
　市内での買い物がお得になる、うれしいキャッ
シュバックキャンペーンを実施します。楽しく買い
物をして、市内のお店を応援しましょう。
� 問商業にぎわい課☎225-2840
《期間》　9月上旬～
《対象》　市内在住の方5万人
《金額》　2000円
《条件》　�期間中に市内の商業店舗2カ所以上で1万円

以上買い物をする
申市HPなどにある申込書に1万円以上のレシート
（コピー不可）を添え、郵送で〒243-0018中町1-8-
12市商店会連合会へ。先着順（1人1回まで）。申し
込み期限など詳しくは市HPに掲載。

1万円以上の買い物で2000円返ってくる!
「あつぎ生活応援キャッシュバック事業」で商業を活性化

あつぎ青春劇場
■唄う！青春劇場カラオケ大会
　無観客で開催します（9月8日〜
10月1日の火・木・土曜に厚木伊
勢原ケーブルネットワークで放送）。
ゲストは浪

なみ

ちひろ。
■あつぎ青春劇場落語会
　9月26日、11時〜12時30分。ア
ミューあつぎ。出演は柳

りゅう

亭
てい

市
いち

寿
じゅ

。
定員50人。500円。申当日直接会
場へ。先着順。
　いずれも問商業にぎわい課☎
225-2834。

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・秋のプラネタ
リウム番組
　9月5日〜11月29日、毎日＝15時
30分〜「えんとつ町のプペル」。�
土・日曜、祝日＝11時〜「かいけつ
ゾロリ・ＺＺのひみつ」、13時30
分〜「大恐竜時代」、14時30分〜
「コズミックフロント・時間旅行」。
各回45分。各回20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「ガイコツさん」
　8月18日、13時30分〜14時。紙
とはさみで手足がぶらぶらするガ
イコツを作る。定員10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
「宇宙の美術館」
　9月26日、18〜19時。音楽を聴き

ながら美しい天体を楽しむ。15歳
以上20人（中学生は除く）。200円。
申8月23日（年間パスポートを持つ
方は22日）9時から電話で受け付け。
　いずれも先着順。申し込み、問
い合わせは子ども科学館☎221-
4152へ。

ななさわ森のようちえん・森のたんけん隊
　10月7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9月1日から七沢自然
ふれあいセンター☎248-3500へ。
先着順。 1902029

出張！天体観望会・街中で惑星を観
み

よう
　10月2日、18〜20時。厚木中央
公園。天体望遠鏡を使った天体ミ
ニツアー。市内在住在勤在学の方
40人（中学生以下は保護者同伴）。
100円（材料費、保険料。3歳未満
は保険料45円のみ）。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、9月
11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1902022

身近な環境エコツアー・
里山の秋を見つけよう
　9月13日、9時30分〜13時。あつぎ
こどもの森公園。秋の虫や植物な
どを探す。市内在住在学の小学生

20人（保護者同伴）。無料。申電話
またはファクスに〒住所、氏名、
年齢、電話番号を書き、8月31日
までに環境政策課☎225-2749・薨
223-1668へ。抽選。 申2032001

斎場施設見学会
　8月26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8月15〜25日に
市斎場☎281-8595へ。先着順。

健康運動指導士による未病運動講座
　9月2・11日、①9時30分〜②10
時45分〜（各回45分）。保健福祉
センター。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などの助言と
実技。20歳以上の方各回15人。無
料。申8月17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
　9月29日、14時〜15時30分。睦合
南公民館。眠りを改善する講義や
香り袋作り。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8月17日から健康
づくり課☎225-2201へ。先着順。

あつぎ食育アドバイザー養成講座
　10月22日〜12月22日（全9回）、
10〜12時。あつぎ市民交流プラザ。
食生活を改善する知識を学ぶ。市
内在住でボランティアとして活動
できる20歳以上10人。500円（テ
キスト代）。申9月30日までに健康
づくり課☎225-2201へ。抽選。

　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。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

　＝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
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　2019年５月から１年間、モデル地区で
もえるごみを戸別収集してきた効果や皆
さんからの意見をまとめました。検証結
果を基に、ごみの減量化･資源化が進む、
より良い収集方法を検討していきます。
問環境事業課☎225-2790

戸別収集ってどんな� �
メリットがあるの？

①ごみ出しの負担軽減
②�自宅の敷地に出すことに
よる分別意識の高まり
　詳しい検証結果は市
HPに掲載。

モデル事業の
結果まとまる

■�もえるごみ収集量� �
の変化

　（�1日平均・� �
モデル地区のみ）

■�意識の変化
Q.��資源とごみの分別
を意識するように
なりましたか。

ごみの戸別収集 効果を検証
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　子どもを預かり、地
域の子育てをサポート
する会員を募集します。�
会員登録には講習会の
受講が必要です。

市内在住で子どもの一時預かりや送迎が
できる方

申子育て支援センターや公民館にある申込書を8月
31日までに直接、ファミリー・サポート・センター�
（アミューあつぎ8階）☎225-2933へ。 2012019

《日時》�9月9・10・17日� 9～17時
《場所》��あつぎ市民交流プラザ、消防本部��

託児あり（1歳以上5人。8月21日
までに要予約。先着順）

対 象

講習会

地域の
子育てを
お手伝い

ファミリー・サポート・センター
提供会員を募集

　「“お迎え” は住み慣れた自宅で」
と願う皆さんに向けた、在宅ホス
ピス医による講演会です。
《時間》13時30分〜15時30分
《場所》文化会館� 《定員》650人
申電話またはハガキ、ファクス、E
メールに〒住所、氏名、電話番号、参
加人数を書き、10月16日（必着）まで
に〒243-8511福祉総務課☎225-2047・
薨221-2205・ 1900-08@city.atsugi.�
kanagawa.jpへ。抽選。 申2005001

地域包括ケア市民講演会

ひとり暮らしは
明日のわが身

無料

10月26日

検索厚木市　戸別収集

２

大人女子のためのフィットネス・
プログラム・TEAM キラリ★
　思い切り体を動かしたい方＝10
月1・5・7・12・19・26日（全6回）、
10〜12時。ラテン系エクササイズ
など。ゆったり踊りたい方＝11月
2・4・10・16・17・24日（全6回）、
14〜16時。フラダンスなど。しな
やかな体をつくりたい方＝11月30
日、12月1・8日（全3回）。14〜16時。
バレエやヨガの動きを取り入れた
運動など。あつぎ市民交流プラザ。
市内在住の40〜59歳で介護保険
サービスを使っていない女性各
コース15人。無料。託児あり（1歳
〜小学3年生10人。9月7日までに要
予約。先着順）。申8月17日から健
康づくり課☎225-2201へ。先着順。

子育てアドバイザー（子育て
支援ボランティア）講習会
　9月9・17日（全2回）、9〜17時。
あつぎ市民交流プラザ、消防本部。
市内在住で地域の子育て支援にボ
ランティアとして関わりたい方20
人。無料。託児あり（1歳以上5人。
8月21日までに電話で要予約。先
着順）。保育所実習あり。申8月15
〜28日に子育て支援センター☎225-
2922へ。先着順。 申2012018

きっかけ運動教室
　9月2・9・16・23・30日（全5回）、
10〜12時。東町スポーツセンター。

自宅でもできる軽い運動。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
8月20日から介護福祉課☎225-
2388へ。先着順。

物忘れ予防・脳いきいき
教室・お出かけプログラム
　9月16日〜11月4日の水曜（全8回）、
14〜16時。あつぎ市民交流プラザ。
ウオーキングを取り入れた認知症
予防。市内在住の65歳以上20人。
無料。申直接、電話またはハガキ
に教室・コース名、〒住所、氏名、
生年月日、電話番号を書き、8月
31日（必着）までに〒243-8511介
護福祉課☎225-2388へ。抽選。
申2007007

救急救命講習
■小児・乳児への応急手当普通救
命講習会
　9月11日、13時30分〜16時30分。
消防本部。小児・乳児への心肺蘇
生法や大出血時の止血法、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3人）。 申1941012
■応急手当普通救命講習会
　9月25日、13時30分〜16時30分。
睦合分署。心肺蘇生法や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1941006
　いずれも無料。申8月17～25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
　9月1・8・15・29日（全4回）、
10時30分〜。誕生日カードや連絡
網を作る。2000円。 申2004015
■中級者向け表計算講座
　9月4・11・18・25日（全4回）、
13時30分〜。住所録や出席簿など
を作る。2000円。 申2004016
■初心者向け表計算スキルアップ
講座
　9月6・13・20日（全3回）、10時30
分〜。表の作り方や計算式の使い
方を学ぶ。1500円。 申2004017
　いずれも情報プラザ。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、8月24日（必着）
までに〒243-0021岡田3050情報プ
ラザ☎220-2711へ。抽選。

2004012スポーツ協会の教室
■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
　9月18日〜12月11日の金曜（全13
回）、1部＝18〜19時、2部＝19時
10分〜20時10分。南毛利スポーツ
センター。バランス能力や瞬発力を
高める（12月4日は運動能力テスト）。
市内在住在学の小学3〜6年生各部
20人。各回800円（テストは500円）。
■初・中級テニス教室
　9月4・9・11・16・23・25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。
■ゲートボール教室
　9月8・9日（全2回）、9時30分〜
11時30分。金田ゲートボール場。
市内在住在勤在学の方20人（小・
中学生を除く）。無料。
■なぎなた体験教室
　9月13日、10〜12時。東町スポー
ツセンター。市内在住在勤在学の
小学生以上20人。無料。
■初・中級卓球教室
　9月15・17・24・29日、10月1日（全
5回）。18時30分〜20時30分。南毛
利スポーツセンター。市内在住在
勤在学の小学生以上40人。2000円。

■初心者弓道教室
　9月19・26日、10月10・17・31日、11
月14日（全6回）。9時30分〜12時30分。
東町スポーツセンター。市内在住在
勤在学の中学生以上20人。3000円。
　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、8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。

初・中級テニス教室
　9月17・24日、10月1・8日（全4回）。
9時30分〜11時。南毛利テニスコー
ト。定員30人。1300円。申往復ハ
ガキに〒住所、氏名、性別、電話
番号を書き、9月2日（必着）までに
〒243-0035愛甲2-11-1-509市ファ
ミリーテニス協会事務局・石川☎
247-2941へ。抽選。

環境みどり公社の講座
■秋のハーバリウム講座
　9月19日。飾って楽しむ花のオイル
漬けを作る。1500円。 申2047002
◆秋を彩る寄せ植え体験
　9月26日。花束のような寄せ植
えを学ぶ。2000円。 申2047003
　いずれも10時～11時30分。ぼう
さいの丘公園。市内在住在勤在学
の方30人。費用は材料代他。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、
Eメールアドレス、参加人数を書
き、■8月31日◆9月9日（必着）
までに〒243-0036長谷626-1環境
みどり公社☎225-2778・薨248-
9502へ。◆は環境みどり公社HP
からも申し込み可。抽選。

介護職員初任者研修
　10月6日〜11月20日の火・木・
金曜（全20回。11月3日は除く）、�
8時40分〜17時。あつぎ介護職員
研修センター。介護福祉士や看護
師などによる研修。介護職を目指
す方や自宅での介護に役立てたい
方15人。5万9950円（教材代他）。
申三思会HPにある申込書を、郵
送で8月16日〜9月30日（必着）に
〒243-0034船子322-1さつきの里
あつぎ☎227-1188へ。先着順。

会�場 日　程 催し名
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9月2～8日 「絵本とロードバイクと」
さとうみほこ作品展（展示販売）

9月3～8日 アミューあつぎ〈5Ｆ〉で出逢う
ステキな時間（陶器展示販売）

9月10～15日 アート相州展（絵画手芸展示）

9月16～22日 第36回グループ完「輝く生命
（いのち）の絵画展」

9月23～29日

マダラキ・キョウジ水彩画＋
小林正一版画展
ストロボ第9回写真展示会

第8回フォトサークルＡ写真展

9月30日～10月6日 あじ彩の会作品展（水彩画）
ロ
ー
ド�

ギ
ャ
ラ
リ
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（
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地

下
道
）

8月21日～　9月16日 写甲会　第17回写真展

9月18日～10月14日 富士山写真展

問あつぎ市民交流プラザ
☎225-25109月の
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ベビーマッサージ
　9月①4日②18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①8月15〜
28日②9月2〜11日に子育て支援セ
ンター☎225-2922へ。抽選。 申
①2012008②2012015

親子ふれあい遊び・2 歳児
　9月11日、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。市内在住の
2歳児と保護者15組。無料。申9月
4日までに子育て支援センター☎
225-2922へ。抽選。 申2012016

赤ちゃんが欲しくなったら・妊娠の
こと、女性のこころとからだのこと
　10月3日、10時〜11時30分。保
健福祉センター。産婦人科医によ
る講義と個別相談。妊娠を考えて
いる男女10組。無料。申8月17日
から健康づくり課☎225-2597へ。
先着順。 2011001

市民ふれあいマーケットの出店者募集
　《日時》10月4日、9時〜13時30
分（雨天中止）《場所》厚木中央
公園《販売品目》日用雑貨や衣料
品など家庭での不用品（手作り品、
食品、動植物を除く）《対象》市
内在住の方70店舗（高校生以下は
不可）《出店料》500円。申往復ハ
ガキに〒住所、参加者全員の氏名、
日中に連絡が取れる電話番号、販
売品目、自動車の使用の有無（1
店舗1台まで）・ナンバー、返信先
の〒住所、氏名を書き8月31日（消
印有効）までに〒243-8511環境政
策課☎225-2749へ。抽選。1団体1
応募まで。 申2032002

市立病院看護補助者
（会計年度任用職員）募集
　《対象》健康な方《内容》病棟
の環境整備や患者の搬送など《勤
務時間》①7時〜②9時30分〜③11
時15分〜（各7時間45分）の週5日
シフト勤務（土・日曜、祝日を含

む）《報酬》月額16万6554円〜。
申8月31日までに病院総務課☎
221-1570へ。面接あり。

市住宅運営審議会の委員募集
　《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1〜2回）に出席できる③
他の付属機関の委員でない④市の
議員・職員でない─の全てを満た
す方2人《内容》市営住宅の供給
計画や建設について審議《任期》
11月1日〜（2年間）《報酬》日額
7800円（交通費含む）。申住宅課
や市HPにある申込書を郵送また
はファクス、Eメールで9月14日
（消印有効）までに〒243-8511住
宅課☎225-2346･薨224-0621・
5550＠city.atsugi.kanagawa.jpへ。

市住居表示審議会委員募集
　《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》10月1日〜（2年間）
《報酬》日額7800円（交通費含む）。
申まちづくり指導課や市HPにあ
る申込書を直接または郵送、ファ
クス、Eメールで9月18日（消印有効）
までに〒243-8511まちづくり指導
課☎225-2420・薨223-0166・
5900@city.atsugi.kanagawa.jpへ。

市民リポーター（学生）が決定
　7月から新たに市内の大学生4人
を市民リポーターとして委嘱しま
した。28人で市の魅力やまちの話
題などを発信していきます。問広
報課☎225-2040。

歯と歯ぐきの健康相談
　8月24日、9月7日。9時〜11時30
分。保健福祉センター。歯科衛生
士が歯磨きや口の悩みに答えま
す。歯間ブラシなどのプレゼント
あり。無料。申当日直接会場へ。
問健康づくり課☎225-2201。

全国一斉！建築物防災週間 
木造住宅耐震診断無料相談会
　《日時》8月30日〜9月5日、10〜
17時（土・日曜は除く）《場所》

建築指導課《対象》1981年以前に
完成した在来軸組工法の木造住宅
に住んでいる方。申希望日の前日
までに建築指導課☎225-2434へ。

８月は電気使用安全月間
　電気は正しく安全に利用しましょ
う。問環境政策課☎225-2749。

特別定額給付金の申請は
お済みですか
　特別定額給付金の申請は、8月
31日までです。期限を過ぎると申
請できません。
　《対象》4月27日に厚木市の住民
基本台帳に記録されている方《金
額》対象世帯に属する方1人当た
り10万円。申対象世帯に郵送した
申請書に必要書類を貼り、返信用
封筒で返送。問特別定額給付金
コールセンター☎200-7501。

国民年金保険料の納付は口座振替で
　納め忘れがない口座振替が便利
です。早割制度や6カ月前納など
の割引あり。申納付書と年金手帳、
預金通帳、金融機関届出印を持ち、
厚木年金事務所または金融機関へ。�
10月分からの6カ月前納の申し込
みは、8月31日まで。問厚木年金
事務所☎223-7171。

成年後見制度を進める
中核機関を設置
　制度を進める核となる機関が、
保健福祉センターに設置されまし
た。専門職などが相談や支援を受
け付けます。無料。問権利擁護支
援センター☎225-2939。

「子どもの人権 110 番」強化週間
　8月28日〜9月3日は、全国一斉
「子どもの人権110番」強化週間で
す。人権擁護委員や法務局職員が、
学校でのいじめや家庭内の児童虐
待などの相談を受け付けます。
　《日時》8月28日〜9月3日、8時
30分〜19時（土・日曜は10〜17時）
《相談専用ダイヤル》☎0120-007-
110《費用》無料。問横浜地方法
務局☎045-641-7926。

厚木産のナシ・ブドウを販売
　市内の農家が栽培し8月に旬を

迎えるナシ・ブドウを、JAあつぎ
農産物直売所「夢未市」などで直売
しています。詳しくは、JAあつぎ
HPに掲載。問JAあつぎ☎221-2273。

「県弁護士会人権賞」候補者の推薦
　候補者の推薦を募ります。
　《対象》県内で人権侵害に対する
救済活動や人権思想の普及活動など
をした個人・団体。申県弁護士会HP
にある推薦書などを郵送で8月31日ま
でに〒231-0021横浜市中区日本大
通9県弁護士会☎045-211-7705へ。

宅建協会合同無料相談会
　9月5日、10〜16時。宅建協会県
央支部。専門家による相続や税金、
土地建物売買などの相談。無料。
申9月4日までに宅建協会県央支部
☎224-6561へ。

本厚木駅連絡所を臨時休業
　8月18・19日は駅ビル休館日のた
め、連絡所業務と観光案内業務を
休業します。問市民課☎225-2110。

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。9月

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

8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 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 23日 下川入・上戸田

9日 宮の里 24日 山際・緑ケ丘・金田

10日 飯山中部・及川 25日 岡田・藤塚

11日 鳶尾・上荻野 28日 浅間山

　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 2012009
9月

みみ んん ななの で
つくる
声声

ままちち
《意見交換会》
■（仮称）情報化推進計画（2021～26）
　9月1日、19〜20時。市役所本庁
舎。申電話またはファクス、Eメー
ルに意見交換会名、氏名、電話番
号を書き、8月26日までに情報政
策課☎225-2447・薨225-3732・
1300@city.atsugi.kanagawa.jpへ。
■第3次健康食育あつぎプラン
　9月28日、19〜20時。市役所本庁
舎。申電話またはファクス、Eメー
ルに意見交換会名、氏名、電話番
号を書き、9月23日までに健康長
寿推進課☎225-2174・薨224-8407・�
2250@city.atsugi.kanagawa.�

jpへ。
《パブリックコメント》
■市営自転車等駐車場条例の一部改正
　《閲覧期間》9月1日〜10月1日�
《閲覧場所》交通安全課、市政�
情報コーナー、公民館、本厚木・
愛甲石田駅連絡所、保健福祉セ�
ンター、中央図書館、あつぎ市民
交流プラザ、市営駐輪場、市HP�
《応募方法》閲覧場所にある用紙で
確認。問交通安全課☎225-2760。

●本会議予定日（原則9時～）
　9月1日……議案等質疑
　9月7～9日……一般質問
10月6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～）
　9月1日・10月5日…予算決算
　9月14・23日…総務企画
　9月15・24日…市民福祉
　9月16・25日…環境教育
　9月17・28日…都市経済
■広報広聴特別委員会
10月6日（本会議などの終了後）

問議会総務課☎225-2700

市 議 会
9月定例会議
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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（8月は28日）、

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

９月2９日、９時～11時30分 要予約
９月1・14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
９月3日、９～12時 要予約
９月14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）

９月25日、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

7階

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）

※開催状況や時間は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 8月17日、９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 8月17日、９月14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）

司 法 書
士 法 律

8月24日、13～16時
要予約（前週から受け付け。先着6人）

交通事故 8月21・28日、９月11日。13～16時
行 政 8月27日、９月10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 ９月3日、13～16時
公 証 人 8月21日、９月4日。13～15時
行政書士 ９月7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

９月17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  

種　別 種　類 変更前 変更後

普通診断書 病院所定の診断書、小児慢性特定疾病医療意
見書など 1650円 2200円

特別診断書 保険請求用の診断書、身体障害者診断書など 4400円 5500円

普通証明書 出生証明書、領収証明書など 1100円 1650円

特別証明書 自賠責保険診療報酬明細書 3300円 5500円

相談

■かかりつけ医と総合病院の違いって？
かかりつけ医▶軽い症状やけが、
健康診断の他、健康に不安がある
時などにすぐ相談できる身近な医
師。必要な時に専門医・医療機関
を紹介する。
総合病院▶多くの診療科や高度な
設備があり、精密検査や重症患者
の対応ができる。初期症状で多く
の患者がかかると命に関わる疾患
の患者がすぐに治療を受けられな
いため、適切な利用が必要。

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

　かかりつけ医は、気軽に相談できる地域の身近な医師で、専門的な診療が必
要になった時に市立病院などの総合病院へ素早くつなぐ役割も担っています。
誰もが適切な診療を受けられるよう、かかりつけ医を持ちましょう。

問市立病院☎221-1570

身近ですぐに相談できる

かかりつけ医を持ちましょう

●急性期の治療
●専門医による治療
●精密な検査

症状が
安定

日常的な
診療

長期間な
経過観察健康相談

かかりつけ医

総合病院

専門・急性期病院へ紹介
紹
介
状

紹

紹
介
状

■市立病院の料金が変わります
　（10月１日～）

診断書・証明書の発行
　診断書の発行にかかる手数料が変わります。９月30日までに申し込ん
だ文書は、受け取りが10月以降でも改定前の料金が適用されます。

❶初診…5500円（9月までは1770円）
❷他の医療機関へ紹介した患者の再診…2750円（9月まではなし）

かかりつけ医などからの紹介状がない場合
　国の制度の改定に伴い、受診料に加算さ
れる金額が変わります。


