
微熱や軽い咳などの
症状のある方や、健康・
医療に関すること

緊急事態宣言や
特別措置法に関すること
（休業と外出自粛要請に関すること）

音

声

案

内

帰国者・接触者相談センター
月〜金曜　8時30分〜17時15分　☎224-1111
平日・休日（24時間）　☎045-285-1015

経営や融資、協力金に
関すること

その他

新型コロナウイルス
感染症専用ダイヤル
☎045-285-0536

☎045-285-0637

全日  9〜21時

月〜金曜  17〜21時
休日　9〜21時
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2

月〜金曜  9〜17時234

4

3

1

2

次のいずれかの症状がある方
・風邪の症状や37.5℃以上の発熱が４日以上続いている
・強いだるさや息苦しさがある

新型コロナウイルスの特徴
■感染者の８割は症状が出ない
　→�感染していると気付かずに感染を
広げている場合がある

■�感染者の８割は人にうつさずに治る
が、一度に８～12人にうつす「クラ
スター感染」を起こすことがある

　→�「三つの密」を満たす場所で起きる
クラスター感染を防ぐことが重要

　新型コロナウイルス感染症の拡大は、
皆さん一人一人の行動で防げます。一日
でも早く普通の生活に戻るため、正しい
知識を身に付けましょう。
問健康長寿推進課☎225-2174

Ｑ「クラスター感染」って何？

Ａ　集団感染のことです。こ
れが新型コロナウイルスの

特徴で、症状のない人が気付かず
に感染を広げることがあります。
患者の集団が次の集団を生み、感
染が連鎖すると、感染者数が急激
に増えます。感染拡大を食い止め
るためにはクラスター連鎖を起こ
させないことが大切です。皆さん

の協力が必要です。

Ｑ気を付けることは？

Ａ　「三つの密」に入らないこ
とです。元気でも「自分も

感染するかもしれない」「誰にも
感染させない」という意識を持ち
ましょう。風邪の症状がある時に
「このくらいなら大丈夫」と仕事
や学校へ行くのはやめましょう。

Ｑ症状が軽い時、自宅療養を
勧められるのはなぜ？

Ａ　症状の出始めは、普通の
風邪との区別ができないた

めです。来院して、待合室や行き
帰りの交通機関などで感染を広め

たり、感染させたりする可能性が
あります。心配な場合は、すぐ病
院に駆け込まず、かかりつけ医や
診療所、各種相談窓口に電話で相
談してください。

Ｑ外で運動や散歩をしても� �
いいの？

Ａ　「三つの密」を避けて人と
の間を２㍍以上保ちましょ

う。ウオーキングやジョギングは、
人の少ない所でするのをお勧めし
ます。ウイルスとの戦いは長期戦
です。長く続けられる自分なりの
リフレッシュ法や生活リズムを見
つけましょう。バランスの良い食
事、十分な睡眠、適度な運動も忘
れずに。

■⃞✓家族と部屋を分ける
　食事や寝る時も個室で
⃞✓世話は限られた人で
　�持病のある方や妊婦などは、�
世話をしない
⃞✓マスクを着ける
　�使ったマスクの表面には触
らない
⃞✓小まめに手洗い
　�石けんと流水で手を洗う。��
洗っていない手で目や鼻、
口を触らない

⃞⃞■⃞✓小まめに換気
　�１～２時間に5～１0分程度、２方向
の窓を開ける

⃞✓小まめに消毒
　�ドアノブなどの共有部分を小ま
めに消毒する

⃞✓リネンや衣服を洗濯
　�手袋とマスクを着けて洗濯し、
しっかり乾かす

⃞✓ごみは密閉して捨てる
　�鼻をかんだティッシュはすぐビ
ニールに入れ、密閉して室外へ

市内のお医者さんに聞きました
新型コロナウイルスQ&A

厚木医師会
公衆衛生担当理事
内山 順造　先生

万が一、感染が疑われた場合は？

密 閉

密 集 密 接

換気の悪い密閉空間
　密閉空間を避け、部屋を換気する。換気の目
安は 1～2 時間ごとに 5～10 分程度。

集団感染のリスクが高い条件

多数が集まる密集場所
　人が集まる機会を避け、集まる場合は、間隔
を１～２㍍程度離す。

間近で声を出す密接場面
　近距離を避け、咳エチケットやマスクの着用
を徹底する。

せき

感染症対策の正しい知識を

避けたい「三つの密」
市の関連情報はこちら▶

新型コロナウイルス
感染症

家庭での
注意点

厚木市　コロナに負けない　  検索

コロナに負けない！あつぎ中小企業応援交付金 問産業振興課☎225-2８30
　市内の中小企業の事業継続のため、休業した企業や新たなサービスを始めた企業、感染予防対策をし
た介護施設・保育施設などを支援します。詳しくは市HPへ。

中小企業
を

応援

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

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

5.15

　＝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）

申

6月
日 月 火 水 木 金 土
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日 月 火 水 木 金 土

1 2
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31
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催 し
神奈川工科大学
厚木市子ども科学館の催し

■プラネタリウム特別投影「銀河
クルージング」
　5月24日、13時30分～14時10分。
双眼鏡を使って星空探検。定員90
人。大人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「七夕ダンシング
モビール」
　6月14日、13時30分～14時。七夕
にちなんだおもちゃを作る。定員
35人。無料。申当日13時から整理
券を配布。先着順。
■土曜科学実験室「火薬を使わな
い花火を作ろう」
　6月27日、13時30分～15時30分。
線香花火を作る。小学生以上30人

（付き添いの方も要予約）。無料。
申6月6日（市外の方は翌日）9時
から電話で受け付け。先着順。

■キッズ☆プラネタリウム「たの
しいクラシックコンサート」　
　6月27日、13～14時。子どもと一
緒に楽しめる星空コンサート。生
演奏あり。定員90人。200円（中学
生以下50円）。申5月24日（年間パ
スポートをお持ちの方は23日）9
時から電話で受け付け。先着順。
■天体望遠鏡工作教室
　8月1日、16時～20時30分。天体
望遠鏡を作り夏の星空を観察。小
学生と大人（家族など）90人。望
遠鏡1台当たり2500円。申6月1～30
日に直接または電話で受け付け。
抽選。
■昼寝タリウム
　木曜、12時15分～12時45分。満
天の星の下、ゆったりと過ごす。
定員90人。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。
　いずれも会場・問い合わせは神
奈川工科大学厚木市子ども科学館
☎221-4152。

大人のための外遊びクラブ
火起こし・ドラム缶ピザ

　7月23日、10～15時。七沢自然ふ

れあいセンター。火起こし体験、ド
ラム缶を使ったピザ作りなど。市
内在住在勤在学の18歳以上20人

（高校生を除く）。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、電
話番号を書き、6月26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1902025

ななさわ森のようちえん
すいようび！森のたんけん隊

　7月1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6月1日から七沢自然
ふれあいセンター☎248-3500へ。
先着順。 1902029

講　座
幼児２人同乗用自転車講習会

　6月27日（雨天時は7月4日）、10
時～11時30分。厚木中央公園。安
全に幼児2人同乗用自転車に乗る
ための講習と実技。市内在住で6
歳未満の幼児が2人以上いる保護

者で、自転車の購入を予定してい
る方30人。無料。申電話またはファ
クス、Eメールに〒住所、氏名、電
話番号を書き、6月18日までに交通
安全課☎225-2760・薨295-2421・

3400@city.atsugi.kanagawa.jp
へ。抽選。講習を受講し、条件を
満たす方には自転車の購入費用の
半額（上限1万6000円）を助成（詳
しくは市HPに掲載）。

睡眠力アップ基礎講座・眠れ
るココロとカラダの作り方

　6月18日、14時～15時30分。緑ケ
丘公民館。保健師による眠りの改
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。無料。申5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

　6月9・22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、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アドバイス
と実技。20歳以上。無料。申電話
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、
5月29日（必着）までに健康づく
り課☎225-2201へ。

JAあつぎ農業塾「茶コース」
　7月8日～2021年5月26日（全10回）。 
栽培実習や講義、工場での製茶で
お茶について学ぶ。定員10人。1万
円（講師料など）。申JAあつぎHP
にある申込書を直接または郵送で
6月1～5日（消印有効）に〒243-
0004水引2-9-2JAあつぎ本所☎ 
221-2273へ。選考あり。

中小企業の
事業継続を支援事業承継とＭ

エ ム

＆
アンド

Ａ
エ ー

に補助金を交付

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。6月

2・16・30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

3・17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

4・18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

5・19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

9・23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

10・24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

11・25日 長谷公園
毛利台児童館

14：30～15：10
15：30～16：00

12・26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・厚木ガスリセ 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 26日 岡田・藤塚

　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 1912021
6月 市議会のお知らせ

本会議予定日（原則9時〜）
6月1日………議案等質疑
6月5・8・9日…一般質問
6月23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〜）
予算決算……6月1・22日
総務企画……6月11日
市民福祉……6月12日
環境教育……6月15日
都市経済……6月16日

広報広聴特別委員会
6月23日（本会議などの終了後）

問議会総務課☎225-2700

6月定例会議などの開催予定

　後継者不足や経営者の高齢化などの課題を抱える市内中小企
業の事業を継続させるため、事業承継や、企業の経営権を移す
取引（M＆A）の費用の一部を補助します。顧客や雇用の喪失
を防ぎ、企業の技術や知識を守ります。

知識や技術を
後世につなげ
るBoo~!!

問産業振興課☎︎225-2582

後継者に知識や技術を指導

【対　象】
❶市内に本店があり1年以上続けて事業を営む法人または、市
内に事業所を置き1年以上住所を有する個人❷市税を完納❸後
継者や譲渡先の企業が引き続き市内で事業を営む❹補助対象者
と譲渡先の代表者が同一人物でない―の全てを満たす中小企業
者（M&Aの場合は譲渡する側が対象）
【補助対象経費】
事業承継やＭ＆Ａの専門事業者に支払った経費
【補 助 額】
補助対象経費の2分の1以内（上限50万円）
申市HPにある申請書と必要書類を直接、産業振興課へ。

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がありま
す。公共施設の休館などと併せて、市HPで随時お知らせします。
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募　集
講座登録者を募集

　講座予約システムで講座・イベ
ントの情報を発信する市民団体を
募集します。
　《対象》市内で活動するサーク
ル30団体程度。申文化生涯学習課
や市HPにある申込書を、6月15日
までに文化生涯学習課☎225-2512
へ。抽選。対象など詳しくは、市
HPや文化生涯学習課にある募集
案内に掲載。

社会福祉協議会の職員を募集
　《試験》5月30日《内容》事務、
地域福祉推進業務など《対象》①
1985年4月2日～98年4月1日生まれ
②社会福祉士の資格を持つ③普通
自動車運転免許を有する―の全て
を満たす方1人。申社会福祉協議
会HPなどにある申込書を、直接ま
たは郵送で5月21日（必着）まで
に〒243-0018中町1-4-1社会福祉
協議会☎225-2947へ。

お知らせ
国民健康保険被保険者証

（兼高齢受給者証）を送付
　7月25日頃までに特定記録郵便
で送付します。窓口での受け取り
や簡易書留を希望する方は6月19
日までに国保年金課☎225-2120
へ。職場の健康保険に加入してい
る場合は、脱退の届け出が必要。

応急手当普及指導員
認定証の有効期限を延長

　新型コロナウイルス感染症の拡
大に伴い、応急手当普及員再講習
会が開催できないため、有効期限
を延長します。
　《対象》2017年4月1日～18年3月
31日に厚木市消防本部で認定証を
取得した市内在住在勤在学の方

《延長期限》2021年3月31日まで。
再講習会の再開などは市HPや広
報あつぎに掲載。問救急救命課☎
223-9365。

フードバンクの活動に協力を
　食品ロスを減らすため家庭で
余った食品を募集し、必要な家庭
に無償で提供します。
　《日時》5月20日、10～15時《場
所》あつぎ市民交流プラザ《対象》
賞味期限まで2カ月以上あり、常温
保存できる未開封の物。申当日直
接会場へ。問He

は ー と

art3
みぃよ

4☎220-5088
（10～16時）。

はかりの定期検査
　取引や証明で使うはかりは、2
年に一度の検査が義務付けられて
います。県計量協会の検査員・検
査補助員が、事業所や店舗を巡回
して検査します。計量士に依頼し
た場合は、市の定期検査を受ける

必要はありません。新たに市の定
期検査を希望する場合は、登録が
必要です。
　《検査時期》6～12月《対象》南
部地区＝厚木北、厚木南、依知北

（山際の一部）、依知南（金田の一
部）、南毛利、南毛利南、相川、
緑ケ丘（5丁目の一部）。問消費生
活センター☎225-2155。

市民満足度調査に協力を
　市政運営の基礎資料とするた
め、市の取り組みに対する皆さん
の満足度を調査します。対象者に
は6月上旬に調査票を郵送します
ので、協力をお願いします。
　《対象》市内在住の18歳以上
4000人（無作為抽出）《内容》子
育て、福祉、市民生活、教育、環境、
まちづくりなどのアンケート調査。
結果は広報あつぎや市HPなどに
掲載。問企画政策課☎225-2455。

国勢調査員の募集期間延長
　調査員の募集枠に余裕があるた

め、募集期間を延ばします。
　《締め切り》6月30日まで。詳し
い応募資格などは市HPに掲載。
問行政経営課☎225-2180。

マイナンバーカードの電子証明
書継続利用には手続きが必要

　マイナンバーカードに搭載され
ている電子証明書の有効期限が近
づいた方に、地方公共団体情報シ
ステム機構から有効期限通知書を
送ります。インターネット納税シ
ステム「e

イ

-
ー

T
タックス

ax」や各種書類のコ
ンビニ交付サービスなどを継続し
て利用する場合は、市民課で更新
手続きをしてください。問市民課
☎225-2039。

S
ス ト ッ プ

TOP TH
ザ

E 不法電波
　6月1～10日は電波利用環境保護
周知啓発強化期間です。不法な無
線局はテレビ放送や携帯電話、救
急用無線などを妨害します。電波
はルールを守り正しく使いましょう。
問関東総合通信局☎03-6238-1939。

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）

6月3～9日 第58回厚木市文化協会美術会会員展
6月6～9日 ハクビ和紙ちぎり絵学院本厚木教室作品展
6月10～16日 第11回　画永会・日本画展

6月12～14日 2020アトリエ・トロッコ作品展
～こどもの絵と工作～

6月18～23日 第9回　あじさい11の会　絵画展
6月24～30日 リュウケイinアミュー2020

ロードギャラリー
（厚木地下道）

5月22日～6月1７日 和田軍二　写真個展

6月19日～７月15日
フォトグループあゆ写真展
お絵描き教室MOMOちゃん家　作品展2020

問あつぎ市民交流プラザ
☎225-25106月の

問県赤十字血液センター☎228-9818

《日時》６月７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ります）。

　新型コロナウイルス感染症の影響による催しの中
止などでバスの受け入れ停止が相次ぎ、血液を必要
としています。協力をお願いします。

あなたの意思が
命を救う に協力を献血

地元の食材に舌鼓
　お米や露地野菜を作っている農家の牧
田さんのお宅で、地元の食材を使った料
理を教えていただきました。市内の直売
所などでそろえた食材はどれも新鮮で味
が濃く、「季節のものを食べるのが一番
のごちそう」という牧田さんの言葉にも
納得。春らしい香りのセリご飯や柔らか

くジューシーなロールキャベツなど、野
菜たっぷりで健康的で大満足でした。特
に、牧田さんお手製のみそで作ったみそ
汁は、地元の魅力が詰まった滋味深い味
わいでした。初めての食事リポートでし
たが、おなかいっぱい食べて、学んで、
ぜいたくな一日になりました。
　実は私も、家族で毎年みそを手作りし
ています。家にいる時間が長い今こそ、
食に手を掛けるのも良いかもしれませ
ん。ぜひ皆さん
も、地元の食材
を使ってひと手
間掛けた料理を
作ってみてくだ
さい。

市民リポーター
木下 麻里さん（39・毛利台）

市民リポ
ーターが

活動を紹
介

色とりどりの料理を楽しんだ

Administrator
テキストボックス



「広報あつぎ」では、自主財源確保のため広告掲載事業を実施しています。広告掲載の申し込みは㈱横浜メディアアド☎045-450-1804へ。

４ 2020(令和２)年５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

6月17日、９時～11時30分 要予約
6月8・26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
6月4日、９～12時 要予約
6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
15～3９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 6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 6月8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

6月22日、13～16時
要予約（前週から受け付け。先着6人）

交通事故 6月12日、13～16時
行 政 6月11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 6月4日、13～16時

公 証 人 6月5日、13～15時

行政書士 6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
8月末まで実施を見合わせ

療育歯科
相 談

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

問広報課☎225-２0４0

テレビ神奈川（tvk）を表示し、
リモコンのｄボタンを押します。１

２

３ ４お住まいの自治体のページが表示
されます。リモコンの▲▼（上下）
ボタンで「トピックス」を選び、
決定ボタンを押します。

「防災・安全情報」を選ぶと、防災
行政無線で放送されている内容を
確認できます。

　インターネット環境がなくても、地
上デジタル放送に対応している全ての
テレビで市の最新情報を確認できます。

情報の一覧が
表 示 さ れ ま
す。上下ボタ
ンで知りたい
情報のページ
を選び、決定
ボタンを押す
と、詳細が表示されます。
　リモコンの戻るボタンで一覧ページに
戻ります。各情報の詳細は、記載されて
いる担当部署へ問い合わせてください。

下図のような画面が表示されたら、 
リモコンの４色のボタンのうち、
緑色のボタンを押します。

リモコンのｄボタンを押すだけ

テレビで市の最新情報が確認できます

リモコンイメージ
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テキストボックス




