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神奈川工科大学
厚木市子ども科学館の催し
■天体観望会ネット生中継
　2月13日、19～20時。天体望遠
鏡で星雲や火星を観察し、子ども
科学館HPで中継。 2013028
■ミニ工作教室「スターボックス」
　2月14日、13時30分～14時。紙を
折って星型の箱を作る。定員10人。
無料。申当日9時から電話で受け
付け。先着順。 2013024
■土曜科学実験室「たまねぎのひみつ」
　2月27日、13時30分～15時30分。
顕微鏡でタマネギを観察し、植物
の仕組みを探る。小学生以上10人
（付き添いの方も要予約）。無料。
申2月6日（市外の方は7日）9時か
ら電話で受け付け。先着順。
2013027
■昼寝タリウム
　木曜（2月11日は除く）、12時15
分～12時45分。満天の星の下、ゆっ
たりと過ごす。定員25人。入退場

自由。200円（中学生以下50円）。
申当日9時から観覧券を販売。
1913007
　いずれも会場、問い合わせは子
ども科学館☎221-4152。

はじめてキャンプ
　3月7日、10時30分～16時。七沢
自然ふれあいセンター。森探検、
おやつ作りなど。市内在住の年中
～小学2年生24人。1000円（材料費、
保険料）。申直接、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、
学年、学校（園）名、電話番号を
書き、2月5日までに七沢自然ふれ

あいセンター☎248-3500・薨248-
4708へ。抽選。 申1902008

天体観望会・長生きができる星
　3月12日、18時30分～20時30分。
七沢自然ふれあいセンター。天体
の解説と観望など。市内在住の小
学生以上25人（中学生以下は保護
者同伴）。100円（材料費、保険料）。
申直接、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、2月19日までに七沢自然
ふれあいセンター☎248-3500・薨
248-4708へ。抽選。 申1902020

発熱等診療予約センター
☎ 0570-048914
※つながらない場合は☎045-285-1015

全日 （9〜21時） 発熱などの症状があり、かかり
つけ医で受診できない方

　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。
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新型コロナウイルス
感染症専用ダイヤル

全日 （24時間）1

平日 （9〜17時）
2349

※コロナ接触確認アプリ

冬の新型コロナウイルス感染症対策

上手に換気・保温・加湿しよう
　3密を避けることや手洗い・
咳
せき

エチケットに加え、部屋の環
境を整えましょう。
� 問健康長寿推進課☎225-2174

※厚生労働省HP「新型コロナウイルスに関するQ&A（一般の方向け）を参考に作成　※12月23日現在

■換気
①家に常時換気設備があれば、常に稼働
　�…最低限の換気量を確保できる。強さが選べる場
合は「強」に。設備がない場合は、台所や洗面所
などの換気扇を常時運転させる

②窓を開ける…�暖房器具を使用し、室温を下げすぎ
ない工夫を

　《効果的な開け方》
　•暖房器具の近くの窓を開ける
　…入ってくる冷気を暖められる
　•一方向の窓を常に少し開ける
　…�短時間窓を全開にするよりも室温を保てる。部
屋が暖まっていれば、二方向開けなくても外と
の温度差で換気される

③空気清浄機を活用
　…�保温のために窓を十分に開けられない場合は、
「HEPAフィルタ」「高性能エアフィルタ」による
ろ過式の空気清浄機を併用するのがお勧め

■保温・加湿
①室温は18℃以上
　…換気で寒くならないよう、暖房器具を活用

②湿度は40％以上
　…�乾燥すると、粘膜の防御機能が下がる。加湿器

などを活用

　•二段階換気
　…�人のいない部屋や廊下から外気を取り入れ、室温
で暖めてから部屋に入れる
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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。

薨
申

　＝講座予約システム（　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、申し込み可）

申

公式
アカウント

市HPでもPDF版を掲載
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　非常時の業務継続や多様な働き方の実現のため、在宅勤
務（テレワーク）環境の整備に向けた実証実験を始めます。
実験結果を基に課題を整理し、本格的な導入を目指します。

幅広い働き方で
強い組織に

自宅でも仕
事ができる
環境を整え
るBoo~!!

問情報政策課☎225-2281

在宅勤務システムを実証実験

市役所

職員自宅職員自宅

テレワークシステム

庁内端末
専用
パソコン 通信を暗号化 通信を暗号化

インターネット
回線

インターネット
回線

総合行政
ネットワーク
総合行政
ネットワーク

庁内端末の
画面のみ転送

テレワーク環境のイメージ

どんな実験をするの？

システムの特徴

森林セラピー体験と温泉
　七沢から日向薬師や梅園を
巡り、里山の豊かな自然を五
感で楽しみましょう。
問市観光協会☎240-1220

《日時》�2月26日� �
9時30分～15時30分

《内容》
　日向薬師周遊の歴史探訪や
梅園などの自然観察。七沢温
泉（元湯玉川館）で入浴
《定員》20人
《費用》500円（入浴・保険料）

申1月26日から東丹沢七沢観光案内所☎248-1102へ。先着順。

厚木の自然を満喫しよう

厚木市民朝市
生産者から直接買える

　市内産の新鮮な農畜産物・加工食品
などが買える朝市です。

問農業政策課☎225-2801
《日時》日曜�6～7時
《会場》文化会館駐車場
《キャンペーン》2月7日は市制施行記
念朝市として、買い物をした方に先
着で記念品をプレゼント

新鮮な品々が並ぶ 早朝からにぎわう感染症対策もしっかりと

　通信機能付きの専用パソコンを30台
導入。さまざまな部署で試用し、テレ
ワークできる業務を模索します。

□✓ �庁内端末を遠隔操作するため職場
と同等の業務が可能

□✓ �専用パソコン本体にはデータが残ら
ないなどセキュリティーを徹底

２

ななさわ森のようちえん　
森のたんけん隊
　3月3日、14時～16時30分。七沢
自然ふれあいセンター。森探検、
森遊びなど。市内在住で3～6歳の
未就学児20人。300円（材料費、
保険料）。申2月1日から七沢自然
ふれあいセンター☎248-3500へ。
先着順。 1902029

七沢ステップアップキャンプ
　3月28日、10～20時。七沢自然
ふれあいセンター。ポイントラ
リー、野外炊事など。市内在住の
小学4～6年生32人。2000円（材料
費、保険料）。申直接、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、学年、学校名、電話番号を
書き、3月5日までに七沢自然ふれ
あいセンター☎248-3500・薨248-
4708へ。抽選。 申1902004

春季ネイチャーゲーム
　3月21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30
人（小学生以下は保護者同伴）。
無料。申直接またはハガキ、ファ
クスに講座名、〒住所、氏名（ふ
りがな）、性別、生年月日、学校名、
学年、電話番号を書き、2月5日（必

着）までに〒243-0018中町1-1-3
青少年課☎225-2580・ 224-9666
へ。抽選。 申2059001

こどもアート展
　1月30日～2月5日（2日を除く）、
9時30分～18時（5日は15時まで）。
文化会館。市内や友好都市の子ど
もたちが制作した絵画や立体作品
など約300点を展示。無料。問教
育指導課☎225-2675。

雑木林・草地、冬に生きる
生き物探し体験
　2月13日、14～16時。あつぎ郷
土博物館。冬の雑木林・草地など
の生き物を観察。定員15人。申�
2月1日までにあつぎ郷土博物館☎
225-2515へ。抽選。 2044012

福祉のしごとフェア
　2月14日、10時30分～14時30分。
保健福祉センター。市内の介護事業
所・障がい児者支援施設への就職
や採用のための相談会。無料。申
当日直接会場へ。問実行委員会（デ
イサービス�モック内）☎243-3838。

斎場施設見学会
　1月27日、10時30分～12時。市斎
場。施設見学と葬儀の説明。定員
30人。無料。申1月15～26日に市
斎場☎281-8595�へ。先着順。

市民スキー選手権大会
　3月27日。群馬県鹿沢スノーエ
リアスキー場。市内在住在勤在学
の小学生以上（最少実施人数20
人）。3000円。申スキー協会HPに
ある申込書をファクス、Eメール
で2月15日までに市スキー協会薨
045-904-8390・ compe@ski-atsu�
gi.comへ。問市スキー協会・前田
☎080-6510-2331。

講　座

i

きっかけ運動教室
　2月4・18・25日、3月4日。14～
16時。東町スポーツセンター。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1月21日から介護福祉課☎
225-2388へ。先着順。

フレイル（虚弱）チェック
　2月17日、10～12時。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、2月1日（必着）

までに〒243-8511介護福祉課☎
225-2388へ。抽選。 申2007020

お口の健康講座・
フレイル予防のために
　3月1日、10時～11時30分。4日、
13時30分～15時30分（全2回）。あ
つぎ市民交流プラザ。歯科医師や
管理栄養士から口の健康と栄養を
学ぶ。市内在住の65歳以上20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15日（必着）
までに〒243-8511介護福祉課☎
225-2388へ。抽選。 申2007022

健康運動指導士による未病運動講座
　2月1・25日、①9時30分～②10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
体操などの助言と実技。市内在住
の20歳以上15人。無料。申1月15
日から健康づくり課☎225-2201へ。�
先着順。

睡眠力アップ基礎講座・眠れる
ココロとカラダの作り方
　2月19日、14時～15時30分。玉
川公民館。保健師から睡眠と健康
の関係や眠りの改善方法、香り袋
作りを学ぶ。精神保健福祉士によ
るゲートキーパー養成講座も同時
開催。市内在住の40～64歳15人。
無料。申1月15日から健康づくり
課☎225-2201へ。先着順。

カラダ快活★講座
　2月22日、14時～15時30分。保健
福祉センター。健康あつぎ推進
リーダーから骨盤や口の体操など
を学ぶ。市内在住の方20人。無料。
申1月15日から健康づくり課☎
225-2201へ。先着順。

救急救命講習会
■応急手当普及員再講習会
　2月13日、9時～。応急手当普及
員の有効期限の更新や技能の維持�
・向上のための講習。有効期限（3
年）以内で市内在住在勤在学の応
急手当普及員10人。 申1941018



あつぎ
郷土博物館館學藝員のススメ

問環境政策課☎225-2749

　学芸員と一緒に古文書
の読み方を楽しく学んで
みませんか。

　ボランティア団体による犬猫の写
真やペットの適正飼育などに関する
パネル展を開催します。

問あつぎ郷土博物館☎225-2515問生活環境課☎225-2750

　自然の恵みを後世に残すため、私たちに
できることを考えてみませんか。

《日時》�2月11～15日� �
10～18時（15日は17時まで）

《場所》あつぎ市民交流プラザ
《内容》
❶�企画展「20年の足跡とこれから」
さがみ自然フォーラムの歴史を
振り返る

❷�「豊かな自然を、まもり育てよう」�
がテーマのパネル展。学生や県
内自然保護団体の活動、調査研
究の成果などを展示

申当日直接会場へ。

《日時》
2月11・18・25日、
3月11・18・25日（全6回）。
10～12時。
《場所》あつぎ郷土博物館
《定員》15人
《内容》古文書の読み方などを学ぶ
申１月3１日までにあつぎ郷土博物館へ。
抽選。 申2058001

はじめての古文書
無料さがみ自然フォーラム犬猫保護活動パネル展

　先月から始まっている「かな
がわの遺跡展」はもうご覧にな
りましたか？今月も引き続き、
展示資料の中から厚木市ゆかり
の逸品を紹介します。
　戸田小柳遺跡から出土した
「位

い

至
し

三
さん

公
こう

鏡
きょう

」と呼ばれる銅鏡
の一部です。中央の上側に縦書
きの「位至」の2文字が読み取
れます。この鏡は2世紀後半～3
世紀頃の古代中国（後漢～西晋）
で作られたものと考えられ、市
内で出土した物では最古の文字

資料です。鏡の端には穴を開け
ようとした痕跡があり、ひもを
通して装飾品にしようとしたと
も考えられます。
　今回の展示では、この他にも
相模川流域の遺跡から発見され
た銅鐸やさまざまな木製品など、�
貴重な資料が展示されています。�
まだ足を運ばれてい
ない方は、ぜひお越
しください。

最古の文字資料から
見えてくるもの

佐藤 健二

詳しくは市HPに掲載 施設案内▲

問あつぎ郷土博物館☎225-2515

楽しく分かりやすく学べる

恩名に伝わる
「和田家文書」

《日時》1月17日　12～16時
《場所》あつぎ市民交流プラザ
《内容》新しい飼い主を待つ犬猫の
写真などの展示
申当日直接会場へ。

入場無料

入場無料

つ な げ よ う 命！

戸田小柳遺跡
から出土した

「位至三公鏡」

３2021(令和３)年１月15日

◆小児・乳児への応急手当普通救
命講習会
　2月24日、13時30分～。小児・乳
児への応急手当ての必要性、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8人。託児あり（1
歳～小学3年生）。 申2041017
　いずれも180分。消防本部。申
■1月15～25日◆1月27日～2月4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・上級者向け表計算講座
　2月2・9・16日（全3回）、9時50分
～。表計算ソフトで関数の使い方
やグラフの編集、データの保護方法
などを学ぶ。1500円。 申2004043
■未経験者向けタッチタイピング・
ファイル整理講座
　2月1・8日（全2回）、13時10分～。キー
ボードでの入力とパソコン内の整理
方法を学ぶ。1000円。 申2004044
■初心者向け文書作成講座
　2月2・9・16日（全3回）、13時10分
～。文書作成ソフトの基本操作を
学ぶ。1500円。 申2004045
■中・上級者向け文書作成講座
　2月7・14・21日（全3回）、9時50
分～。書体や段落などの編集や表
計算ソフトとの連携方法などを学
ぶ。1500円。 申2004046
■子ども向けプログラミング講座
　2月7日、13時10分～。絵や図で
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。無料。 申2004047
■未経験者向けビデオ通話体験講座
　2月8・15日（全2回）、9時50分～。
オンラインでのビデオ通話を体験。�
1000円。 申2004049
　いずれも会場は情報プラザ。各
回120分。定員8人。費用はテキス
ト代他。申電話またはハガキに講
座名、 申番号、〒住所、氏名、年
齢、電話番号、市外在住の方は勤務
先または通学先を書き、1月24日
（必着）までに〒243-0021岡田3050
情報プラザ☎220-2711へ。抽選。

市民協働スキルアップ研修
　2月17日、13～16時。市役所第
二庁舎。市民と行政との協働を学

ぶ。定員15人。無料。申1月31日
までに市民協働推進課☎225-2101
へ。抽選。 2014005

講演会「手話の魅力と手話
の世界について」
　1月30日、13時30分～15時30分。
保健福祉センター。聴覚障がい者
の両親を持つ元手話ニュースキャ
スターによる講演。定員100人。
無料。申当日直接会場へ。問あつ
ぎ難聴者手話の会「虹」・永嶋薨
248-3736。

消費者問題講演会
　2月26日、13時30分～15時30分。
厚木商工会議所。「健康な食生活
をおくるには・いいものの選び方、
食べ方」がテーマの講演。定員50
人。無料。申1月15日から直接、
電話またはファクスで消費生活セ
ンター☎225-2155・薨294-5801へ。
先着順。手話通訳・託児あり（1
歳～小学3年生5人。2月8日までに
要予約）。 2016002

スポーツ協会の講座
■キッズテニス教室
　2月21日、①10時～②13時30分～
（各回120分）。基礎技術の講習。市
内在住の年中～小学6年生（①は
小学3年生まで）。各部30人。800円。
◆湘南ベルマーレ幼児動きづくり
アカデミー
　2月20・28日（全2回）、13時30分
～14時20分。サッカーや運動神経
を鍛える親子向け講習会。市内在
住の5・6歳の子どもと保護者7組。
各回500円。
◆野球にチャレンジ！キッズ野球
アカデミー
　2月20日、10時～11時30分。キャッ
チボールやバッティングを体験。
市内在住の年長～小学2年生�20人。�
無料。
　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（■は希望の部）、〒住
所、氏名（ふりがな）、年齢、学年、
電話番号を書き、1月31日（必着）
までに〒243-0039温水西1-27-1ス
ポーツ協会☎247-7212・薨248-
7151・ info@atsugi-sports.com

へ。抽選。

JAあつぎ農業塾「基礎・応
用コース」の受講生を募集
　野菜作りの基礎を学ぶ講座です。
　《期間》3～12月（全27回）《対象》
市内在住の方23人《受講料》2万
2000円（農薬・肥料・資材代など）。
申JAあつぎ本所やHPにある申込
書を2月1・2日にJAあつぎ本所☎
221-2273へ。選考あり。

子育てi
プレパパママ教室・二人で
迎える素敵なベビーライフ！
　3月7日、10～12時。保健福祉セ
ンター。赤ちゃんのいる家族の関
係づくりや子育てを学ぶ。市内在
住で初めて親になる方14組。無
料。申1月15日から直接または電
話で健康づくり課☎225-2929へ。
先着順。

親子ふれあい遊び
■2歳児
　2月5日、市内在住の2歳児と保護

者15組。 申2012047
◆1歳児
　2月19日、市内在住の歩行可能な
1歳児と保護者15組。 申2012046
　いずれも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。無料。申■
1月29日◆2月12日までに子育て支
援センター☎225-2922へ。抽選。

第17回 　博物館の学芸員が、あれ
これを語り倒すコーナー。

《「子育て」は4面に続きます》

　鑑賞料、上映時間などの詳細は、直接
劇場に問い合わせてください。感染症
予防のため、座席の間隔を空けるなど
の対策をしています。
問あつぎのえいがかん�kiki☎240-0600

チャンシルさんには
福が多いね 1月21日まで

罪の声

1月22日までムヒカ�世界でいちばん貧
しい大統領から日本人へ
シェルブールの雨傘
空に住む

1月16〜29日生きちゃった
泣く子はいねぇが
私たちの青春、台湾

1月17〜29日
朝が来る
シラノ・ド・ベルジュ
ラックに会いたい！

1月23日〜
� 2月5日
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ベビーマッサージ
　2月 ①12日 ②26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①1月27日
～2月5日②2月10～19日に子育て
支援センター☎225-2922へ。抽選。
申①2012044②2012045

募　集
小・中学校庁務用務員

　《対象》18歳以上《勤務先》通
勤できる小・中学校《勤務内容》
清掃や雑務など《勤務時間》月11
日程度、7時30分～16時《任期》4
月1日～（最長1年間）《報酬》日
額8443円（条件により通勤・期末
手当あり）。申事前に電話の上、
教育総務課や市HPにある申込書
を直接、教育総務課☎225-2600へ。

児童館指導員
　《対象》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）《勤務内容》児童館を
使う子どもの指導育成、施設管理
など《任期》4月1日～（最長1年間）
《勤務時間》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1045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31日（必着）まで
に〒243-0018中町1-1-3青少年課
☎225-2581へ。2月5日に面接あり。

科学指導員
　《対象》18歳以上《勤務先》神
奈川工科大学厚木市子ども科学館
《勤務内容》プラネタリウム投影
業務、科学教室指導、施設管理な
ど《任期》4月1日～（最長1年間）
《勤務時間》週1～5日（シフト制）、
9時～17時15分《報酬》時給1045
円（条件付きで通勤手当あり）。
申市HPにあるエントリーシートを
1月31日までに直接、〒243-0018中
町1-1-3子ども科学館☎221-4152
へ。2月12日に面接あり。

男女共同参画推進委員会委員
　男女共同参画の推進について意
見する委員を募集します。
　《対象》①応募日現在18歳以上
で市内在住在勤在学または市に納
税の義務を負う②他の審議会など
の委員でない③市の議員・職員で
ない④平日昼間に開催する会議

（年3～5回程度）に出席できる─の
全てを満たす方4人《任期》6月1
日～（2年間）《報酬》日額7800円（交
通費含む）。申市民協働推進課や
市HPにある申込書を、2月15日（必
着）までに直接または郵送、ファ

クス、Eメールで〒243-8511市民
協働推進課☎225-2215・薨221-0275・ 

2800@city.atsugi.kanagawa.jp
へ。書類選考あり。

中央図書館の雑誌スポンサー
　雑誌を1年間提供するスポンサー 
を募集します。雑誌の表紙・裏表
紙、雑誌書架に広告を表示します。
　《期間》4月1日～（1年間）《対
象者》市内に事業所がある企業、
事業者、団体など《提供方法》ス
ポンサーが書店などと購読契約を
結び、雑誌発売日に中央図書館に
納品。詳しくは市HPに掲載。申
中央図書館や市HPにある広告掲
載同意書を、直接または郵送で
〒243-0018中町1-1-3中央図書館
☎223-0033へ。随時受け付け。

県立総合職業技術校4月生Ⅱ期
　《実施校》かなテクカレッジ東
部（横浜市）・西部（秦野市）《コー
ス》精密加工エンジニア、機械
CADシステム、電気、溶接・板金、
造園、ビルメンテナンス、ケアワー
カー、介護調理など《対象》職業
に必要な知識や技術を習得し、就
職する意思がある方《選考日》2
月21日。申ハローワークで手続き
後、申込書を直接または郵送で2
月8日（消印有効）までに各校へ。
問県産業人材課☎045-210-5715。

市営住宅入居者
　妻田東ハイツ（1）（妻田東1-21-
1）3DK＝3戸、妻田東ハイツ（2）

（妻田東1-21-2）3 DK＝1戸、妻
田東ハイツ（3）（妻田東1-21-3）3 
DK＝4戸、2 DK＝1戸、宮の里ハ
イツ（宮の里1-1-8）1LDK＝1戸、
3 DK＝7戸、上向原ハイツA（及
川2-9-1）3 DK＝2戸、戸室ハイ
ツA（戸室5-21-1）1K＝1戸（単
身者用）、3 DK＝1戸、戸室ハイ
ツB（戸室5-21-2）2 DK＝1戸
　《資格》①夫婦（婚約者を含む）や
親子主体の家族で、市内に住民登
録後1年以上続けて居住または市
内に1年以上続けて勤務②収入が
基準に該当③市税（延滞金を含む）
を滞納していない④住宅困窮事情
がある⑤入居者の中に暴力団員が

いない―の全てを満たす方（単身
者は①の家族要件を除く）《入居
日》6月1日《家賃》団地、部屋の
大きさ、収入などに応じて決定。
申住宅課や市役所本庁舎、公民館、
本厚木・愛甲石田駅連絡所などに
ある申込書を、1月15日～2月1日
に直接、住宅課☎225-2346へ。

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
方と電話で話すボランティアを募
集します。申2月15日までに申し
込み。応募資格・申込方法は「横
浜いのちの電話」HPに掲載。問
社会福祉法人横浜いのちの電話事
務局☎045-333-6163。

お知らせ
広報写真コンクール投票開始

　審査の参考とするための市民投
票を実施します。厚木の魅力あふ
れる作品に投票してください。
　《期間》1月15日～2月5日《場所》
市役所本庁舎。問広報課☎225－
2040。

中小企業退職金共済・特定退
職金共済の掛け金を一部補助

　《対象》①市内で継続して1年以
上事業を経営②2013年2月以降に
共済契約を結び1月1日現在も継続

（適格退職年金制度からの移行、
退職手当共済制度の加入は除く）
③従業員数が300人以下④市税を
完納―の全てを満たす事業主《補
助額》従業員（パートを含む）1
人当たり月額7000円を限度とし、
その10分の1。申1月29日までに産
業振興課☎225-2585（特定退職金
共済加入者は商工会議所☎221-
2151）へ。

国の一人親世帯臨時特別
給付金の申請は3月1日まで

　新型コロナウイルス感染症の影
響を受けた一人親世帯を支援する
臨時特別給付金の申請を受け付け
ています。

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）

2月4～9日 特養ホームきみどりの今
2月5～7日 第1回未来つながるパラアートフェスタ
2月11～15日 第20回さがみ自然フォーラム

2月17～23日
フォト彩遊　第8回写真展
第4回厚木カルチャー絵画グループ展

2月25日～3月2日 2021年いきいき作品展

ロードギャラリー
（厚木地下道）

1月22日～2月17日
思い出水彩展
契約トラブル等のご相談は、消
費生活センターへ

2月19日～3月17日
友好都市写真展
輝き厚木塾作品紹介

問あつぎ市民交流プラザ
☎225-25102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。2月

9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

10・24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

25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

12・26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

2・16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

3・17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

4・18日 長谷公園
毛利台児童館

14：30～15：10
15：30～16：00

5・19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 荻野 15日 愛甲・小野

2日 中依知 16日 荻野新宿

3日 上依知・妻田 17日 下古沢・温水恩名

4日 森の里・戸室 18日 愛甲原・上落合

5日 古松台 19日 妻田東・七沢

8日 中戸田 22日 浅間山

9日 三田・まつかげ台 24日 下川入・上戸田

10日 宮の里 25日 山際・緑ケ丘・金田

12日 鳶尾・上荻野 26日 岡田・藤塚

　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《対象》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 2012048
2月

日時　2月10日 12～15時
内容　絵本の活用法と
　　　 長期間保存できる加工花で花

飾りの作り方を学ぶ。
場所　あつぎ市民交流プラザ
費用　1000円
対象　 市内在住で未就学児の保護者

20人（託児あり。3カ月以上
20人。先着順）

問子育て支援センター☎225-2922

　日々の育児から離れて、
一息つきませんか。

子育てリフレッシュ講座

申子育て支援センターや公民館、
市HPにある申込書を郵送または
ファクスで1月15日から子育て支
援センター薨223-1684へ。先着順。
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　《対象》児童扶養手当の支給対
象となる年齢の子どもを監護・養
育し①公的年金給付などを受給し
児童扶養手当を受けていない②感
染症の影響で家計が急変し直近の
収入が児童扶養手当の対象となる
水準に下がった―のいずれかに該
当する方《給付額》基本給付：1
世帯5万円、第2子以降1人につき3
万円（①のうち感染症の影響で収
入が大きく減少している方は1世
帯5万円を追加給付）。申直接また 
は 郵 送 で3月1日（必着）ま で に 
〒243-8511子 育 て 給 付 課 ☎225-
2241へ。詳しくは市HPに掲載。

一人親家庭などに
児童就学祝金を支給

　《対象》4月に小・中学校に入学、
または3月に中学校を卒業する子
どもがいる一人親家庭などで、3
月1日現在市内在住の児童と同居・
養育している方（一人親家庭など
が対象の手当・助成を受けている
方は1月下旬に申請書を送付）《支
給額》①小学校入学=1万円②中学
校入学=1万3000円③中学校卒業
=1万5000円。申市HPにある申請書 
と戸籍謄本を直接または郵送で3
月1日（必着）までに〒243-851子育
て給付課☎225-2241へ。

歯と歯ぐきの健康相談
　1月29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。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。

みんなでいっしょに自然
の電気「みい電」

　太陽光や風力などで発電した電
気をみんなで共同購入し、環境に
優しい電気をお得に使う仕組みで
す。購入には参加登録が必要。申
2月15日までに「みい電」特設HP
へ。問環境政策課☎225-2749。

小･中学校新入学保護者説明会
　小学校入学予定者（2014年4月2
日～15年4月1日に生まれた方）と
中学校入学予定者（08年4月2日～

09年4月1日に生まれた方）の保護
者に、説明会の日時・場所などを
記載した就学通知書を郵送しまし
た。通知書を受け取っていない、
指定された学校以外（国、県、私
立を含む）へ就学する、転出予定
の方は連絡してください。問学務
課☎225-2650。

宝くじ助成金で
防災資機材を整備

　宝くじのコミュニティー助成金
で、山際団地自治会に防災テントや 
投光器などの防災資機材を整備し
ました。問危機管理課☎225-2190。

犬猫の多頭飼育は届け出を
　犬や猫を10匹以上飼う場合は届
け出が必要です。飼っている犬や
猫が増えた、近所に多頭飼育の人
がいるなど、困っている場合は相
談してください。問厚木保健福祉
事務所☎224-1111。

献血に協力を
　2月10日。10～12時、13時30分～16 
時。本厚木駅北口。本厚木献血ルー
ムでは、年末年始を除く9時40分～

17時30分に随時受け付けています
（献血内容で時間が異なる）。問県
赤十字血液センター☎228-9818。

公的年金の源泉徴収票を送付
　2020年中に老齢年金を受け取っ
た方に、受給額や源泉徴収された
所得税額などをお知らせする源泉
徴収票を1月下旬に郵送します（障
害・遺族年金受給者は除く）。確
定申告時に必要です。問日本年金
機構☎0570-05-1165。

不登校相談会
　2月6日、13時～16時30分。教育会
館（平塚市）。不登校で悩む児童・生
徒や保護者などが対象の個別相談
会。無料。申当日直接会場へ。筆談
などの配慮が必要な場合は事前に
相談してください。問県子ども教育 
支援課☎045-210-8292。 2042002

宅建協会合同無料相談会
　2月6日、10～16時。宅建協会県
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。申
2月5日までに宅建協会県央支部☎
224-6561へ。

みみ んん ななの で
つくる
声声

ままちち
《パブリックコメント》
■第５次環境基本計画、地球温暖
化対策実行計画、一般廃棄物処理
基本計画
　《閲覧期間》1月15日～2月15日。
問環境政策課☎225-2749。
◆情報化推進計画（2021～26）
　《閲覧期間》1月26日～2月25日。
問情報政策課☎225-2447。
★第2次観光振興計画
　《閲覧期間》1月26日～2月25日。
問観光振興課☎225-2820。
●第3次産業マスタープラン
　《閲覧期間》1月26日～2月25日。
問産業振興課☎225-2830。
　いずれも《閲覧場所》各担当課、
市政情報コーナー、公民館、本厚
木・愛甲石田駅連絡所、中央図書
館、あつぎ市民交流プラザ、保健
福祉センター、市HP（■は環境
センター、◆は情報プラザ、●★
は厚木商工会議所、県内陸工業団
地協同組合、★は市観光協会にも
あり）《応募方法》閲覧場所にあ
る用紙で確認。

温
泉
や
あ
つ
あ
つ
グ
ル
メ
で
ぽ
か
ぽ
か
に
♪

 

寒
い
冬
、
皆
さ
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に
元
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を
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る
観
光
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ン
を
実
施
し
ま

す
。「
あ
た
た
か
い
」
体
験
で
冬
の

厚
木
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魅
力
を
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喫
し
ま
し
ょ
う
。

問
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会
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冬
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う
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■まちなか足湯体験
《日時》1月23・24日　10～16時
《場所》本厚木駅北口広場
《内容》体験した方に入浴剤や温泉タオルをプ
レゼント。市内産のイチゴの販売も同時開催。
申当日直接会場へ。

■「あつあつあつぎ無料クーポン」をプレゼント
《使用期間》2月上旬～3月14日
申1月15～31日に市観光協会HPから申し込み。
応募者多数の場合は、抽選。当選者の発表は発
送をもって代えさせていただきます。

詳しくは市観光協会HPに掲載。

▲🅓あつぎのあつあつ
グルメクーポン ▶🅒吹きガラス体験

あつぎ観光なび 検索

対象住宅　①1年以上空き家②国の住宅の不良度
の測定基準または昭和56年5月31日以前に建築さ
れ市の空き家の老朽度の測定基準の評点が100点
以上③所有権以外の権利が設定されていない―の
全てを満たす市内の個人所有の戸建て住宅
対象者　空き家の所有者、相続人、敷地の所有者
対象工事　空き家を解体し敷地を更地にする、3
月31日までに完了する工事

 厚木市　老朽空き家 検 索
詳しい内容はこちら

空き家の解体を
市がサポート

ティーンのための
製本入門

手引書
配布

　空き家を放置すると、地域住民の
生活に影響を及ぼします。市では、
解体費用の一部を補助しています。

　手引書を見
ながら、自分
だけの本を
作ってみませ
んか。

問住宅課☎225-2330

問中央図書館☎223-0033申工事着工前に住宅課に相談。

場所　中央図書館
内容　�はさみやのりなどを使って

本が作れる手引書を無料配
布。見本も展示します。

対象　市内在住の中学・高校生

日時　２月1〜２8日�９〜1９時

申期間中に直接、中央図書館へ。

日時　�1月18日、２月15日、3月15
日＝13〜16時

　　　２月４日、3月４日＝９〜1２時
場所　保健福祉センター
内容　�臨床心理士が傾聴し、心の負�

担を減らすサポートをする
対象　市内在住の方

いのちのサポート相談
ひとりで悩まないで

　季節や環境の変化は、心と体のバ
ランスを崩す原因の一つです。不調
を長引かせないために、ささいなこ
とでも早めに相談してください。

問健康づくり課☎225-2201

申事前に直接または電話で健康づ
くり課へ。

最大
５0万円
補助

イメージ

▼🅐入浴＆いのしし
鍋ランチセット

▲🅑イチゴ狩り・
30分食べ放題
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内容　異界の入り口・出口、デザイン、
旅立ち、帰還などをテーマにした展示
講演会　①２月１４日=「永遠回帰の生命」
小島瓔

よし

禮
ゆき

（琉球大学名誉教授）②２月２７

空想上の生物も掲載された江戸時代の百科事典「和
漢三才図絵」（あつぎ郷土博物館所蔵）

日=「江之島淵から見る中世地下世界と異界、他界」城
き

川
がわ

隆
たか

生
お

（日
本山岳修験学会）③３月６日=「現代の怪談を語る」小泉凡

ぼん

（小
泉八雲記念館名誉館長）④３月２０日=「霊柩車をつくる、あの
世へおくる」今村勉（霊柩車製造会社J・F・C社長）。各回１４
時〜１5時３０分。
対象　市内在住在勤在学の方各回5０人

日時　２月１１日〜３月２１日　９〜１７時

相模里神楽
　　　 垣澤社中

　東京工芸大学写真学科の４年生2人が撮影した新たな相
模里神楽の姿を展示します。作品は、2カ月程度で入れ
替えます。

　趣ある古民家で、相模里神楽を鑑賞しませんか。

期間　２月７日〜８月31日

日時　２月14日　①10時30分〜②14時〜（各回90分）

内容　�「日常の中にも神様はいる」「いつでも私たちと共
に生きている」をテーマにした写真を展示。�
写真の撮影場所は、本厚木駅周辺の市街地、厚木
神社、相模川三川合流点、JAあつぎ農産物直売
所「夢未市」など。

内容　神楽舞の披露や神楽師と研究者の対談、写真撮影会
定員　各回２０人　　費用　無料
申電話で１月２９日までに文化財保護課へ。抽選。
※古民家岸邸にも、２月７日〜５月9日に「未来へつなぐ相模
里神楽」と題し、市内で撮影した写真などを展示。

相模里神楽に触れよう古
民
家
岸
邸

本厚木駅東口地下道
写真展「あつぎの神さま」

　相
さ

模
がみ

里
さと

神
かぐ

楽
ら

は、市内に伝わる
郷土芸能の一つです。垣

かき

澤
ざわ

社
しゃ

中
ちゅう

が、その伝統を継承していま
す。古くから無病息災などを
願って舞われてきた神楽に触れ
られるイベントを、二つの会場
で開催します。

問文化財保護課☎225-2509

再生・永遠回帰の生命
人はどこから来て、どこへ行くのか

東京工芸大学
×

垣澤社中

　収蔵資料や民俗調査で得られた口頭伝
承から、生と死、「異界」の存在などを
考える展示会です。

厚木市　博物館 検索

厚木の郷土芸能は市HPに掲載 厚木市　民俗芸能 検索

問あつぎ郷土博物館☎225-2515
申開催日の１０日前までにあつぎ郷土博物館へ。抽選。 申①
2058002②2058003③2058004④2058005

あつぎ
郷土博物館
企画展

相模里神楽
　古事記や日本書紀など
の神話を題材に面を着け
て舞う黙劇。江戸時代に
始まったといわれ、市の
無形民俗文化財に指定さ
れている。

動画
配信中

K
か ぐ ら
AGURA

市内の竹林や古民家
などで撮影した映像
を公開中

撮影した越
こえ

智
ち

芽
め

生
い

さん（左）と増田美咲さん（右）

会場の古民家岸邸は市指定の有形文化財 神楽師の垣澤瑞貴さん

天
て ん こ

狐 TENKO
大学の学生が撮影し
た天狐の舞姿が見ら
れます 市HPの関連ペー

ジで見られます

上愛甲に伝わる江戸時代の閻
えん

魔
ま

像
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伝統を未来につなぐ
　厚木に伝わる郷土芸能「相模里神楽」の
写真展に向けた撮影会をリポートしまし
た。今回の撮影者はなんと、大学生。若い
世代の方が伝統芸能に関わる様子が、とて
も新鮮でした。
　私自身もこれまで、自分の住んでいるま
ちの歴史に目を向けたことがほとんどあり
ませんでした。伝統を伝える垣澤社中の方

に話を聞き、昔の人々の積み重ねが今の時
代をつくっていることを肌で感じられ、改
めて身近な歴史に興味が湧きました。
　「伝統芸能のライブ感と、間近で感じた
神様の格好良さを伝えられるよう撮影に取
り組んだ」と話してくれた東京工芸大学の
学生たち。若い感性で感じた伝統芸能の魅
力が、写真展でどう表現されるのか、今か
らとても楽しみです。皆さんもぜひ、相模
里神楽写真
展「あつぎ
の神さま」
に足を運ん
で、ま ち の
歴史を感じ
てみてはい
かがですか。

市民リポーター
清水 ゆかりさん（下荻野）

市民リポ
ーターが

活動を紹
介

厚木神社での撮影をリポート

　表彰する皆さんを紹介します。
 《50音順・敬称略》

市民功労表彰
スポーツ推進委員連絡協議会会長
▶莊司德行

一般表彰
統計調査員▶安 正雄、児玉祐子
民生・児童委員▶河合美津子、諏
佐ミキ子
自治会長▶甘利雅雄、頼住博司
青少年指導員▶安齊克己、岡田由
起子、小俣久、久保勝寿、南谷晶
子ども会育成連絡協議会役員▶河
西利也、旗手扶
交通安全指導員▶大里吉彦
交通安全対策協議会委員▶福山忠
俊
商工会議所役員▶阿部洋
技能職団体連絡協議会理事▶中村
昭夫、松枝康雄
消防団幹部▶岩崎和徳、川田啓一
郎、峯﨑信也、望月玉三朗
消防団▶青木克彦、浅川胤美、飛
鳥田雄、甘利一正、石井一輝、𫝆
城龍也、魚地秀貴、内田良樹、遠
藤大輔、大塚友之、柏木寿夫、加
藤純、門倉力、金子彰宏、神山直
人、五位渕哲也、幸本隆行、小塩
邦男、古根村好美、小橋正和、今
直樹、下嶋長和、関谷勇二、瀬戸
重広、髙澤淳一郎、髙谷一馬、田
中孝典、種市陽光、長沢祐希、永
島愛子、永島修、長島順一、長塚
一哉、中村康弘、能條真次、梅落
秀一、萩原康弘、林輝雄、原田信

一、藤元克行、藤吉一友、星山順
一、溝上正男、見留竜也、毛利友
人、本杉竜一、守屋雅央、栁田昇、
山川忠規、吉岡清文
学校歯科医▶上杉英作、志賀元一、
諏訪宏、辻内基樹
公民館長▶小瀬村泰久、杉山由廣、
土屋勉、林元春
青少年相談員▶山崎一三雄
スポーツ推進委員▶岡本秀之、中
島秀之、宮崎美幸
外郭団体役員▶開沼クミ子
体育・レクリエーション関係団体
会長▶石川操、横沢義雄
地域文化・芸術における指導・育
成者▶藤井勤
地域ボランティア▶青地活宏、遠
山貞子、kanasouコスモスの会
コンクールなど▶石川智章、内田
詠里子、大貫桜和、岡元文弥、北
村純一、草柳百萌、笹沼正祝、菅
原愛、鈴木愛良、善アンジェリー
ナ、瀧川倫太郎、沼田愛睦、松山
晃大、山本佳歩、若菜リカ、厚木
シビックウインドシンフォニー、
厚木中学校吹奏楽部、小鮎中学校
吹奏楽部、厚木西高校合唱部、厚
木東高校

スポーツ表彰
陸上▶石塚颯太、木島陸
野球▶武谷真矢、中島翔人、中島
拓人、本庄慶多
軟式野球▶日立Astemo㈱
ソフトテニス▶遠藤羽桜
バスケットボール▶HAPPY PEOPLE
水泳▶田原綾乃
テニス▶山下昭男

ソフトボール▶厚木中学校ソフト
ボール部
空手▶菊村敏彦
バウンドテニス▶寒河江清
チアリーディング▶ＡＴＳＵＧＩ 
ＡＬＬ☆ＳＴＡＲＳ
チアダンス▶小林萌々
トランポリン▶小松駿、中渡莉月、
花房昴、藤本奏介、布施璃人、古
田将真

感謝状
菊子晃平、代田久仁子、水島勝巳、
水島文子、㈱アグリ農縁、厚木瓦
斯㈱、㈱厚木教材社、厚木県央ロー
タリークラブ、厚木中ロータリー
クラブ、厚木ロータリークラブ、
アンリツ㈱、猪熊勝夫税理士事務
所、佐藤電工㈱、相模ゴム工業㈱、
㈱サトー神奈川支店、㈱湘南ベル
マーレ、㈱シンズ、ソニー厚木テ
クノロジーセンター、㈱ドミノ・
ピザジャパン、㈱大勝建設、㈱
ティーツー、常盤産業㈱、日本コ
カ・コーラ㈱、㈱ファーストリテ
イリング、本厚木ロータリークラ
ブ、㈲プロジェクトK、㈱モンベ
ルアウトドア義援隊

教育委員会表彰
問教育総務課☎225-2600

　教育の振興・発展に貢献された
皆さんを表彰します。
 《50音順・敬称略》
淺田健司、岩崎智美、岩田勢津子、
大貫典子、菊池岳、郷渡慶一、堺

和二、嶋村新吾、鈴木雅人、鈴木
本彦、龍野嘉弘、千葉トミイ、西
清美、林豊治、張替勝己、俵頭亮
一、松岡邦益、溝口博之、三橋徳
行、峯﨑孝俊、森屋知之

社会福祉の向上に
貢献した方を表彰
問福祉総務課☎225-2210

　社会福祉の増進などに貢献され
た７5の個人・団体に表彰状や感謝
状を贈りました。
 《50音順・敬称略》
社会福祉功労▶浅岡隆雄、飛鳥田
清子、天利朱実、有泉大成、池田
正、池田直子、石本重敏、伊藤千
鶴、伊藤美智子、宇喜田英郎、梅
澤清子、大塚照子、押川顕子、川
口仁齊、菊池美明、北風純章、古
長重幸、近藤俊輔、笹山惠一郎、
嶋田竜彦、志村忠臣、鈴木晛司、
関屋猛、髙橋マサ、竹内照子、竹
内正德、田中行衛、中里精紀、永
山巖、成海伸世、萩原トミエ、福
澤節子、福田和子、三浦三行、毛
利久美子、望木文夫、山本泰子、
吉田陽子、若尾久子、渡邊芳江、
吾妻あおぞら会、上依知若葉会、
緑ヶ丘老友会
介護▶臼居こず恵、齊藤盛仁、谷
畑喬峰、橋本忠義、矢野季弘、若
林久江、渡辺由里子
保育士▶柏木由紀子、家政章子、
齊藤まどか、田口智子、田中麻貴、
千田明美、樋󠄀口由紀、溝呂木弘子
感謝状▶厚木法人会、本厚木カン
ツリークラブ、日産自動車㈱テク
ニカルセンター
※希望しない被表彰者は掲載して
いません。

　2月1日は、66回目の市制記念日です。この日に合わせ、市政の発展に尽力いただいた
方などを表彰しています。� 問秘書課☎225-2009

市政発展の功績をたたえて

131人30団体を表彰

高齢者叙勲

　2020年に市内で受章された
皆さんを紹介します。
� 《50音順・敬称略》

【瑞宝双光章】加藤國和、佐
藤秀一、霜島義雄、髙橋信夫、
伏見孝美
問秘書課☎225-2009

申飯山農楽校・渡辺☎090-1８43-111７・薨２41-3２9５へ。

利用期間　3月13日〜２0２２年1月31日

※農具など込み（30平方㍍は苗や肥料含む）。農園見学
あり（要予約）。

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

　専門スタッフの指導の
下、栽培や農文化が学べま
す。自分で育てた野菜を味
わってみませんか。

厚木で野菜作りを体験

飯山農
の

楽
ら っ

校
こ

の
　  利用者を募集
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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（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 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
毎月第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2・8日、13時15分～15時45分　要予約
2月24日、９時～11時30分　要予約

健康づくり課
☎225-2201

3階

自殺予防
2月4日、９～12時 要予約
2月15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
15～4９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）

毎月第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 毎月第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）
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
（福祉総務課

☎225-2047に確認）

※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。

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 1月18日、2月1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18日、2月8日。13～16時　※電話での相談

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）

司 法 書
士 法 律

1月25日、13～16時　※電話での相談
要予約（前週から受け付け。先着6人）

交通事故 1月15・22日、2月12日。13～16時
行 政 当面の間、実施を見合わせ

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 2月4日、13～16時
公 証 人 1月15日、2月5日。13～15時
行政書士 2月1日、13～16時
人 権 当面の間、実施を見合わせ
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。要予約 心の病気、アル
コール・薬物などの依存症、認知症 
日時は問い合わせてください。

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

2月18日、９時30分～16時 要予約
難病・合併症の方などの食事

療育歯科
相 談

2月3・16日、９～11時、13時30分～15時30分。
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

月に2回程度実施（木曜）。要予約
相談は匿名で随時。日時は問い合わせてください。

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1水曜（祝日の場合は第2水曜）、13～16時 

要予約  

相談

ああ つつ ぎぎ びび とと

　製造業の会社を早期退職し、５年前に作業所
を立ち上げました。障がい者支援に興味を持っ
たのは、会社員時代、研修に来た障がいのある
方と接したのがきっかけです。動かせない部位
がある、話すのが苦手などの特性がある方も、
じっくり向き合い、丁寧に教えることで高い技
術を身に付けていきました。その可能性に驚く
と同時に、できることを先入観で決めつけてい
た自分に気付き、ハッとしました。ひたむきに
取り組む姿を見ると心が洗われるようで、自然
と応援したいと思うようになりました。
　木製のおもちゃ作りや繊維の解体を請け負う
作業所では、元同僚の技術や知識を借りて、体
が不自由でも使える道具を手作りしています。

得意なことややりがいを見つけて喜ぶ利用者さ
んを見ると、自分のことのようにうれしいです。
　目指しているのは、今は職員を中心に作って
いるこま作りの後継者を育てること。道具の改
良や工程の簡略化で、利用者さんに任せる部分
を増やしたい
と考えていま
す。幅広い年
代の皆さんが
楽しく遊べる
おもちゃを、
利用者さんと
一緒に作って
いきたいです。

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

苦手をカバーし、やりがいを見つける
障がい者就業支援作業所運営

横見 守明さん（71）

元同僚の葉玉さん（左）・梅澤さん（中右）
から手ほどきを受ける利用者（右）

作業所で企画・製作したこまが優良玩具「グッド・トイ」
に認定（アミューあつぎ内「あつまる」で販売中）




