってください。

《吹鳴試験》3月1日、7時に市内全域で
サイレンを鳴らします。

　「おうち時間 家族で点検 火の始末」
をスローガンに、全国的に春の火災予
防運動が実施されます。

　昨年、県内では全国で最も多い142件の交通死亡事故が起き
ました。事故を防ぐため、昨年発生した内容や傾向をお知らせ
します。 問交通安全課☎225-2760
2021年 市内の交通事故件数
件数　711件（前年比5件増）　　死亡者数6人（前年比4人増）

多い事故は？
1位　高齢者（198件）
2位　二輪車（162件）
3位　自転車（156件）

　三つの機関が合同で説明会を
実施します。

《日時》3月3日
　　　 13時30分～16時30分

《場所》あつぎ市民交流プラザ
《対象》就職を目指す方70人
《費用》無料
申Eメールに説明会名、〒住所、
氏名（ふりがな）、年齢、生年
月日、性別、学校名（学年）ま
たは会社名、日中連絡できる電
話番号を書き、自衛隊神奈川地
方協力本部厚木募集案内所
atugi-kanagawa@rct.gsdf.mod.
go.jpへ。先着順。

問予防課☎223-9371 問消防総務課☎223-9366 問商業にぎわい課☎225-2840

3月1～7日 春の火災予防
運動

■市長表彰
《社会福祉功労表彰》
松尾美智代、森川昌子、小松のぶ
子、平本俊弘、吉澤鏡子、縄幸枝、
柏岡明、棚木宮子、横溝茂行、仲
川さとみ、武藤祐生、野村竹千代、
くさやまようこ、中村睦、宍戸輝
子、小坂宗利、宝田利夫、下間由
岐子、藤井研一郎、大和倫子、城
所庸子、荒井直美、横溝淑江、藤

野知春、稲富光子、松元和子、市
野岐枝、川田すみ子、土屋富志夫、
渡嘉敷隆子、島田千惠子、松浦榮
枝、根岸シルバークラブ、ゆめク
ラブ妻田東、とびお笑和会、市マ
ルチメディアボランティア、太鼓
集団舞彩駒　 他4人

《介護表彰》
勝浦崇、舟口幸子、圓福るり子、
斉藤一江、門倉千絵、中和清美、

原悠子、新実和人、丹正義、石原
美砂、大畑憲彦 他10人

《保育士表彰》 2人

■紹介福祉作文（県福祉作文コン
クールの市最優秀作品）
落合結菜（小鮎小6年）「ボランティ
アをして思ったこと」
成瀬敬人（林中3年）「自分の福祉、
周りの福祉」

あつぎ飲食店応援電子
商品券使用期間延長

３月３1日まで使えます

　社会福祉の増進・向上の貢
献者や功労者など、64の個人・
団体を表彰しました。
� （敬称略・順不同）
問福祉総務課☎225-2210

社会福祉の向上
に貢献した方を
表彰

問広報課☎225-2040

　広報紙「市部」で、3年連続
の最優秀賞に選ばれました。

11月1日
発行号
特
集
：
デ
ジ
タ
ル
化

　
　
　
を
考
え
る

県広報コンクールで
広報あつぎが最優秀賞

市消防・神奈川県警察・
自衛隊公安系合同説明会

《啓発活動》
消防車両によ
る巡回広報や
立入検査を実
施

2021年中の事故件数が確定

事故のないまちに

厚木警察署
交通第一課長　雨宮忠行さん

　昨年、市内で発生した事故の特徴として、
65歳以上の方が亡くなる事故が増えました。
特に、自宅周辺の通り慣れた場所で多く発生
していました。また、自転車に関わる事故のう
ち、6割は自転車側にルール違反などの原因が
ありました。自転車は便利な乗り物ですが、マ
ナーを守って使わないと大きな事故につなが
る危険性があり、誰もが、加害者、被害者にな
り得ます。痛ましい事故を減らすには、自分
の身は自分で守る意識が大切です。みんなで
意識し、事故のないまちにしていきましょう。

みんなが使う道路
マナーを守って安全に
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ままちち
《意見交換会》
■市立病院の診療費等に関する条
例の一部改正
　3月3日、19～20時。市立病院。
申当日直接会場へ。問医事課☎
221-1570。
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　集団接種会場でキャンセルが発生したとき、予約の空き情報をお知
らせします。市公式アカウントの友だち登録が必要です。

■本会議予定日（9時～）
　2月21・22日…議案など質疑
　3月1・2・3日…一般質問
　3月22日…委員長報告・討論・採決
■常任委員会・分科会予定日
　（9時～。3月18日は13時～）
　2月22日・3月18日…予算決算
　3月7日…総務企画
　3月8日…市民福祉
　3月10日…環境教育
　3月11日…都市経済
■広報広聴特別委員会予定日
　3月22日（本会議などの終了後）

問議会総務課☎225-2700

市議会
2月定例会議

◆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60人。入会金1000円、月会費500円。問山
田☎090-1103-0874。

◆楽ササイズ　月・水曜、13時30分～15時30
分。緑ケ丘公民館。ストレッチやゆっくりとした
筋力トレーニングなど。月会費2000円（体験は無
料）。問杉本☎090-6139-7970。

◆服飾文化研究会　火曜（月2回）、9時30分～11
時30分。あつぎ市民交流プラザ。着物の着付け
教室。20歳以上の女性20人。月会費1500円。問
倉持☎224-7805。

◆あつぎ環境市民の会　第1木曜、18～21時。
睦合西公民館他。環境課題に対する情報発信。
環境問題に関心のある方。年会費1000円。問鷺

さぎ

谷
たに

☎090-7243-9254。

◆ストレッチング水曜会　水曜、13時～14時30
分。東町スポーツセンター他。ストレッチ体操。
月会費3200円。問山本☎229-7181。

◆無料学習塾「ねこの手」　日曜、19時～21時15
分。保健福祉センター。経済的な理由で塾に行
けない・不登校などで学校に通えない小・中学
生や高校生向けの塾。問小室☎080-5499-4227。

◆油絵サークルひまわり　第2・4日曜、10～
16時。玉川公民館。講師の指導の下、油絵・
水彩技法を学ぶ。月会費2500円。問金田☎080-
1274-3406。

伝言板
サークルの情
報などを紹介。

　市HPのトップページま
たは下の二次元コードから
予約サイトへ

　接種券番号（10桁）と接
種する方の生年月日を入力。
　氏名、電話番号などを入
力して予約完了

②ログイン、日時選択

①予約ページにアクセス

空き情報をお知らせ
L
ラ イ ン

INEでキャンセル情報を発信

《情報を受け取る方法》
①スマートフォンなどにラインのアプリをインストール
　「App Store」または「Google Play」で「LINE」を検索しインストール
②アプリを起動しユーザー登録
③市公式アカウントを友だち登録
　「ホーム」上部の検索窓にID「atsugi_city」を入力
　または右の二次元コードから友だち登録
④受信設定
　トーク画面の「受信設定」→「お知らせ受信設定」
　を押し、「市からのお知らせ」「医療・保健・福祉」
　がオン（青色）になっていることを確認
⑤空き情報が届いたら上記の方法で予約

公式アカウント

申 8時30分～17時15分（土・日曜、祝日を含む）にコールセンター
☎0570-054-666へ。手元に接種券を準備して電話してください。

　多くの方が接種できるよう、次の日程で集団接種の体制を強化し
ます。

●2月21日～ 1日600人の接種が可能に　
●3月 6日～ 平日接種が困難な方に日曜日開設　
●3月 9日～　 外出後などでも接種できるよう水・木・金曜の開設時

間を18時までに　　

■集団接種体制を強化

　3回目の接種券は、2回目の接種から6カ月後の下旬に発送します。
手元に届いたら中身を確認してください。
《封筒の中身》 ワクチン接種券、予診票、追加接種のお知らせ
3回目の接種までのスケジュールの例
　2回目を8月に接種した方…2月下旬に接種券送付、3月に接種開始

■接種券の発送

■集団接種の予約方法
◆電話予約

◆インターネット予約

３回目接種のお知らせ

　個別・集団接種での3回目接種が始まっていま
す。接種券が届き次第、希望する方は予約をお
願いします。

※情報は2月1日時点

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

新型コロナウイルスワクチン接種関連情報

　3回目接種は1・2回目と異なるワクチンを接種できます。

集団接種
《日時》　2月1日～（休館日を除く月～土曜）、10時～16時30分
《場所》　保健福祉センター
《ワクチン》　モデルナ
個別接種
　かかりつけ医などで接種できます。
《ワクチン》　ファイザーまたはモデルナ

申接種を希望する医療機関へ。
　申し込み方法は医療機関によって異なる。

■接種方法

個別接種実施
医療機関はこちら

　1・2回目のワクチンを未接種で
タクシー券を持っている方は、
2022年9月30日まで有効期限を延
長して使えます。
※利用は接種日当日に会場と自宅
の往復のみ

■タクシー券の有効期限を延長



72022(令和４)年２月15日

若者たちの夢を後押し

　ミュージックシーンで活躍する若者を発
掘・育成する「あつぎミュージックフェス
ティバル新人シンガー発掘オーディショ
ン」。2次審査を通過した上位4人は、音楽ス
クールの指導が受けられる他、密着番組に
出演できるなど、今回から特典がリニュー
アルしました。

　リポートでは、第5回大賞を受賞したシン
ガーソングライターの舟津真翔さんに話を
聞きました。ライブやSNSなどで活躍されて
いるので、ご存知の方も多いかと思います。
キラキラと自信に満ち溢れた雰囲気で、次
に続きたいと意気込む若者たちもきっと多
いのではないでしょうか。知り合いの薦め
でオーディションに参加したという舟津さ
ん。夢をつかむ大きなチャンスは、意外と
近くにあるのかもしれませんね。アーティス
トを目指す皆
さん、オーディ
ションに参加
して、夢への
第一歩を踏み
出してみませ
んか。

市民リポ
ーター

市民リポ
ーターがが

活動を紹
介

リポートで当時の思いを振り返った

市民リポーター
渡嘉敷 愛奈さん

活動ををを紹
介

複合施設の建設予定地

問市街地整備課☎225-2470

申ファクス、Eメールに、希望日時、〒住所、氏
名、電話番号、Eメールアドレスを書き、3月4日
（必着）までに市街地整備課 224-4802・ 5000@
city.atsugi.kanagawa.jpへ。抽選。

　オミクロン株による感染者が急増しています。軽度の発
熱や倦怠感など、少しでも体調不良を感じる場合は外出を
控え、積極的な検査など対策をお願いします。

・デルタ株より強い感染力
・ワクチン2回接種による発症予防効果が低い

・ 人と会う時は十分な距離を保つ
・ 混雑している場所や時間を避ける
・ オンラインの利用や時差出勤など
を実施
・ 屋外でも密接、密集を避ける
・ 体調に異変を感じる場合は外出を
控える

《会話時は必ず着用》
・鼻出し・顎マスクはしない
・隙間なく付けるなど正しく使う
・ワクチン接種済みでも着用を徹底

《３密の回避》
・ 密接、密集、密閉の一つの密でも避ける
・人と人との距離は十分にとる
・定期的に換気をする

《手洗い・消毒は小まめに》
・ 指先や爪・指の間、手首も忘れずに洗う
・ 共用物に触った後や食事の前後、公共交通
機関の利用後などは必ず実施

・ パーテーションの設置や換気などの
感染対策を徹底し、ガイドラインを
守った店舗を利用

・  できるだけ少人数、短時間で、大声
で会話しない

・ 飲食以外はマスクを着用
・ 屋外でも密接、密集を避ける
・ テークアウトやデリバリーを積極的に活用

■オミクロン株による感染が急拡大 ■市内の新規陽性者数（月別）

オミクロン株の特徴

◇人との接触を減らす

◆マスクの着用 ◆ゼロ密を心掛ける

◆手洗い ･手指消毒を徹底

複合施設基本設計の
検討状況についての
意見交換会

◇飲食の場面に注意

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） 協力金第12弾のうちその他区域内のこと

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、コロナ接触
確認アプリC

コ コ ア

OCOA・濃厚接触者のことなど

協力金第13・14・15・16弾および第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☎ 

9月 10月 11月 12月 1月

26人 1人 22人

1258人

404人

新型コロナウイルス感染症の情報
は市HPに掲載

前月と比較して

参加者
募集

約57倍

感染を防ぐ対策を
　新型コロナウイルスの感染が再拡大しています。
感染を防ぐには一人一人の基本的な予防が大切です。 問健康長寿推進課☎225-2174

引き続き基本的な感染予防策の徹底を

《日時》3月①16日 19～20時 ②19日 15～16時
《場所》市役所第二庁舎
《定員》各回30人

　基本設計の進捗内容の意見交換会を実施します。
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児童虐待
Ｄ Ｖ

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

2月15日、９時15分～11時20分　要予約
2月25日、3月7日。13時15分～15時20分　要予約

健康づくり課
☎225-2201

3階

自殺予防
2月21日、13時～15時50分 要予約（前日まで）
3月3日、９時～11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 2月21日、3月7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 3月14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

2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 2月18・25日、13～16時
行 政 3月10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 3月3日、13～16時
公 証 人 2月18日、3月4日。13～15時
行政書士 3月7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3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

「環境を変えるのは怖いこともあるけど、好奇心が勝つ」
と笑顔を見せた

わくわくするお菓子を届けたい
焼き菓子店経営

會田 由衣さん（39・妻田南）
　厚木に卵・乳製品不使用の焼き菓子店を開い
て３年になります。小さい頃から粘土や木工な
どのものづくりが好きで、10代の頃は両親と同
じ建築の道に進むつもりでした。大学院まで進
みましたが、体調を崩し中退。縁あって広告会
社で働いていた時、以前からお昼によく食べて
いたパン作りを習おうと思い立ちました。同じ
会社で出会った夫に相談すると「習うなら仕事
にしたら」と。今の仕事は私に向いていないの
に無理をしていると感じていたようです。その
後ベーグル店に転職し、29歳の時、東京で菓子
製造許可を取り開業しました。
　卵・乳製品不使用と決めたのは、海外での経
験がきっかけです。一人で外国を旅するのが好

きで、よく現地の人と一緒に食事していました。
人種や宗教が違う人たちと食卓を囲むのがとて
も楽しくて、より多くの人が、おいしく食べら
れるものを作りたいと思うようになりました。
　今は、土曜以外は製造、金・土・日曜は店頭
販売という生活をしています。次はどんなお菓
子にしようか、新
作のレシピを考え
ている時が一番わ
くわくします。楽
しんで作ったお菓
子を、お客さんに
も喜んでもらえた
らうれしいです。

「常連のお客さんは新しい商品を面
白がってくれる人が多い」という
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