
家族で楽しむ‼科学の祭典

子ども科学館まつり
　見て、作って、遊んで楽しめる年に一度のお祭り
を今年も開催します。家族そろってご来場ください。

問子ども科学館☎221-4152

日時　5月5日　9～17時
会場　�神奈川工科大学� �

厚木市子ども科学館

■プラネタリウム（各回45分）� �
　この日しか見られない特別番組� �
を投影。
「ピーターパン・星空の対決」
=9時30分～
「おもしろプラネタリウム」
＝11時20分～
「ぼくたち惑星8兄弟」
＝14時～
「キッズ☆プラネタリウム」
＝15時40分～
定員　各回90人
費用　200円（中学生以下50円）
申当日9時から観覧券を販売。先着順。

■�ミニ工作教室（各回30分）
　身近な材料を使っておもちゃを作ろう。
円盤万華鏡=10時30分～
バランストンボ＝15時～
定員　各回35人　費用　無料
申当日9時から整理券を配布。先着順。

■�サイエンスショー
　毎年恒例の、サイエン
スおじさんによる笑いと
ロマンの科学ショー。
時間　13時～13時30分
内容　シャボン玉実験
費用　無料
申当日直接会場へ。

催 し

i

七沢のうぎょうくらぶ
　6月14日、7月19日、10月11日（全
3回）。10～15時。七沢。田植え、
草取り、稲刈りなど。市内在住の
親子50人。2700円（材料費、保険料）、�
3歳未満は各回45円（保険料）。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、5月22日までに七沢自
然ふれあいセンター☎248-3500・
薨248-4708へ。抽選。

温泉×ヨガ「湯
ゆ

ったりヨガ」
　5月21日、10～14時。七沢温泉（七
沢荘）での入浴とヨガ体験、旅館
でのランチ。定員30人。3500円（食
事代、入浴・保険料）。申4月15日
から東丹沢七沢観光案内所☎248-
1102へ。先着順。

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「きらきらタイ

ム�お星様、見いつけた！春の巻」
　5月①13日、11時～②17日、10
時～（各回30分）。手遊びや歌、
クイズなどを楽しむ。乳幼児と保
護者各回90人。各回200円（乳幼
児は無料）。申当日9時から観覧券
を販売。
■大人のためのプラネタリウム
「S

ス タ ー ラ イ ト
TARLIGHT�J

ジ ャ ズ
AZZ」

　5月23日、18～19時。ジャズの
星空コンサート。15歳以上90人（中
学生は除く）。200円。申4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。
■おもしろ実験「飛ばして遊ぼう」
　5月10日、13時30分～14時15分。
工作と実験をしながら、いろいろ
な物の飛び方を学ぶ。小学生以上
10人。無料。申当日13時から整理
券を配布。
■土曜科学実験室「うずまきの実験」
　5月23日、13時30分～15時30分。
水や空気、煙などで渦巻きを作る。
小学生以上30人（付き添いの方も
要予約）。無料。申5月2日（市外の
方は3日）、9時から電話で受け付け。
■天体観望会
　5月30日、19～21時。天体望遠鏡
で春の星座を観察。定員90人。無
料。申4月18日（市外の方は19日）、

9時から電話で受け付け。
　いずれも会場、問い合わせは子
ども科学館☎221-4152。先着順。

《「催し」は2面に続きます》

感染症対策を
小まめに 手洗い

イベント・施設情報

　新型コロナウイル
スを含む感染症対策
の基本は「手洗い」
「マスクの着用を含む
咳
せき

エチケット」です。

　国内での感染拡大を受け、中止・延期す
るイベントや休館する施設があります。市
HPで随時お知らせしていますので、確認
してください。

問健康長寿推進課☎225-2174
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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

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

マイ広報紙 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。

薨
申

2020

4.15

　＝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）
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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

　共働きなどで放課後に保護者が家庭にいない児童の居場所
をつくるため、清水小・妻田小の学校区域内に新たな放課後
児童クラブを整備しました。クラブは、整備・運営する事業者
を公募し、市が費用の一部を補助。４月から利用が始まります。

問こども育成課☎225-2582

待機児童の
解消に向けて 新しい放課後児童クラブを開所

施設名　こばとk
キ ッ ズ
id’ sクラブ妻田

対　象　�清水小・妻田小の学校区域
内の児童40人

時　間　�平日＝授業終了後～19時� �
土曜・長期休業日� �
� ＝7時30分～19時　

　費用は市立放課後児童クラブに準
じます。申し込み方法など、詳しくはこ
ばとkid’sクラブ妻田☎244-5641へ。

みんなが安心し
て子育てできる
まちづくりを進
めるBoo~!!

クラブでは指導員が児童たちを支援

新設されたこばとkid’sクラブ妻田
市内放課後児童クラブの夏休み
期間中の入所児童を募集します。
詳しくは4面に掲載。

　新型コロナウイルスの感染拡大に
よる催しの中止などで献血バスの受
け入れ停止が相次ぎ、輸血用の血液
が必要な状況です。協力をお願いし
ます。

　市民の皆さんが植えた
5万2千本のツツジが見
頃を迎えます。

日時　�4月25日～5月6日��
10～15時

場所　�あつぎつつじの丘�
公園

内容　�5カ所のフォトスポッ
トの設置

申当日直接会場へ。

日時　�4月19・30日、5月17日� �
10～12時、13時30分～16時

場所　本厚木駅北口
本厚木献血ルーム
　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）。

一人一人の行動が命を救う

献血にご協力をつつじが元気に
咲きました！2020

問県赤十字血液センター☎228-9818問環境みどり公社☎225-2774

色とりどりのツツジに囲まれて春を満喫

問広報課☎225-2043

　広報あつぎや市広報番組「あつぎ元気W
ウ エ ー ブ

ave」に
意見を寄せるモニターになって、厚木のまちづくり
に参加しませんか。頂いた意見は、広報紙や番組の
作成、その他市政に反映します。
《対象》市内在住在勤在学
の16歳以上で、Eメール
の送受信とケーブルテレ
ビまたはインターネット
での動画視聴ができる方
《内容》毎月1回のアン
ケートに意見や感想など
を回答
申市HPから随時受け付け。

あなたの声をまちづくりに反映

になってみませんか
インターネットモニター

２

350ななさわ森のようちえん出張！森のたんけん隊
　6月3日、14時～16時30分。厚木
青少年広場。自然遊びなど。市内
在住の3～6歳の未就学児20人。
300円（材料費、保険料）。申5月1
日から七沢自然ふれあいセンター
☎248-3500へ。先着順。

がんサロン
「ティールボンボン厚木」
　5月17日、10時30分～12時30分。
あつぎ市民交流プラザ。がん経験
者による相談など。がんになった
方やサポートしている方15人程度。�
無料。申5月16日までにHPから申
し込み。抽選。問がんと働く応援
団・関戸☎080-4847-9389。

青春劇場
■唄う！青春劇場カラオケ大会
　5月16日、14時45分～16時。ゲ

ストは沢田二郎。
■あつぎ青春劇場落語会
　5月23日、11時～12時30分。出
演は三遊亭萬

まん

丸
まる

。
　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-
2834。

厚木ギターアンサンブル
定期演奏会
　5月6日、13時30分～16時。文化
会館。ギターの合奏「黒いオル
フェ」、重奏「ある恋の物語」、独
奏「ひまわり」など。定員350人。
無料。申4月30日までに入場整理券
を厚木ギターアンサンブル・冨田☎
221-4015・文化生涯学習課☎225-
2508で受け取り。先着順。

講　座

i

フレイル（虚弱）チェック
　5月21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、4月30日（必着）

までに〒243-8511介護福祉課☎
225-2388へ。抽選。 申1907008

健康運動指導士による
未病運動講座
　5月11・26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や腰痛・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。

睡眠力アップ基礎講座
眠れるココロとカラダの作り方
　5月20日、14時～15時30分。厚木
北公民館。保健師による睡眠と健
康の関係や眠り改善方法の講義。
ゲートキーパー養成講座も同時開
催。市内在住の40～64歳30人。申
4月15日から健康づくり課☎225-
2201へ。先着順。

情報プラザのパソコン講座
■初心者向けインターネット活用
講座
　5月12・19日（全2回）、9時30分～。�
インターネットの基本的な使い方
や検索方法、セキュリティー対策
などを学ぶ。1000円。 申1904001
■初・中級者向けフォトアルバム
作成講座

　5月12・19・26日（全3回）、13時
30分～。プレゼンテーション作成
ソフトでフォトアルバムの作り方
などを学ぶ。1500円。 申1904004
■中級者向け表計算講座
　5月13・15・21・28日（全4回）、13時
30分～。表計算ソフトで住所録や
収支管理表などを作り、データ活用
方法を学ぶ。2000円。 申1904005
■初心者向け文書作成スキルアッ
プ講座
　5月17・24日（全2回）、9時30分
～。文書作成ソフトで文字の入力
や変換、文書作成の基本を学ぶ。
1000円。 申1904006
　いずれも情報プラザ。各回180
分。定員12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、4月23日（必
着）までに〒243-8511情報政策課
☎225-2459へ。抽選。

日本赤十字社
救急員養成講習会
　6月7・13・14日（全3回）、9時
15分～17時15分。保健福祉セン
ター。心肺蘇生法や自動体外式除
細動器（AED）の取り扱い、止血
方法、傷・骨折の応急手当て、急
病やけがの対応と予防などを学ぶ。�
合格者に認定証を交付。全日程に
参加できる15歳以上�30人。3200
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、市外の方は勤
務先または学校名を書き、4月17
日～5月26日（必着）に〒243-8511
福祉総務課☎225-2210へ。先着順
（市内在住在勤在学の方を優先）。

スポーツ協会の教室
■初・中級テニス教室



いざという時のための知識と技術を身に付けよう

応急手当普通救命講習会
小児・乳児への応急手当て

赤ちゃんと触れ合う楽しいひととき 駅前で催しや自社のＰＲをしませんか

ベビーマッサージ あつナビ広告募集
　もしもの時にかけがえのない命を救うため、
確かな知識と技術を学びませんか。

　オイルを使った
マッサージで赤ちゃ
んとの触れ合い方
を学びませんか。

　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。
《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）
　※販売は場所ごとに可能
《時間》6～24時
《期間》1カ月～1年
《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☎045-450-1804で随
時受け付け。費用も問い合わせてください。

問広報課☎225-2040

日時　5月23日�9～12時
場所　消防本部
内容　小児・乳児への心
肺蘇生法や大量出血時の
止血法、自動体外式除細
動器（AED）の取り扱い
など
対象　市内在住在勤在学
の中学生以上30人（託児
あり。1歳以上6人）

日時　��①5月15日� �
②5月29日� �
10時30分～11時30分

会場　�①あつぎ市民交流プラザ� �
②南毛利公民館

対象　�市内在住の生後1～6カ月の赤ちゃんと
保護者①15組②10組（既受講者を除く）

費用　各回300円（オイル代）
申①4月22日～5月8日②5月13～22日に子育て支援
センターへ。抽選。 申①1912005②1912006

問子育て支援センター☎225-2922
申4月23日までに救急救命課へ。抽選。 申1941005

問救急救命課☎223-9365

無料
本厚木駅前北口広場

愛甲石田駅前

３2020(令和２)年４月15日

　5月8・20・22・27・29日、6月3
日（全6回）。19時～20時45分。南
毛利スポーツセンター。市内在住
在勤在学の方50人（小・中学生を
除く）。3000円。 申1949002
■ジュニアソフトテニス教室
　5月9・16・23・30日（全4回）、
10～12時。南毛利スポーツセン
ター。市内在住在学の小学生80人。
1000円。 申1949003
■初・中級社交ダンス教室
　5月10・17・24・31日、6月14・
21日（全6回）。13～15時。東町ス
ポーツセンター。市内在住在勤在
学で18歳以上の男女各20人（高校
生を除く）。2000円。 申1949004
■初・中級ジュニアテニス教室
　5月20・22・27・29日、6月3日（全5
回）。17時30分～18時50分。南毛利
スポーツセンター。市内在住在学の小�
・中学生30人。2000円。 申1949005
　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、�
4月25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。

あつぎスポーツアカデミー
■小学生トレーニングアカデミー
（1学期）
　5月29日、6月5・12・19・26日、
7月3・10・17日（全8回）。1部＝
18時～、2部＝19時10分～。バラ
ンス能力や瞬発力を高めるトレー
ニング。7月10日は運動能力テス
トを実施。市内在住在学の小学3
～6年生各部30人。各回800円（運
動能力テストは500円）。
◆幼児体操アカデミー
　5月25日、6月1・15・22・29日、
7月6日（全6回）。15時30分～。とび
箱や縄跳び、柔軟体操などの全身
運動で基礎運動能力を向上。市内
在住の5～6歳15人。各回500円。
　いずれも各回60分。南毛利スポー
ツセンター。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、電話番号、■は希
望の部を書き、4月30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。

花の寄せ植え体験と
防災備蓄倉庫見学
　5月23日、10時～11時30分（雨
天決行）。ぼうさいの丘公園。市
内の花

か

き生産者による花の寄せ植
え体験講座（鉢植えは持ち帰り）
と防災備蓄倉庫の見学、災害対策
講座。市内在住在勤在学の方50人。
1000円。申ハガキ、ファクスに〒住
所、氏名、年齢、電話番号、参加
人数を書き、5月11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。 申1947001

シルバードライビングスクール
　5月25日、13～16時。厚木中央
自動車学校。自動車の安全運転講
習。市内在住在勤の70歳以上40人。
無料。申ファクスに〒住所、氏名、
生年月日、電話・ファクス番号を
書き、5月8日までに厚木県央ロー
タリークラブ☎222-5811・薨222-
5821へ。抽選。

シニアのための
初めてのギター体験講座2020
　5月16・23・30日（全3回）、15時～
16時30分。厚木シティプラザ。初
心者向けグループレッスン。中高
年の方15人。860円（テキスト代）。
申4月30日までに厚木ギターアンサ
ンブル・冨田☎221-4015へ。先着順。

わん・にゃん教室譲渡前講習会
　5月26日、14時15分～16時15分。
厚木合同庁舎。動物を飼う心構え
や法令に関する講座。終了後に受
講証を発行。定員80人。無料。申
5月22日、17時までに、県動物愛
護センター☎0463-58-3411へ。先

着順。

子育てi
親子ふれあい遊び
■2歳児
　5月8日、①10時～②11時～。市
内在住の2歳児と保護者各回15組。
◆7カ月から歩き始めの子ども
　5月22日、③10時～④11時～。
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）。
　いずれも各回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。無料。申①②4月28日③④
5月15日までに子育て支援センター☎
225-2922へ。抽選。 申①1912009
②1912010③1912007④1912008

スーパーエンジョイタイム
お庭で遊ぼう
　5月23日、10時～11時30分（雨天
中止）。保健福祉センター西側広場。
親子で運動を楽しむ。市内在住の2
歳以上の未就学児と保護者20組。
100円（保険料）。申5月15日までに
子育て支援センター☎225-2922へ。

抽選。 申1912011

募　集i
里山ボランティアを募集
　地域の皆さんと一緒に田植えや
稲刈り、棚田の保全などをする方
を募集します。
　《活動日時》月1回程度（土曜の
午前中）《場所》①七沢②荻野《対
象》市内在住在勤在学の方。申電
話またはハガキに〒住所、参加者
全員の氏名、電話番号、希望の地
区を書き、5月8日（必着）までに
〒243-8511環境政策課☎225-2749
へ。

障害者手当支払通知用
ハガキの広告主を募集
　障がいのある方やその家族など
に送るハガキの広告主を募集します。
　《内容》裏面1枠（縦65㌢×横85
㌢）。白黒。発送枚数は約1万枚《費
用》1枠1万円《対象》市内に事業
所がある事業者。詳しくは市HP
に掲載。申5月13日までに障がい
福祉課☎225-2221へ。抽選。

あつぎ
郷土博物館

連動企画學藝員のススメ
第10回 　博物館の学芸員が、あれ

これを語り倒すコーナー。

展示するのは相川小に
保存されていた高札

　融合展示コーナーが春からリ
ニューアルします。テーマは「あ
つぎと木」。今回は、コーナーに
展示する「高札」を紹介します。
　高札は、「たかふだ」や「こうさ
つ」と読みます。親孝行や仕事に
励むことを勧める法令や、賭博・徒
党の禁止といった禁令を広く民衆
に知らせるため、人の往来の多い
村の入口などに掲げられていました。
　高札を掲げていた場所は「高
札場」と呼ばれ、「〇〇村まで何

里」など、他の村や街道までの
距離の起点となる場所でもありまし
た。村にとってシンボル的な場所
であったとも言われています。
　箇条書きの簡単な文字で書か
れ、寺子屋の教科書としても利用
されていたようです。

村のシンボル
でもあった高札
山岡　裕子

高札は、リニューアルする
融合展示コーナーに設置

施設案内▲
問あつぎ郷土博物館☎225-2515

《「募集」は4面に続きます》



４

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2人《任期》5月～2022年
3月《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、5月
15日までに直接、経営管理課☎
221-1570へ（土・日曜は除く）。
選考あり。

児童館指導員を募集
　市内の児童館で勤務する指導員
を募集します。
　《対象》子どもの健全育成に熱
意のある18歳以上《勤務先》藤塚・
三田・吾妻町・妻田東児童館（通
勤可能な市内児童館への異動あ
り）《勤務内容》児童館を利用す
る子どもの指導育成、施設管理な
ど《任期》5月18日～（最長2021年
3月31日まで）《勤務時間》週15時
間程度で、10～17時のうち4時間程
度（複数人のシフト・ローテーショ
ン制）《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、4月30日（必着）までに
〒243-0018中町1-1-3青少年課☎
225-2581へ。5月11日に面接を実施。

放課後児童クラブ
夏休み期間限定入所児童を募集
　《期間》7月21日～8月24日、7時
30分～19時（日曜、祝日、学校閉庁
日は休所）《場所》受け入れ人数
に余裕がある市内の放課後児童ク
ラブ《対象》①保護者が就労や疾
病などで昼間家庭にいない②市立
小学校に通学③保護者が送迎でき
る―の全てを満たす児童《費用》
18時まで＝6000円。19時まで＝
7200円。別途5000円（おやつ代、
教材費など）。弁当をお持ちくだ
さい。申こども育成課や市HPに
ある申込書を、5月27日～6月10日
に直接、こども育成課☎225-2582
へ。入所審査あり。

あつぎ青空アート展
運営委員を募集
　10月11～18日に開催する「あつぎ�
青空アート展」を企画・運営する
委員を募集します。
　《対象》①市内在住在勤在学②
企画や運営（屋外作業あり）に参加
できる③夜間の会議（4回程度）に
出席できる―の全てを満たす29歳
以下若干名《任期》2021年3月31
日まで。申電話またはファクス、E
メールに氏名、電話番号を書き、5
月8日までに文化生涯学習課☎225-�
2508・薨225-3130・ 0350@city.atsu�
gi.kanagawa.jpへ。選考あり。

市立小中学校適正規模等
検討委員会委員を募集
　市立小・中学校の適正規模などを�

審議・検討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（10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》7月1日～2021
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にある申込書を、直接また
は郵送、ファクス、Eメールで5
月15日（必着）までに〒243-8511教
育総務課☎225-2663･薨224-5280･�
7800@city.atsugi.kanagawa.jp

へ。書類選考あり。

総合計画審議会委員を募集
　市総合計画について審議する委
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3～6回程度）に出席でき
る③他の審議会などの委員でない
④市の議員・職員でない―の全て
を満たす方3人《任期》6月1日～（2
年間）《報酬》日額7800円（交通
費含む）。申企画政策課や市HPに
ある申込書を、直接または郵送、
ファクス、Ｅメールで5月15日（必
着）までに〒243-8511企画政策課
☎225-2455・薨225-3732・ 1100
＠city.atsugi.kanagawa.jpへ。書類
選考あり。

県立総合職業技術校
7月入校生を募集
　《実施校》かなテクカレッジ東
部（横浜市）・西部（秦野市）《コー
ス》セレクトプロダクト、庭園管
理サービス、住環境リノベーショ
ン、ビル設備管理、庭園エクステ
リア施工《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》5月24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5月11日（消
印有効）までに各校へ。問県産業
人材課☎045-210-5715。

公共職業訓練（ハロートレー
ニング）7月受講生を募集
　《募集コース》機械CAD/CAM、�
金属加工、電子回路、ビル設備《受

講料》無料（テキスト代などは実
費）《見学会》4月15・22日、5月
13・20日《受講期間》7月1日～12
月22日。申5月21日までにハロー
ワーク厚木☎045-391-2848へ。

お知らせ
国民健康保険加入者に
傷病手当金を支給
　新型コロナウイルス感染症に感
染または、感染が疑われ働けなかっ�
た方で、一定の要件を満たす場合
に傷病手当金を支給します。要件
など詳しくは市HPに掲載。問国保
年金課☎225-2120。

軽自動車税（種別割）の
納期限・減免
　納税通知書を5月7日以降に発送
します。納期限は6月1日です。次の
車両は、納期限までに申請すると
減免を受けられる場合があります。
　《減免対象》①障がい者または
障がい者と生計を共にする方が所
有し運転②障がい者のみで生活す
る方が所有し常時介護者が運転③
公益のために直接所有し使用④障
がい者が利用するための構造（①
②は普通自動車減免を受けている
方を除く）―のいずれかに該当す
る車両。申6月1日までに直接、市
民税課☎225-2012へ。

木造住宅の耐震診断と耐震改修工事、
分譲マンション耐震化の助成
　地震に強いまちづくりを進める
ため、耐震診断・改修工事の費用
を一部助成します。

【木造住宅】
■耐震診断費の助成
　《対象》①用途が専用住宅また
は兼用住宅②地上2階建て以下の
木造（在来軸組工法）③1981年以
前に完成―の全てを満たす木造住
宅《助成額》診断費全額（上限7
万5千円）。
■耐震改修設計費の助成
　《対象》耐震診断の補助を受け、
補強が必要と判断されたもの《助

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�
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第46回表

ひょう
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作品展（掛け軸・額・びょうぶ）

写
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�第16回写真展

5月20～26日

第19回あつぎ日本画会�会員展

第4回厚木カルチャー絵画グループ展

山口和代創作人形展

5月30・31日 第5回M
エ ム ズ

ʼs�F
フ ァ ク ト リ ー

actory模型展示会
ロードギャラリー
（厚木地下道） 5月22日～6月17日 写真個展

問あつぎ市民交流プラザ
☎225-25105月の

　厚木市役所で働く職員を募集します。
①土木上級＝5人 ②建築上級＝若干名 
③建築機械上級＝若干名④建築電気上
級＝若干名

《一次試験日》5月24日《対象》1985年4
月2日～99年4月1日に生まれた方
⑤事務上級Ａ＝30人程度 ⑥事務上級Ｂ

（ 福 祉 ） ＝ 若 干 名 ⑦ 消 防 上 級 ＝5人 
程度 ⑧保健師＝若干名

《一次試験日》6月28日《対象》⑤～⑦は1990年4月2日～99年4月1日に
生まれた方（⑥は社会福祉主事の任用資格を持つ方）。⑧は1985年4月
2日以降生まれで、保健師免許を持つ方。いずれも資格・免許は2021
年3月末までに取得見込みも可。
申市役所本庁舎や本厚木･愛甲石田駅連絡所、市HPなどにある申込書
を、直接または郵送で①～④5月1日、⑤～⑧5月29日（消印有効）ま
でに〒243-8511職員課へ（電子申請も可）。

問職員課☎225-2070

市職員採用試験

○二次救急（緊急入院や手術が必要な救急患者）
《内科・外科》広域の輪番制
　月～金曜＝17時～翌日9時、土曜＝12時～翌日9時、�
日曜・祝日・年末年始＝9時～翌日9時。当番病院など
詳しくは市HPまたはあつぎ健康相談ダイヤル24へ。

《内科・外科・小児科》市立病院☎221-1570
　月～金曜＝17時～翌日9時、土曜＝12時～翌日9時、日曜・祝日・
年末年始＝9時～翌日9時。� 問健康長寿推進課☎225-2174

○初期救急（入院が必要ない軽症救急患者）
《内科・小児科》メジカルセンター☎297-5199
　月～金曜＝19時～21時30分、土曜＝18時～21時30分、日曜・祝日・
年末年始＝9時～11時30分、14時～16時30分、18時～21時30分

《歯科》歯科保健センター☎224-6081
　日曜・祝日・年末年始＝10時～11時30分、13時～16時30分

《耳鼻咽喉科・眼科》広域の輪番制
　日曜・祝日・年末年始＝当番病院など詳しくは市HPまたはあつ
ぎ健康相談ダイヤル24☎0120-31-4156へ。

休日・夜間の救急医療

詳しくは市HP
に掲載
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成額》設計費の3分の2以内（上限
9万円）。
■耐震改修工事費の助成（監理含む）
　《対象》耐震改修設計の補助を
受けたもの《助成額》工事費の3
分の2以内（上限100万円）、工事
監理費の3分の2以内（上限6万円）。
耐震改修した住宅には固定資産税
の減額制度の適用あり（詳しくは
資産税課☎225-2031へ）。
■公民館での木造住宅（在来軸組
工法）の耐震無料相談会（予約制）
　①5月7日＝厚木北②5月21日＝
南毛利③5月28日＝厚木南④6月4
日＝小鮎⑤6月11日＝依知南⑥6月
25日＝荻野⑦7月9日＝森の里⑧7
月16日＝依知北⑨8月6日＝愛甲⑩
8月20日＝睦合南⑪9月3日＝相川
⑫9月10日＝緑ケ丘⑬9月17日＝上
荻野⑭9月24日＝睦合北⑮10月1日
＝玉川⑯10月15日＝睦合西。13時
30分～16時30分。

【分譲マンション】
■耐震アドバイザー（マンション
耐震改修の有識者）派遣
　《対象》1981年以前に完成した
分譲マンション。その他要件あり。
無料。
■予備診断の助成
　《対象》1981年以前に完成した
分譲マンション。その他要件あり

《助成額》診断費の2分の1以内（上
限15万円）。
　いずれも申し込み、問い合わせ
は建築指導課☎225-2434（公民館
の無料相談会は各開催日前日の12
時までに建築指導課）へ。先着順。

骨髄ドナー支援事業
　白血病などの患者を救うため、
骨髄を提供したドナーなどに助成
金を交付します。
　《対象》市内在住で骨髄バンク
の事業に骨髄などを提供した方
や、提供者が勤務する事業所《助
成額》ドナー本人＝日額2万円。
ドナーが勤務する事業所＝日額1
万円《助成日数》7日を限度。問
健康長寿推進課☎225-2174。

中学校卒業後も継続入院し
ている場合の医療費を助成
　助成対象の子どもが中学校卒業

から4月以降も継続して入院して
いる場合、入院にかかる健康保険
適用医療費の自己負担額を助成し
ます。申診療日から1年以内に子
育て給付課☎225-2233へ。

児童扶養手当・特別児童
扶養手当の手当額が変更
　物価の変動で4月分からの手当
額が改定されます。
■児童扶養手当
　手当の全部を受けている方＝1
子目4万3160円。2子目加算1万190
円。3子目以降加算6110円。手当
の一部を受けている方＝1子目1万
180～4万3150円。2子目加算5100～
1万180円。3子目以降加算3060～�
6100円。
■特別児童扶養手当
　1級＝5万2500円。2級＝3万4970円。
　いずれも児童1人当たりの金額
（月額）。支給月など詳しくは市
HPに掲載。問子育て給付課☎
225-2241。

消防功労者表彰
　消防団員5人、消防職員7人が表
彰されました（敬称略）。
　《「日本消防協会会長表彰」精績
章》第7分団長石井良三《「県消防

協会会長表彰」功績章》第4分団
第4部部長土屋浩二、第1分団第2
部団員内山武志、第5分団第3部団
員渡辺正樹、第7分団第1部団員宮
内博喜。問消防総務課☎223-9366。

特定不妊治療費の助成
　体外受精や顕微授精による特定
不妊治療を受けた夫婦に治療費を
助成します。
　《対象》①法律上の婚姻をして
いる②夫婦のいずれかが申請日の
1年以上前から市内に在住③県の
治療費助成が決定している―の全
てを満たす夫婦《助成額》県の助
成対象治療費から県の助成額を控
除した額（10万円が限度）。申治
療終了日から1年以内に子育て給
付課☎225-2241へ。

国民年金保険料学生納付
特例申請を受け付け
　学生で前年所得が一定額以下の
方は、保険料納付が猶予されます。
申新年度の学生証または在学証明
書、年金手帳、印鑑（代理申請の
場合）を持ち、直接、国保年金課
☎225-2121へ。日本年金機構から
継続用ハガキが届いている方は、
必要事項を書き投函。

戦没者などの遺族の皆さんへ
特別弔慰金を支給
　戦後75周年に当たり平和と繁栄
の礎となった尊い犠牲に、国とし
て改めて弔慰の意を表するため、
特別弔慰金を支給します。
　《対象》戦没者などの死亡当時
の遺族で、2020年4月1日現在、「恩
給法による公務扶助料」や「戦傷
病者戦没者遺族等援護法による遺
族年金」などを受ける方（戦没者
の妻など）がいない場合で、①20
年4月1日までに戦傷病者戦没者遺
族等援護法による弔慰金の受給権
を取得②戦没者などの子③戦没者
などの父母④戦没者などの孫�⑤
戦没者などの祖父母�⑥戦没者な
どの兄弟姉妹―の順で該当する方
1人（戦没者などの死亡当時に生
計関係を有しているなどの要件を
満たしているかにより、順番が入
れ替わる）。上記がいない場合は、
戦没者などの三親等内の親族（戦
没者などの死亡時まで引き続き1
年以上の生計関係を有していた方
に限る）《支給額》25万円（5年償
還）。申23年3月31日までに福祉総
務課☎225-2200へ。

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。5月

1・15・29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

7・21日
くすのき公園（新設場所）
山際公園（時間変更）
西ノ久保公園（時間変更）

13：30～14：00
14：30～15：00
15：30～16：00

8・22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

12・26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

13・27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

14・28日 長谷公園
毛利台児童館

14：30～15：10
15：30～16：00

19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

20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

1日 古松台 19日 荻野新宿

7日 森の里・戸室・厚木ガスリセ 20日 下古沢・温水恩名

8日 鳶尾・上荻野 21日 愛甲原・上落合

11日 中戸田 22日 岡田・藤塚

12日 三田・まつかげ台 25日 浅間山

13日 宮の里 26日 毛利台・吾妻町

14日 飯山中部・及川 27日 下川入・上戸田

15日 妻田東・七沢 28日 山際・緑ケ丘・金田

18日 愛甲・小野

　厚木ガスリセ以外は全て児童館。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 1912013
5月

《「お知らせ」は6面に続きます》

　活動内容や制度の
仕組み、学校支援ボ
ランティアの心得な
どを紹介する冊子を
作成しました。
【閲覧場所】市HP

コミュニティ・スクールを
分かりやすく解説

　CS（学校運営協議会制度）は、保護者
や地域の皆さんと教員が共に知恵を出
しながら、教育活動の充実や学校の課
題解決に取り組むための仕組みです。

活動事例集を発行

「レクイエム」を歌おう
市民合唱団の団員募集

問教育総務課☎225-2663

問文化生涯学習課☎225-2508

　2年に一度の合唱公演に参加する方
を募集します。オーケストラの音色と
ともに、歌声を響かせてみませんか。

申文化生涯学習課や公民館、市HPな
どにある申込書を、5月7～22日（消印
有効）に直接または郵送で〒243-8511
文化生涯学習課へ。先着順。運営ボラ
ンティアも募集。詳しくは市HPに掲載。

【公演】
12月13日
14～16時
文化会館

市民芸術祭

《曲　目》　ヴェルディ作曲「レクイエム」
《対　象》　市内在住在勤在学の小学5年生以上160人
　　　　　（ソプラノ・アルト各50人、テノール・バス各30人）

《参加費》　4000円（高校生以下1000円）
《練習日》　6～12月の日曜、13～17時

　　全市立小・中学校に導入
コミュニティ・スクール（CS）とは



の全てを満たす方《表彰式》6月7
日、12時30分～。保健福祉セン
ター。申5月22日までに、ポスター
がある医院で受診。
　いずれも問い合わせは、厚木歯
科医師会☎221-8733。

城山ダムの洪水対応演習
　《日にち》5月12・13日（変更に
なる場合があります）《内容》警
報所からスピーカー放送、サイレ
ンの吹鳴、電光表示の点灯など（放
流は実施しません）。問城山ダム
管理事務所☎042-782-2831。

暴力団被害無料電話・来所相談
　《日時》5月22日、10～18時（来
所は17時、電話は17時30分まで受
け付け）《会場》県弁護士会（横
浜市）《内容》暴力団などによる
被害（振り込め詐欺含む）や紛争
に関する悩みを、暴力団対策の専
門家である弁護士・警察官・相談

員に相談《電話番号》☎045-662-
0741（当日限り有効）。申当日電
話または直接会場へ。問県弁護士
会☎045-211-7705。

太陽光発電設備の
共同購入希望者を募集
　共同購入者と一括して発注する
ことで、太陽光発電設備を安く購
入できます。申6月3日までに申し
込み。詳しくは県HPに掲載。問
県エネルギー課☎045-210-4090。

市特別職人事
　4月1日付で、佐藤明氏（57）が副
市長に就任しました。任期は2024
年3月31日までです。佐藤氏は
1987年に市職員となり、B-1グラ
ンプリの開催やアミューあつぎの
整備を担当課長として指揮。市長
室長、政策部長
を歴任しました。
　副市長は、現
職の霜島宏美氏
（66）と合わせて
2人です。問職員
課☎225-2070。

就学援助制度
　市立または国立、県立中等教育
学校（前期課程）に通う児童・生
徒がいる世帯で、援助が必要と認
められる場合に、学用品費などの
一部を支給します（年度ごとに要
申請）。詳しくは、新学期に学校
から配付される案内に掲載。国立・
県立中等教育学校に通う児童・生
徒の世帯の方は問い合わせてくだ
さい。問学務課☎225-2650。

就学相談説明会
　《日時》5月8日、10時～11時30
分《会場》あつぎ市民交流プラザ

《対象》子が2021年4月に小学校に
就学する幼児（14年4月2日～15年
4月1日生まれ）で、県立特別支援
学校または市立小学校の特別支援
学級への就学や、子どもの成長・
発達の状況に応じた就学を相談し
たい保護者《内容》小学校入学ま
での就学相談の流れの説明と個別
相談会（5月13・15・18・19・21日）
の予約受け付け（希望制）。申当
日直接会場へ。都合の悪い方は問
い合わせてください。問教育指導
課☎225-2660。

松川サク工業賞受賞者
　市内の大学・短期大学で工業系
の学科を専攻し、今春卒業した5
人の学生に「松川サク工業賞」が
贈られました。この賞は、相模ゴ
ム工業㈱の創業者で、長年にわた
り市の産業発展に尽くされた、名
誉市民の故・松川サクさんの遺志

による寄付に基づき、工業の振興
のために設けられました（50音順・
敬称略）。
　《受賞者》佐藤美紅（神奈川工
科大学）、⻆井大士（東京工芸大
学）、時田瞬（神奈川工科大学）、
松永もえか（湘北短期大学）、山
崎礼人（東京工芸大学）。問産業
振興課☎225-2830。

マイナンバーカードの
関連業務を休止
　5月2日は、システムメンテナン
スのためマイナンバーカードの受
け取りや電子証明書の更新などの
手続きができません。問市民課☎
225-2039。

漏水調査にご協力を
　4月中旬～10月下旬に、道路や
宅地内（道路から水道メータまで）
の漏水調査を実施します。調査員
は腕章を着け、県企業庁発行の身
分証を携帯しています。調査で、
費用を請求したり、見積もりを出
したりすることはありません。不
審に感じた場合は、身分証の提示
を求めてください。問厚木水道営
業所☎224-1111。

歯と口の健康週間
■歯の無料相談
　6月7日、①10時～13時30分（受
け付けは13時まで）＝保健福祉セ
ンター②10～12時＝愛川町健康プ
ラザ③6月18日、13時30分～15時＝
清川村保健福祉センター。相談や
検診、ブラッシング指導など。来
場者に歯ブラシをプレゼント。無
料。申当日直接会場へ。
■高齢者よい歯のコンクール
　《対象》①3月31日現在80歳以上
②市内・愛川町・清川村に住民登
録がある③20本以上の歯がある―

Ｑ.	調査員って何をするの？
Ａ.	調査票の配布や回収などを担います。
担当は1地区当たり約50～70世帯です。
①業務内容の説明会に参加
②担当地域の確認
③対象の世帯に調査の説明と書類配布
④回答を確認するリーフレットを配布
⑤調査票の回収・整理・提出
Ｑ.	どんな人ができるの？
Ａ.	20歳以上で責任を持って調査に臨め、
秘密を守れる方といった要件があります。
指導員がアドバイスしてくれるので安心し
て取り組めます。

問広報課☎225-2040

問行政経営課☎225-2180

今年は国勢調査100周年

って､何?
最終回

９月に調査員が伺います。協力をお願いします。

市公式Y
ユ ー チ ュ ー ブ
outubeで公開

冊子でも市の魅力を紹介

調査員募集中！
　国勢調査に従事する
調査員を募集します｡
　《期間》8月31日～10
月30日《内容》調査書
類の配布・回収など《報
酬額》1地区＝3万8000
円・2地 区 ＝7万5000円
程度。詳しい応募要件・
申し込み方法などは市
HPに掲載。

国 勢 調 査

市を紹介する動画が完成

あつぎのきほんを公開

　市を紹介する冊子として、市勢ガイ
ド「あつぎのきほん」を市の公共施設
で配布しています。映像版と合わせて
活用してください。

　市の概要や取り組み、イベントなどを紹介する動
画が完成しました。厚木のことを紹介する際に、ぜ
ひ活用してください。

市内産の温室トマトをリポート
　皆さんは、市内産のトマトを食べたこ
とがありますか。今回は、温水でトマト
を作る木原さんの農園にお邪魔しまし
た。ビニールハウスの中では、「マイロッ
ク」という品種が栽培され、たくさんの
真っ赤なトマトが実っていました。
　この日は木原さんのご好意で、収穫し

たてのトマトを頂きました。甘味と酸味
のバランスがとても良く、とにかく味が
濃いというのが第一印象。新鮮でみずみ
ずしくて、そのまま食べるのが一番おい
しいと感じました。夢

ゆめ

未
み

市
いち

では、市内産
のトマトとラズベリーを使ったジェラー
トも買えるとのこと。どんな料理にも使
えて、さすが万能野菜ですね！
　おいしいトマトは下の部分に対角線上
の筋が入っているそうです。小さい物の
方が味が濃いみ
たいですよ。皆
さんもぜひ、厚
木のトマトを食
べてみてくださ
いね。

市民リポーター
萩原 百香さん（21・厚木町）

市民リポ
ーターが

活動を紹
介

木原さんのハウスでトマトを紹介

映像版

　鑑賞料、上映時間の詳細などは、直
接劇場に問い合わせてください。
※4月4日から短縮営業中。
問あつぎのえいがかん kiki☎240-0600

アンドレア・ボチェッリ
奇跡のテノール 4月17日まで

彼らは生きていた

4月24日まで
37セカンズ

男と女　人生最良の日々

レディ・マエストロ

前田建設ファンタジー
営業部 5月1日まで
山中静夫氏の尊厳死

レ・ミゼラブル
4月25日
� 〜5月8日人生フルーツ

※千円均一

佐藤 明氏
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みみ んん ななの で
つくる
声声

ままちち
《意見交換会》
■市○□○△計画の策定
　○月×日、△時～□時。市役所
本庁舎。
申当日直接会場へ。問□○△×課
☎225-0000。

あなたの声をまちづくりへ
「市民参加手続き」で意見を発信

◆英会話サークルAEC　金曜（月
3回）、10～12時。愛甲公民館他。
アメリカ人講師と英会話を楽し
む。成人の方。無料見学あり。入
会費3000円、月会費3000円。問閑

かん

歳
さい

☎247-0443。
◆フラダンス「カマアイナ・チー

ムM
マ ヒ ナ

AHINA」　金曜（月3回）、15
～16時。森の里公民館。女性の方。
初心者歓迎、無料体験あり。月会
費3000円。問伊藤☎248-2650。
◆フラダンス「カマアイナ・チー
ム ‘O

オ リ

LI’ O
オ リ

LI」　金曜（月3回）、
10～11時。南毛利公民館他。女性
の方（子ども連れ可）。初心者歓迎、
無料体験あり。月会費3000円。問
内村☎090-6007-8056。
◆れんげ会　木曜（月4回）、13～
16時。老人福祉センター寿荘。リ
ズム体操・健康体操など。入会金
500円、月会費1000円。問品田☎
222-9450。

◆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。無料
体験あり。月会費3200円。問山本
☎229-7181。
◆和菓子・華　日曜（月1回）、9
時30分～12時30分。睦合西公民館。
季節の和菓子を作る。定員25人。
各回1500円。申三

み

角
すみ

☎080-5010-
9576へ。先着順。
◆ハンドボールクラブ　土曜（月
2回）、9時30分～11時30分。東京
工芸大学。小・中学生。初心者歓
迎。月会費1500円。問田

た

上
がみ

☎090-
4914-0438。

◆コスモス会　水曜、13～17時。
玉川公民館他。健康マージャンを
楽しむ。役をつくれる女性。入会
費2000円、月会費750円。申4月17
日から大

おお

庭
ば

☎090-3547-0005へ。
先着順。
◆市シニア将棋倶楽部　火・土曜、
9～17時。老人福祉センター寿荘。
60歳以上。年会費2000円。問石本
☎229-8102。
◆絵画グループ「アカンサス」
　第1・3日曜、10～16時。玉川公
民館。デッサンや水彩を学ぶ。月
会費3000円（6カ月間は1000円）。
問高橋☎090-3135-5512。

伝言板
サークルの情報などを紹介。
開催状況は、事前に問い合わ
せてください。

和気あいあいとした雰囲気のワークショップでは
活発に意見が交わされる

　誰もが住み続けたいまちをつくるには、皆
さんの声を施策に反映させることが大切で
す。市は、皆さんの意見を聞く仕組みを整え
るため、2012年に「市民参加条例」を制定。
パブリックコメントに加え、参加方法を増や
しました。

基本的な五つの手続き
　基本的な市民参加手続きは、パブリックコ
メント、審議会、意見交換会、ワークショッ
プ、意向調査の五つ（右欄参照）。全ての案
件で行うパブリックコメントに加え、案件に
よっては他の手続きを一つ以上実施します。
　19年度は、25案件で市民参加手続きを実施。
パブリックコメントでは延べ718件の意見が寄
せられました。19年に実施した市庁舎を含む
複合施設の基本計画に関する手続きでは「十
分な駐車場を用意してほしい」「災害時に防
災拠点として機能する施設にしてほしい」な
ど、635件の意見をもとに計画を策定しました。

本年度は31件を実施
　本年度は、市が進むべき道筋を決める総合

計画をはじめ、31案件で手続きを実施（下欄
参照）。ごみの処理や交通に関する計画など、
生活に深く関わるものも多くあります。
　まちづくりの主役は、市民の皆さんです。
皆さんにとって住みやすいまちをつくるた
め、意見を発信してみませんか。
問市民協働推進課☎225-2141

　市民参加手続きは、条例の制定や計画の策定などをするときに、皆さんの意見
を聞くための仕組みです。本年度は31件の手続きを実施予定。より良いまちにす
るため、意見を寄せてください。

■パブリックコメント
　市役所や公民館で資料
を確認し、備え付けの箱
に専用の用紙を投函して
意見を提出（市HPから確
認し、メールでも提出が
可能）。後日、出された意
見に対する考え方を公表。
■審議会
　有識者や公募市民など
でつくる審議会で意見を
聞く。委員は広報あつぎ
や市HPなどで募集。

■意見交換会
　市民が自由に参加でき
る場で市が内容を説明
し、市民に意見を求める。

■ワークショップ
　公募で参加者を集め、
全員が共通のテーマにつ
いてグループ討議や共同
作業で意見をまとめる。

■意向調査
　調査項目への回答を集
めるアンケート調査など。

主な市民参加手続き 市民参加手続きに参加するには？

2020年度市民参加手続き　案件一覧
No. 対象行為 No. 対象行為 No. 対象行為 No. 対象行為

1 市営自転車等駐車場条例の
一部改正 交　パ 9 第２次文化芸術振興計画の

策定
審　調
パ 17 地域公共交通網形成計画の

策定 審　パ ２5 第３次健康食育あつぎプラ
ンの策定 審　パ

２ 企業等の立地促進等に関す
る条例の一部改正

審　交
パ 10 第5次環境基本計画の策定 審　交

ワ　パ 18 第２次教育振興基本計画の
策定

審　交
パ ２6 消防力整備計画の改定 審　交

パ

３ 国土 強
きょう

靭
じん

化地域計画の策
定

交　調
パ 11 地球温暖化対策実行計画

（区域施策編）の改定
審　交
ワ　パ 19 第２次スポーツ推進計画の

策定 審　パ ２7 耐震改修促進計画の改定 審　調
パ

4 第10次総合計画の策定
審　交
調　パ
他

1２ 一般廃棄物処理基本計画の
策定 審　パ ２0 厚木北公民館再整備方針の

策定
交　調
パ ２8

教育委員会が管理する公共施設
に係る公共施設予約システムの
運用に関する規則の一部改正

パ

5 第２期まち・ひと・しごと創
生総合戦略の策定

審　交
パ 1３ 産業マスタープランの策定 審　調

パ ２1 地域福祉計画（第5期）の策
定

審　交
パ ２9 （仮称）公共施設個別施設計

画の策定 交　パ

6 第7次行政改革大綱の策定 審　交
パ 14 観光振興計画の策定 審　調

パ ２２ 再犯防止推進計画の策定 審　交
パ ３0 都市マスタープランの改定 審　パ

他

7 （仮称）情報化推進計画
（２0２1～２6）の策定 交　パ 15 （仮称）総合都市交通マス

タープランの策定
審　パ
他 ２３ 障がい者福祉計画（第6期）

の策定
審　交
パ ３1 （仮称）立地適正化計画の策

定
審　パ
他

8 第３次生涯学習推進計画の
策定

審　調
パ 16 （仮称）あつぎの道づくり計

画の策定 交　パ ２4 高齢者保健福祉計画・介護保
険事業計画（第8期）の策定

審　交
パ

審 審議会 交 意見交換会
ワ ワークショップ 調 意向調査
パ パブリックコメント 他 その他

　広報あつぎタウンガイドや
市HPでお知らせします。

《広報あつぎ掲載例》

問市民協働推進課☎225-2141

厚木市　市民参加 検索

72020(令和２)年４月15日



８ 2020(令和２)年４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 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

5月22日、９時～11時30分 要予約
5月12日、5月28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
5月7日、９～12時 要予約
5月18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）

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
（介護福祉課

☎225-2220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 4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 5月11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

4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 4月17・24日、5月8日。13～16時
行 政 5月14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 5月7日、13～16時
公 証 人 4月17日、5月1日。13～15時
行政書士 5月11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。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

5月21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

月に2回程度実施。要予約
病気や障がい、発達の遅れなどがある3歳
未満児。日時はお問い合わせください。

エイズ・梅毒の
検査・相談

月に2回程度実施。要予約
相談は匿名で随時。日時はお問い合わせください。

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

　上落合にある豚肉の直売所で、デザイナーの
仕事をしています。商品を紹介する冊子やチラ
シから、ホームページ、お店のレイアウト、店
員のユニフォームまで、会社全体のデザインを
任されています。
　デザイナーの肩書きを頂いている私ですが、
専門の学校などで学んだことはありません。こ
の会社にも、７年前に販売員として入社しまし
た。デザインの仕事を任されるようになった
きっかけは、手書きのポップが社長の目に止
まったことです。実は、この会社に入るまで、
アルバイトをしながら漫画家を目指していまし
た。小学生の頃からの夢を追い続けていました
が、描けば描くほどプロとの差を感じ、目標を

見失っていました。社長から声が掛かった時は、
目指していた道とは違うけれど、好きで続けて
きたことが認められた思いがしました。
　私たちの仕事は、市内で育てた豚をお肉や総
菜などに加工して売ること。私を含め、スタッ
フ全員が農場での飼育を経験しています。デザ
インには、その経験や商品への愛着がきっと現
れると思います。駆け
出しのデザイナーです
が、これからも勉強を
続けて、私の大好きな
お店や商品の魅力をた
くさんの人に伝えてい
きたいです。 社長とデザインの意見を交換

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

お店や商品への愛着をデザインに
豚肉直売所・デザイナー

加
か

門
もん

愛花さん（30）

販売している「あつぎ豚」は「あつぎO
おいしい

ECフード」や
「かながわの名産100選」にも指定されている


