
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
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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）

※�2のみ緊急事態宣言中の土・
日曜、祝日を含む
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※コロナ接触確認アプリ

新型コロナウイルス感染症対策

新型コロナウイルスワクチン接種を装った詐欺にご注意ください
接種は無料です。市や医療機関がお金を請求することはありません。

ワクチン接種の
スケジュール
　感染症のまん延防止のため、全ての市民を対象と
したワクチンの接種を予定しています。接種には順
番があります。詳しくは、3月以降に郵送される接
種券でお知らせします。
�問市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

　市では、国からワクチンが供給され次第、65歳以上の方の接種を始められるよう、健康づくり
課内にワクチン接種担当部署を新設し、接種券の作成や会場選定などの準備を進めています。

※情報は2月1日時点

■接種には順番があります
　�　①医療従事者、②65歳以上の方、③一般の
方（基礎疾患のある方などを優先）―の順に
接種を始めます。

ワクチン接種のスケジュール（予定）

　ワクチン接種は国の指示に基づき進めています。国の動向に
よって、時期などが見直される場合があります。

■詳細は郵送される接種券を確認
　�　会場や接種の手順などは、右図の予定で郵
送される接種券に詳しく記載します。

■接種券が届いたら予約手続きを
　�　接種には事前予約が必要です。予約方法は、
接種券に同封する案内を確認してください。

Ｑ＆Ａ
▪Ｑ　お金はかかりますか？
▪Ａ�　いいえ。無料です。

▪Ｑ　マイナンバーカードは必要ですか？
▪Ａ�　いいえ。自分のマイナンバーが分からなく
ても接種できます。

▪Ｑ　どこで接種を受けられますか？
▪Ａ�　市内に複数の接種会場を設置できるよう準
備を進めています。詳しくは、接種券に同封
する案内を確認してください。

▪Ｑ　ワクチンの接種は義務ですか？
▪Ａ�　接種による予防の効果と副反応のリスク、
双方を理解した上で、自らの意思で受けてい
ただきます。

▪Ｑ　�接種券がなくても接種はできますか？
▪Ａ�　いいえ。接種券がないと接種できません。
接種券が届くまでお待ちください。

市新型コロナウイルス 
ワクチン接種コールセンター

ワクチン接種に関する相談は市のコールセンターへ

☎0570-054-666
　受付時間　8時30分～17時15分（全日）

対象者 ３月 ４月 ５月以降

医療従事者

高齢者
（65歳以上）

一般の方
（基礎疾患の
ある方を優先）

接種開始

接種開始

接種開始

接種券
郵送

接種券
郵送

準備状況
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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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厚木で楽しむ

　市内産のイチゴが旬を迎え
ています。期間は5月頃まで。
もぎ取りができる農園で、摘
みたての新鮮なイチゴを味
わってみませんか。
問農業政策課☎225-2801

《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

イチゴ狩り

▶�料金や営業時
間など詳しく
は市観光協会
HPに掲載

▲申し込みは
こちら

健康講座
身近なことから始めよう

　いつまでも健康で元気に生活を送るため、身
近にできることを確認しませんか。

問国保年金課☎225-2125
日時　3月15日　①10時～②14時～（各1時間）
場所　あつぎ市民交流プラザ
内容　①�「お米と健康」� �

＝米の健康効果や炊飯方法などを学ぶ
　　　②��「血流改善＆健康測定」� �

＝体を温めて血流を良くする
健康法を学ぶ

対象　�市内在住の方各回20人
申2月15日から市HPまたは電話
で国保年金課へ。先着順。

無料

２

催 し

i

神奈川工科大学
厚木市子ども科学館の催し
■コスモシアター・
春のプラネタリウム番組
　3月6日～5月30日、毎日＝15時
～「えんとつ町のプぺル」。土・
日曜、祝日、春休み期間（3月26
日～4月4日）＝10時～「平日：か
いけつゾロリ」「土曜：きらきら
タイム」「日曜、祝日：かいけつ
ゾロリ・Ｚ

ダブルゼット

Ｚのひみつ」、11時30
分～「3～4月：はやぶさ2」「5月：
あゆコロちゃんの冒険・皆既月食
の巻」、13時30分～「タートルオ
デッセイ」。各回45分。番組前半
は春の星座解説（10時の回は除
く）。各回25人。200円（中学生以
下50円）。申当日9時から観覧券を
販売。 2013034
■おもしろ実験「ペリスコープ」
　3月14日、13時30分～14時15分。
牛乳パックと鏡を使いおもちゃを
作る。小学生以上10人。無料。申
当日9時から電話で受け付け。
2013029
■大人のためのプラネタリウム

「えんとつ町のプペル」
　3月27日、18～19時。前半は星
座生解説。15歳以上25人（中学生
は除く）。200円。申2月21日（年間
パスポートを持つ方は20日）9時
から電話で受け付け。 2013033
■科学工作教室「LEDぴかぴか」
　3月27日、13時30分～15時30分。
ＬＥＤを使ったおもちゃ作り。小
学生以上10人（付き添いの方も要
予約）。無料。申3月6日（市外の
方は7日）9時から電話で受け付け。
2013032
　いずれも会場、問い合わせは子
ども科学館☎221-4152。

森林セラピー®体験と温泉
　3月20日、9時30分～15時30分。
自然豊かな二の足林道の散策や不
動尻のミツマタ鑑賞。広沢寺温泉
（玉翠楼）で入浴。定員20人。
1500円（入浴・昼食代、保険料）。
申2月20日から東丹沢七沢観光案
内所☎248-1102へ。先着順。

厚木市民朝市
　日曜、6～7時。文化会館駐車場。
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。3月7日
は特別市「春一番フェア」として、
買い物をした方先着400人に記念
品をプレゼント。問農業政策課☎
225-2801。

雑木林・草地、早春に生き
る生き物探し体験
　3月13日、14～16時。あつぎ郷
土博物館。雑木林や草地の生き物
を観察。定員15人。無料。申3月1
日までにあつぎ郷土博物館☎225-
2515へ。抽選。 2044013

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。
開催日

（申込期限）
競技会名

（）は障がいの種類 会�場

4月11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18日
（2月22日）

ボウリング
（知的）

湘南とうきゅう
ボウル（藤沢市）

アーチェリー
（身体）

県総合リハビリ
テーションセン
ター

4月25日
（3月1日） 陸上（知的） 県立スポーツ

センター5月9日
（3月8日） 陸上（身体）

6月20日
（4月5日）

水泳
（身体・知的）

さがみはら
グリーンプール

2022年
1月21日

（11月22日）
卓球（精神）

県立スポーツ
センター1月23日

（11月22日）
卓球・サウンド
テーブルテニス
（身体・知的）

2月20日
（12月13日）

ボッチャ
（身体）

問障がい福祉課☎225-2221。

七沢自然ふれあいセンター
の催し
■親子森のようちえん・春
　4月11日。森探検、おやつ作りな
ど。市内在住の未就学児と保護者

70人。500円（材料費、保険料）、3歳
未満45円（保険料）。 申2002014
◆大人のための外遊びクラブ
竹細工・流しそうめん
　4月29日。竹細工、流しそうめ
んなど。市内在住在勤在学の18歳
以上25人（高校生不可）。1000円（材
料費、保険料）。 申2002024
　いずれも10～15時。七沢自然ふ
れあいセンター。申直接または電
話で、■3月19日◆4月2日までに
七沢自然ふれあいセンター☎248-
3500へ。抽選。

講　座

i

フレイル（虚弱）チェック
　3月18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、
2月26日（必着）までに〒243-8511
介護福祉課☎225-2388へ。抽選。
申2007021

応急手当普通救命講習会
　3月13日、9～12時。消防本部。
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15人。申2月15～25
日に救急救命課☎223-9365へ。抽
選。 申1941010

あゆコロちゃん体操講座
　3月22日、10～12時。あつぎ市
民交流プラザ。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20人。

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3～9日 「絵本とロードバイクと」� �
さとうみほこ作品展

3月17～23日 第25回あつぎ大潮会展
3月24～30日 日本画　天利重子展

3月26～28日 2021アトリエ・トロッコ作品展��
～こどもの絵と工作～

3月31日～4月6日
第四回桜彩会水彩画展
第54回3がつ会展

4月1～6日 木彫りクラブ会員展示会

ロードギャラリー
（厚木地下道）

2月19日～3月17日
友好都市写真展
輝き厚木塾作品紹介

3月19日～4月14日
2020年度市立小・中学校
元気アップスクール展
ガモー展

問あつぎ市民交流プラザ
☎225-25103月の

　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。



「あつナビ」
広告募集中

デジタルサイネージ

　駅前のデジタルサイネージ「あつナビ」
で放映する広告を募集します。

問広報課☎225-2040
《場所》
①本厚木駅前北口広場8台（縦型55㌅）
②愛甲石田駅前2台（縦型49㌅）
　※4月から本厚木駅南口にも設置予定
《時間》6～24時　　《期間》1カ月～
《内容》�5分間隔で1枠15秒を放映。� �

最大6枠90秒
申㈱横浜メディアアド☎045-450-1808で
随時受け付け。審査あり。費用も問い合わ
せてください。

本厚木駅前北口広場

愛甲石田駅前

広報あつぎが
２部門で入賞

2020年県広報コンクール

広報あつぎ 検索問広報課☎225-2040 受賞作品は

12月1日号
特集：非日常から
見えてきたもの

8月1日号

最優秀賞
広報紙（市部） 

優秀賞
一枚写真部 

３2021(令和３)年２月15日

無料。申2月15日から健康づくり
課☎225-2201へ。先着順。

健康運動指導士による
未病運動講座
　3月5・19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2月
15日から健康づくり課☎225-2201
へ。先着順。

夏・秋花壇を作ろう
　3月18日、10時～11時30分。ぼ
うさいの丘公園。夏・秋用の花壇
苗の選び方や管理方法などを学
ぶ。市内在住在勤在学の方30人。
無料。申ハガキ、ファクスに講座
名、〒住所、氏名（ふりがな）、
年齢、電話番号、参加人数を書き、
3月1日（必着）までに〒243-0036
長谷626-1環境みどり公社☎225-
2774・薨248-9502へ。抽選。

子育てi
一緒に伸ばす赤ちゃんの発達
　3月12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～歩く前の
子どもと保護者10組。無料。申�
2月15日から健康づくり課☎225-
2597へ。先着順。

親子ふれあい遊び
■7カ月から歩き始めの子ども
　3月5日、10時30分～。市内在住
の7カ月～歩き始めの子どもと保
護者10組（既受講者を除く）。
申2012052
◆2歳児
　3月19日、10時30分～。市内在住の
2歳児と保護者15組。 申2012053
　いずれも各回50分。あつぎ市民
交流プラザ。親子で触れ合い遊び

を楽しむ。無料。申■2月26日◆3
月12日までに子育て支援センター
☎225-2922へ。抽選。

ベビーマッサージ
　3月12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
関わり方を学ぶ。市内在住で生後
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2月24日～3月5日に子育
て支援センター☎225-2922へ。抽
選。 申2012051

あそぼう！まなぼう！
まめの木タイム
　3月9日、11～12時。鳶尾児童館。
発達に関する講座や親子触れ合い
遊びなど。乳幼児と保護者10組。
無料。申当日直接会場へ。先着順。
問療育相談センター☎225-2252。

募　集i
社会教育委員の公募委員
　社会教育の研究や教育委員会の
諮問に応じ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6回程度）に出席できる
③他の審議会などの委員でない④
市の職員・議員でない―の全てを
満たす方4人程度《任期》6月1日
～（2年間）《報酬》日額7800円（交
通費含む）。申社会教育課や市HP
にある申込書を、郵送、ファクス、
Eメールで3月12日（必着）まで
に〒243-8511社会教育課☎225-
2513・薨223-0044・ 8600＠city.
atsugi.kanagawa.jpへ。

観光案内所の臨時職員
　観光案内所で案内や催しの受け
付け、事務作業などを担当する方
を募集します。
　《対象》ワード、エクセルがで
きる方《勤務場所》本厚木駅観光
案内所《期間》4月1日～9月30日（勤
務状況で継続の可能性あり）《勤

務》週2～3日、9～17時（休憩1時
間）《報酬》時給1045円。申履歴
書を、直接または郵送で、2月26
日（必着）までに〒243-0018中町
2-12-15市観光協会☎240-1220へ。

あつぎ市民交流プラザの
ロッカー使用者
　《利用条件》1団体1台《使用期間》
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。

花未来事業ボランティア
　春と秋の2回、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。活動中の団体への加
入も可能。詳しくは市HPに掲載。
問公園緑地課☎225-2412。

お知らせi
3月1～7日は春の火災予防運動
　期間中は「その火事を防ぐあな
たに金メダル」をスローガンに、
消防本部や消防署、消防団が立ち
入り検査や消防車での巡回をしま
す。3月1日は吹鳴試験のため、7時
に市内全域でサイレンを鳴らしま
す。火災と間違えないよう注意して
ください。問予防課☎223-9371。

3 月 1 ～ 7 日は全国一斉！
建築物防災週間
　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、10～16時（土・
日曜を除く）《場所》建築指導課。
申希望日の前日までに建築指導課
☎225-2434へ。

中央図書館シニア向け企画
この年どんな年（昭和46年）
　2月16日～3月31日。中央図書館。
50年前の出来事が書かれた本の展
示など。60歳以上の方は、当時の
体験や思い出を投稿すると、館内

に掲示されます。問中央図書館☎
223-0033。

献血のお知らせ
　3月20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9時40分～17時30分
に随時受け付け（献血内容で時間
が異なる）。問県赤十字血液セン
ター☎228-9818。

2020年度版市民便利帳の訂正
　10月に全戸配布した冊子の掲載
内容の一部に誤りがありました。
おわびして訂正します。
　《訂正箇所》143ページの、厚木
薬剤師会の薬局・薬店リストの電
話番号の欄が郵便番号となってい
ました。正しい情報は公民館にあ
るチラシと市HPに掲載していま
す。問広報課☎225-2040。

【訂正】広報あつぎ2月1日号の3面
に掲載した「テレワーク導入への支
援（補助金）」の金額は、最大15
万円でした。おわびして訂正します。

　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

燃ゆる女の肖像

2月19日まで
ノッティングヒルの
洋菓子店
無頼
ルーブル美術館の夜　
ダ・ヴィンチ没後500年展
私をくいとめて

2月26日までニューヨーク
親切なロシア料理店
陶王子　2万年の旅
滑走路 2月20日〜

� 3月5日新感染半島
ファイナル・ステージ

43年後のアイ・ラヴ・ユー 2月27日〜
� 3月12日



●本会議予定日（原則9時〜）
2月22・24日……議案等質疑
3月2・3・4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
　（原則9時〜。3月19日は13時〜）
2月24日・3月19日…予算決算
3月8日…総務企画
3月9日…市民福祉
3月10日…環境教育
3月12日…都市経済
■広報広聴特別委員会
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

４ 2021(令和３)年２月15日

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 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

3月4・24日、13時15分～15時45分　要予約
3月17日、9時～11時30分　要予約

健康づくり課
☎225-2201

3階

自殺予防
3月4日、9～12時 要予約
3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 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 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 2月15日、3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 3月8日、13～16時　※電話での相談

法 律 火曜、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

2月22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 2月19・26日、3月12日。13～16時
行 政 当面の間、実施を見合わせ

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4日、13～16時
公 証 人 2月19日、3月5日。13～15時
行政書士 3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

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

3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

3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 第1水曜（祝日の場合は第2水曜）、13～16時 

要予約  

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

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

9・23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

11・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・30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・31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 23日 毛利台・吾妻町

10日 宮の里 2４日 下川入・上戸田

11日 飯山中部・及川 25日 山際・緑ケ丘・金田

12日 鳶尾・上荻野

　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 201205４
3月


