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神奈川工科大学
厚木市子ども科学館の催し
■昼寝タリウム
　木曜（12月3日、12月24日～1月
7日を除く）、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。200円（中学生以下50
円）。申当日9時から観覧券を販売。
1913007

■プラネタリウム特別番組
「太陽・私たちの母なる星」
　11月21日、13時30分～14時10分。
日本語字幕とナレーション付きの
番組。定員25人。200円（中学生
以下50円）。申当日9時から観覧券
を販売。 2013004
■プラネタリウム特別番組
「銀河クルージング」
　11月22日、13時30分～14時10分。
双眼鏡で銀河や星団を楽しむ。定
員25人。200円（中学生以下50円）。
申当日9時から観覧券を販売。
2013010

■コスモシアター・冬のプラネタ
リウム番組
　12月5日～2月28日（12月29日～1
月3日を除く）。毎日＝15時～「え
んとつ町のプペル」、土・日曜、
祝日、冬休み期間中（12月25日～
1月7日）＝10時～、11時30分～「大
恐竜時代」、13時30分～「はやぶ
さ2」。各回45分。番組前半は冬の
星座解説。定員25人。200円（中
学生以下50円）。申当日9時から観
覧券を販売。 2013009
■どきどきタイム「ロケットの実験」
　11月23日、①10時～②13時30分
～（一人約20分の入れ替え制）。
入浴剤とペットボトルを使ってロ
ケットを作る実験。定員25人。無料。 
申当日直接会場へ。 2013021
■ちょきちょきタイム
「紙とはさみであそぼう」
　11月23日、①10時～②13時30分
～（一人約5分の入れ替え制）。紙
とはさみを使った工作。定員25人。
無料。申当日直接会場へ。 2013022
■アロマプラネタリウム・秋
「大人のための癒しの時間」

　11月28日、18～19時。アロマと
安らぎの音楽などを楽しむ。15歳
以上25人（中学生は除く）。200円。
申当日9時から観覧券を販売。
2013011
■わくわく実験「飛ばしてあそぼう」
　12月5日、 ①10時 ～ ②13時30分
～（各回120分）。飛ぶおもちゃを
作って遊ぶ。定員30人。無料。申
当日直接会場へ。 2013023
■ミニ工作教室
「クリスマスツリー・２」
　12月13日、13時30分～14時。画
用紙で作ったツリーを飾って楽し
む。定員10人。無料。申当日9時
から電話で受け付け。 2013012
　いずれも先着順。会場、問い合
わせは子ども科学館☎221-4152。

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。12月13
日には特別市「歳末感謝フェア」を
開催。問農業政策課☎225-2801。

　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）
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発熱等診療
予約センターの活用を

新型コロナウイルス
（コロナ）対策

　コロナとインフルエンザの
同時流行に備え、受診先を調
整する「発熱等診療予約セン
ター」を県が設置しました。
発熱などの症状がある人がか
かりつけ医で受診できなかっ
た場合、予約を代行し、診療が
受けられない状況を防ぎます。
問健康長寿推進課☎225-2174

☎0570-048914（9～21時）
《対象者》発熱・咳

せき

・喉の痛みの
いずれかを含む症状のある方

※つながらない場合は☎045-285-1015
※無料通信アプリ「L

ラ イ ン

INE」でも予約可能

県の相談窓口

　センターの開設と専用ダイヤル■1
の延長に伴い、コロナの疑いがある
人向けの相談窓口「帰国者・接触者
相談センター」は終了となりました。

発熱・咳・
喉の痛み

せき

①アプリまたは
電話で予約申し込み

2かかりつけ医を受診できなかった場合、
　センターを通じて予約

1患者がかかりつけ医に直接予約

②予約可否照会

④予約結果連絡 ③予約確定発熱等診療
予約センター

発熱診療等
医療機関

発熱時の予約までの流れ

※コロナ接触確認アプリ

《「催し」は２面に続きます》

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

あ
つ
ぎ

No.1339

Public Relations Paper
Atsugi City

お
知
ら
せ
版

2020

11.15

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▼

ウェブは多言語にも対応

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

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
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　家庭系ごみの減量化・資源化を進めるため、10月から1年間、
厚木南・相川の2地区で、燃えるごみとして処理していた「製
品プラスチック」を資源物として月1回収集します。結果を検
証し、ごみの減量につなげていきます。

家庭ごみの
資源化に向けて

ごみの資源化
を進めて環境
にやさしいま
ちにするBoo~!!

問環境事業課☎２２5-２790

製品プラスチックの分別収集を検証

製品プラスチック
　ＰＰ（ポリプロピレン）
またはＰＥ（ポリエチレン） 
と記載された100％プラス
チックの製品を収集（例：
バケツ、ごみ箱、洗面器など）

※50㌢以上の物は粗大ごみ

再利用
　フォークリフトに使うパ
レットや段差を緩衝するス
ロープなどの原料に

製品プラスチック資源回収イメージ
　２地区での現状や事業効果を検証
し、今後の展開を検討します。

収集

インフルエンザの予防を
　感染症の影響で事業収入が減った中小事業者などを支援するため、
2021年度の固定資産税と都市計画税を軽減します。
� 問資産税課☎225-2032
《対象者》　感染症の影響
で、2～10月のうち連続
する3カ月の事業収入の
合計額が前年同期と比べ
て30％以上減少している
中小事業者など

《軽減率》

《対象の税》　21年度分の
①事業用家屋と償却資産
の固定資産税②事業用家
屋の都市計画税

申国に認定された商工会議所や金融機
関などの「認定経営革新等支援機関等」
で対象か確認を受け、21年1月4日～2月
1日に市に申告書などを提出。対象や
申告方法など、詳しくは市HPに掲載。

指定期間の事業収入の
対前年同期比減少率 軽減率

50％以上 全額
30％以上50％未満 2分の1

新型コロナウイルスとの同時流行に注意

　手洗いやせきエチケットなどの対策はもちろん、規則正しい生活習
慣で免疫を高め、感染を防ぎましょう。�問健康長寿推進課☎225-2174
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食事

ストレス対策

睡眠

3回以上を
心掛け

顔に合わせ
てぴったりと 一日三食を

十分な睡眠で
疲れをとる

予防接種も
忘れずに

65歳以上は無料、 
小学生以下は1000
円を助成。詳しく
は、市HPに掲載。

運動で
体力維持を

着脱しやすい
服で体温調節

暖房器具の
活用を

オン・オフの
切り替えを

新型コロナウイルス対策で中小事業者を支援

固定資産税と都市計画税を軽減

２

ペット適正飼養講演会
　1月17日、13時30分～15時30分。
あつぎ市民交流プラザ。「高齢者
とペットの暮らし・もしもに備え
て」がテーマの講演。定員20人。
無料。申11月16日から生活環境課
☎225-2750へ。先着順。

ななさわ森のようちえん
森のたんけん隊

　1月6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12月1日から七沢自然
ふれあいセンター☎248-3500へ。
先着順。 1902029

大人のための外遊びクラブ・
草木染めとカレーライス

　1月17日、10～15時。七沢自然
ふれあいセンター。タマネギの皮
で染め物体験、野外炊事など。市

内在住在勤在学の18歳以上20人
（高校生は除く）。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、12月18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
1902027

講　座

i

自然観察と葉っぱで遊ぼう
　12月12日、14～16時。あつぎ郷
土博物館。葉を観察し、図鑑やス
タンプを作る。定員15人。無料。申
12月1日までにあつぎ郷土博物館
☎225-2515へ。抽選。 2044010

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
　12月8・15日（全2回）、10時30分
～。インターネットの基礎知識、接
続方法、セキュリティー対策などを学
ぶ。定員8人。1000円。 申2004034
■初・中級者向けデジタル写真活
用講座
　12月8・15・22日（全3回）、13時
30分～。写真データの取り込みや加

工、アルバムの作り方などを学ぶ。
定員8人。1500円。 申2004035
■初心者向け表計算講座
　12月11・18・25日（全3回）、13
時30分～。表計算ソフトでデータ
入力、書式設定、グラフの作り方
などを学ぶ。定員8人。1500円。
申2004036
■初心者向け表計算スキルアップ
講座
　12月13・20・27日（全3回）、10
時30分～。表計算ソフトで、表の
作り方や編集方法、計算式の使い
方などを学ぶ。定員8人。1500円。
申2004037

■初心者向けカレンダー作成講座
　12月22日、10時30分～。表計算
ソフトでカレンダーを作る。定員
8人。500円。 申2004038
　いずれも会場は情報プラザ。各
回120分。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、11月24日（必
着）までに〒243-0021岡田3050情
報プラザ☎220-2711へ。抽選。

物忘れ予防・脳いきいき教室
「お出かけプログラム」
　1月7日～3月4日の木曜（全8回。
2月11日は除く）、10～12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講座名、〒住
所、氏名、生年月日、電話番号を
書き、11月30日（必着）までに
〒243-8511介護福祉課☎225-2388
へ。抽選。 申2007014

きっかけ運動教室
　12月3・10・17・24日、14～16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11月24
日から介護福祉課☎225-2388へ。
先着順。

カラダ快活講座
　12月22日、14時～15時30分。保
健福祉センター。健康あつぎ推進
リーダーによる骨盤や口の体操。
市内在住の方20人。無料。申11月
16日から健康づくり課☎225-2201
へ。先着順。

フレイル（虚弱）チェック
　12月18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、11月30日（必
着）までに〒243-8511介護福祉課
☎225-2388へ。抽選。 申2007017

特効！糖尿病予防のマル秘テク講
座・これであなたも検査値改善！

　①12月15日＝南毛利公民館②12
月23日＝森の里公民館。14時～15
時30分。保健師、栄養士から高血
糖を防ぐこつを学ぶ。血管年齢・
骨健康度測定も同時開催。市内在
住の40～64歳15人。無料。申11月



問国保年金課☎225-2125 問環境事業課☎225-2790

　プロの音楽プロデューサーやアー
ティストから直接、歌や曲の講評を受
けるワークショップを開催します。

　健康的な体をつくるため、効果
的な運動の仕方や食事の取り方を
学んでみませんか。

《日時》　2021年1月31日 13～17時
《場所》　文化会館 《日時》 12月22日 20時～21時30分

《対象》市内在住在勤在学の方
《内容》専門の講師による運動や食事に関する講座

《対象》　①市内在住在勤在学②市内の学校を卒業③活動
拠点が市内─のいずれかに該当する方が半数を占める中
学生～30歳で構成するグループまたは個人（プロダクション
と契約がない方。未成年者は保護者の同意が必要）
《定員》　20組（書類・音源審査で選出）

　12月29日まで当日の様子を動画で公開。申し
込みや詳細は市HPに掲載。

　粗大ごみの持ち込みは、感染
症を防ぐため予約制で受け付け
ています。

《休業期間》12月29日～1月3日
　※ 粗大ごみの戸別収集は12月29日

まで実施

申文化生涯学習課や市HPにある応募用紙に音源１曲分
（CD-R）を添え、直接または郵送で１１月１6日〜１2月１8日
（必着）に〒243-85１１文化生涯学習課☎225-2508へ。市
HPからも申込み可。

シンガーを目指す若者への
ワークショップ

無料あつぎミュージックフェスティバル
健康
ダイエット
ジム監修

オンライン
運動セミナー

無料 環境センターへの
粗大ごみの持ち込み

年末は
12月28日
まで

動画の上映会を開催
日時：12月23日 10時～11時30分
会場：あつぎ市民交流プラザ

詳しくはこちら

ミュージシャンの
Ｓ
 サ  ル  
ＡＬＵも来場

３2020(令和２)年11月15日

16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

　12月11・22日、 ①9時30分 ～ ②
10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
せる体操などのアドバイスと実
技。市内在住の20歳以上15人。無
料。申11月16日から健康づくり課
☎225-2201へ。先着順。

歯と歯ぐきの健康相談
　11月25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る。無料。歯
間ブラシやデンタルフロスをプレ
ゼント。申当日直接会場へ。問健
康づくり課☎225-2201。

ワーキングマザー両立応援
カウンセリング

　12月1日、2月2日、3月2日。 ①
13時～②14時～③15時～（各回50
分）。あつぎ市民交流プラザ。女
性カウンセラーが、職場で子育て
への理解・協力を得る働き方をカ
ウンセリング。各回1人。無料。
申かながわ労働センター☎045-
633-6110へ。先着順。

やさしい円満相続セミナー
　11月25日、14時～15時30分。あ
つぎ市民交流プラザ。相続の流れ
と基本を学ぶ。個別相談あり（要
予約）。市内在住の方。無料。申あ
つぎ相続くらし支援センター☎0120-
210-129へ。詳しくはHPに掲載。

宅建協会合同無料相談会
　12月5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。申12
月4日までに宅建協会県央支部☎
224-6561へ。

子育てi
親子ふれあい遊び

　12月11日、10時30分～11時20分。
あつぎ市民交流プラザ。親子で触
れ合い遊びを楽しむ。市内在住で
生後7カ月～歩き始めの子どもと
保護者10組。既受講者を除く。無
料。申12月4日までに子育て支援
センター☎225-2922へ。抽選。
申2012037

ベビーマッサージ
　12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
ちゃんとの触れ合い方を学ぶ。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①11月18～
27日②12月2～11日に子育て支援
センター☎225-2922へ。抽選。
申①2012035②2012036

募　集i
法人市民税申告書送付用
封筒の広告主を募集

　申告対象事業者に送る封筒の広
告主を募集します。
　《作成枚数》約1万2000枚《募集
期限》12月18日《対象》市内に事業
所がある事業者。詳しくは市HPに掲

載。抽選。問市民税課☎225-2012。

県立総合職業技術校2021
年4月生Ⅰ期を募集

　《実施校》かなテクカレッジ東
部（横浜市）西部（秦野市）《コー
ス》実施校によって異なる。精密
加工エンジニア、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》
12月13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
12月7日（消印有効）までに各校へ。
問県産業人材課☎045-210-5715。

ＬＥＤイルミネーションを
募集

　家庭で使わないLEDイルミネー
ションを再利用し、ぼうさいの丘
公園内に飾ります。申現物を持ち、
11月26日までに直接、ぼうさいの
丘公園へ。問環境みどり公社☎
225-2774。

お知らせ
教育委員会点検評価報告書
を作成

　教育委員会の取り組みに対する
学識経験者と公募の市民からの意
見や助言をまとめた「点検評価報
告書」を作成しました。対象は、
教育充実プランに位置付けた2019
年度の65事業です。報告書は市
HPと市政情報コーナーで閲覧でき
ます。問教育総務課☎225-2663。

年末美化清掃
　きれいなまちで気持ち良く新年
を迎えるため、全自治会で道路・公
園など、公共の場所を清掃します。
　《実施日》12月6日（荒天時13日）。
時間や場所は、自治会の回覧など
に掲載。問生活環境課☎225-2750。

あつぎ
郷土博物館館學藝員のススメ

第15回 　博物館の学芸員が、あれ
これを語り倒すコーナー。

長
い
歴
史
を
持
つ
お
札

　新興感染症がまん延していま
すが、人類は長い歴史の中で多
くの疫病と戦ってきました。博
物館では、人々が神仏に祈願し、
疫病を止めようとしたことが分
かる「鳶尾山金

こん

毘
ぴ

羅
ら

子
し

世
せ

羅
ら

天
てん

由
来記」（下荻野･養徳寺蔵）を12
月から展示します。
　由来記は、1800年代に養徳寺
の和尚が村にまん延した疫病を
止める祈祷中、神様（金毘羅子
世羅）が夢に現れたことを記し
ています。神様は、疫病から人々
を救済すると告げ、金毘羅授記
本一巻を授けました。その後、
疫病は終息したと伝えられてい
ます。

　養徳寺では、人々を疫病から
守った金毘羅の物語が言い伝え
られ、江戸時代からお札が配ら
れています。長い間、途絶える
ことのなかったお札は、今でも
人々を守っているかのようです。

疫病は神様が� �
終息させた？

大野 一郎

鳶尾山金毘羅子世羅天
由来記は展示室に１2月
から設置。詳しくは市
HPに掲載

施設案内▲
問あつぎ郷土博物館☎225-2515

《「お知らせ」は4面に続きます》
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高齢者バス割引乗車券「かなちゃ
ん手形」（6カ月券）購入費助成
　神奈中グループの一般路線バス
全区間を1回100円（深夜バスは200
円）で乗車できる割引乗車券「かな�
ちゃん手形」の購入費を助成します。
　《対象》4月1日現在、市に住民登
録があり2021年3月31日までに70
歳以上になる方（助成券で1年券を
購入した方は除く）《助成額》5900
円の6カ月券を2400円助成。申12
月17日から介護福祉課☎225-2224
へ。券の販売は12月21日から。

小学校入学準備金の支給
　経済的な理由で入学準備が困難�
な保護者に入学準備金を支給します。
　《資格》①2021年3月1日現在市
に居住し住民登録がある②期限内
に教育委員会に申請書を提出③入
学予定者の属する世帯が経済的な
理由により入学準備が困難（収入
額などの認定基準あり）④生活保
護利用世帯でない―の全てを満た
す保護者《支給予定額》5万1060円。
申学務課や市HPにある申請書と
添付書類を、12月1日〜21年2月12

日に直接、学務課☎225-2650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

■木造住宅の耐震診断と耐震改修
工事の助成
　《対象》①1981年以前に完成②
地上2階建て以下の木造在来軸組
工法―の全てを満たす住宅の所有
者または親族。
■分譲マンションへの耐震アドバ
イザー派遣と予備診断の助成
　《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。
　いずれも申12月15日までに建築
指導課☎225-2434へ。

国民年金保険料控除証明
書の発行
　2020年に納めた国民年金保険料
は、社会保険料控除としてその年
の課税所得から控除されます。11
月上旬に日本年金機構から送付さ
れる証明書を、年末調整や確定申
告の際に添付してください。問日
本年金機構☎0570-003-004。

1
い

1月
い

3
み

0日
ら い

は「年金の日」
　11月30日は、自身の年金記録と
受給見込み額を確認し、老後の生
活設計を考える「年金の日」です。
確認には「ねんきんネット」が便
利です。利用・登録方法は、日本
年金機構HPに掲載。問日本年金
機構☎0570-058-555。

11月25日～12月1日は
犯罪被害者週間
　犯罪被害に遭った方の支援に
は、周囲の理解が必要です。警察
では、各種被害の相談窓口で、他
の専門相談機関と連携して被害者
や家族からの相談を受け付けてい
ます。問厚木警察署☎223-0110。

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）

12月25～27日 アイリス絵画教室　作品展

ロードギャラリー
（厚木地下道）

12月18日～1月20日 契約トラブル等のご相談は、消費
生活センターへ

12月22日～1月20日 明るい選挙啓発ポスターコンクー
ル展示会

問あつぎ市民交流プラザ
☎225-251012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。12月

1・15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

2・16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

3・17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

4・18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

8・22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

9・23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

10・24日 長谷公園
毛利台児童館

14：30～15：10
15：30～16：00

11・25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 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 21日 愛甲・小野

9日 宮の里 22日 毛利台・吾妻町

10日 飯山中部・及川 23日 下川入・上戸田

11日 鳶尾・上荻野 24日 緑ケ丘・山際・金田

　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 2012038
12月

●本会議予定日（原則9時〜）
11月30日……議案等質疑
12月4 ・ 7 ・ 8日……一般質問
12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〜）
11月30日 ・ 12月21日…予算決算
12月10日…総務企画
12月11日…市民福祉
12月14日…環境教育
12月15日…都市経済
■広報広聴特別委員会
12月22日 （本会議などの終了後）

問議会総務課☎225-2700

市 議 会
12月定例会議

　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

ハニーボーイ 11月19日まで
シチリアーノ　
裏切りの美学

11月20日まで
スペシャルズ！ ～政府
が潰そうとした自閉症
ケア施設を守った男た
ちの実話～
ミッドウェイ
人数の町

11月27日までミッドナイトスワン
エレファント・マン 4K修復版
ようこそ映画音響の世界へ 11月21日～

 12月4日星の子
マイ・バッハ　
不屈のピアニスト

11月28日～
 12月11日

　地球温暖化の進行を食い止めるには、一人一人の環境に配慮した
小さな行動の積み重ねが大切です。日々の生活を振り返り、できる
ことから始めてみませんか。 問環境政策課☎225-2749

12月は
地球温暖化
防止月間 地球に優しい暮らしを

□運転は慌てず
　エコドライブを
　感染症の影響で自
家用車の利用が増え
ています。発進時は
アクセルをゆっくり
踏み、車間距離を空
けましょう。

◆スマートハウス導入奨励金
　太陽光パネルを設置した家に最大3万円を交付。
◆ゼロ円ソーラー
　太陽光パネル設置の初期費用を事業者が負担。

市の補助金を活用してもっとエコに

詳しくは 厚木市　環境　補助金 検索

市では、地球温暖
化対策実行計画
（区域施策編）の
改定作業を実施し
ています。詳しく
は市HPに掲載。

□家電の見直しを
　買い替えの際は、省
エネ性能にも目を向け
ましょう。特に冷蔵庫
は、10年前と比べて電
力消費量が約40％削減
されています。

□荷物の受け取り
　は1回で
　コンビニ受け取
りや宅配ボックス
などを使い、荷物
の再配達を減らし
ましょう。

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》
■地域福祉計画（第５期）の策定
問福祉総務課☎225-2200・薨221-22�
05・ 1900＠city.atsugi.kanagawa.jp。
■障がい者福祉計画（第6期）の策定
問障がい福祉課☎225-2225・薨224-02�
29・ 2100＠city.atsugi.kanagawa.jp。
■高齢者保健福祉計画・介護保険
事業計画（第８期）の策定
問介護福祉課☎225-2220・薨221-16�
40・ 2230＠city.atsugi.kanagawa.jp。
◆企業等の立地促進等に関する条
例の一部改正
問産業振興課☎225-2831。
　いずれも《閲覧期間》11月24日
～12月25日《閲覧場所》各課窓口、
市政情報コーナー、各公民館、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（◆は商工
会議所、県内陸工業団地協同組合
にもあり）《応募資格》■市内在
住在勤在学または市内で活動する
法人・個人・団体◆なし《応募方法》
閲覧場所にある用紙で確認。
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　プラネタリウムとお茶会で
育児の疲れを癒やしませんか。

　現役の保育士が、市内の各園の特色を紹
介しながら就職のアドバイスをします。

　職員の欠員や出
産休暇などの際、
補助業務に当たる
職員の登録者を募
集します。

日時　12月11日　13〜15時
場所　神奈川工科大学　
　　　厚木市子ども科学館他
内容　�プラネタリウム鑑賞、
　　　お茶会
費用　500円
対象　�市内在住で未就学児の保護者20人。託児あ

り（生後3カ月以上20人。11月30日までに要
予約。先着順）

申子育て支援センターや市HPにある申込書を直接
または郵送、ファクスで11月15日から〒243-8511子育
て支援センター☎225-2922・薨223-1684へ。先着順。

日時　11月28日　10〜14時
場所　あつぎ市民交流プラザ
対象　市内の保育施設に就職を希望する方

職種　一般事務、保育士、保健師など
任期　最長1年（4月1日〜翌年3月31日）
対象　18歳以上（職種によって要資格）
※職種や給与など詳しくは市HPに掲載
申職員課や市HPにあるエントリーシート
を、随時、職員課へ。欠員などがあった際
に面接を実施し、任用を決定。

参加者募集
子どもたちと
楽しく働こう

保育の仕事

申当日直接会場へ。�問保育課☎225-2768 問職員課☎225-2070

プラネタリウムで息抜き

子育てリフレッシュ講座 就職相談会
会計年度任用職員の
登録者を募集

市 職 員 の 給 与 状 況
2020年4月1日現在

人件費の状況（一般会計決算）

区　分
住民基本
台帳人口

（20年1月1日）
決算額
（Ａ）

人件費※
（Ｂ）

人件費率
（Ｂ）/（Ａ）

18年度
の人件費率
（参考）

2019年度 22万4378人 900億
1260万円

154億
8964万円 17.2％ 16.3％

※人件費には、特別職に支給される給料・報酬などを含む

区　分
厚木市 国

自己都合 定年 自己都合 定年

退職
手当

支
給
率

勤続20年 19.6695月分 24.586875月分 19.6695月分 24.586875月分

勤続25年 28.0395月分 33.27075月分 28.0395月分 33.27075月分

勤続35年 39.7575月分 47.709月分 39.7575月分 47.709月分

最高限度額 �47.709月分 47.709月分 �47.709月分 47.709月分

その他の
加算措置

定年前早期退職特例措置
（2～20%加算）

定年前早期退職特例措置
（2～45%加算）

1人当たり平均支給額※ 1066万円 2166万円 － －

※1人当たり平均支給額は、19年度に退職した全職種の職員に支給した平均額

区　分 厚木市 国

地域手当

支給率 14％（16％） 16％

支給対象職員数 1520人 －

支給実績（19年度決算） 8億8190万円 －

支給対象職員1人当たり平均支給年額（19年度決算） 58万　200円 －

※支給率の（　）内は、条例本則上の率
※自主的な削減を12年度から実施、20年度は14％に引き下げ

職員給与費の状況（一般会計決算）

区　分 職員数（Ａ）
給　与　費 1人当たり

給与費
（Ｂ）/（Ａ）給料 職員手当※ 期末・勤勉手当 計（Ｂ）

2019年度 1556人 58億
4695万円

24億
277万円

26億
7572万円

109億
2544万円

702万
1491円

※�職員手当とは、扶養・地域・住居・通勤・管理職・特殊勤務・時間外勤務などの手当
※�職員数は、19年4月1日現在の人数（常勤特別職と再任用職員を含む）

職員の平均給料月額と平均年齢の状況
区　分

厚木市 国
平均給料月額 平均年齢 平均給料月額 平均年齢

一 般 行 政 職 33万2178円 43.2歳 32万9433円 43.4歳
技能・労務職 34万4657円 51.7歳 28万7312円 50.9歳
消 　 防 　 職 31万3765円 39.2歳 － －

※�平均給料月額と平均年齢は、19年度の数値

職員の初任給の状況
区　分

厚木市 神奈川県 国
初任給

一般行政職
大学卒 18万6700円 18万8800円 総合職�18万6700円

一般職�18万2200円
高校卒 16万　100円 15万5000円 一般職�15万　600円

技能・労務職 － 16万　100円※ 15万2700円 －

消　防　職
大学卒 20万6000円 － －
高校卒 17万6500円 － －

※技能・労務職の初任給は、環境整備員・道路作業員が19歳以下で採用された場合

一般行政職の級別職員数の状況
区分 標準的な職務内容 職員数 構成比 1年前の構成比 5年前の構成比
1級 主事補・技師補 86人 9.2％ 7.3％ 5.2％
2級 主事・技師 150人 16.0％ 14.7％ 12.3％
3級 主任 87人 9.3％ 10.9％ 15.9％
4級 主査 151人 16.2％ 16.5％ 13.0％
5級 主幹・副主幹 333人 35.7％ 36.7％ 37.3％
6級 課長・課長代理 88人 9.4％ 8.3％ 7.7％
7級 次長・参事 13人 1.4％ 2.5％ 5.3％
8級 理事・部長 26人 2.8％ 3.1％ 3.3％

計 934人 100％ 100％ 100％
※給与条例に基づく行政職給料表（１）のうち一般行政職の級区分による職員数

職員手当の状況（一般会計）
区　分 厚木市 国

期末・
勤勉　
手当　

1人当たりの
平均支給額 171万4342円 ―

2019年度支給割合
期末 勤勉 期末 勤勉

2.6月分
�（1.45）

1.9月分
�（0.9）

2.6月分
�（1.45）

1.9月分
��（0.9）

職制上の段階、職務の
級などによる加算措置 役職加算　5～20％ 役職加算　　5～20％

管理職加算�10～25％

※（　）内は、再任用職員の支給割合

特別職の報酬などの状況
区　分 給料月額など

給　　料
市　長� 67万　600円�（95万8000円)
副市長� 67万8600円�（78万円)・教育長��65万6580円（70万6000円)

報　　酬
議　長� 56万6000円
副議長� 49万円
議　員� 45万2000円

期末手当 市長・副市長・教育長・議員��4.25月分
※給料の（　）内は、減額措置をする前の金額
※本市の財政状況などにより給料を市長は30％、副市長は13％、教育長は7％減額
※期末手当は、19年度の支給割合

　職員給与の概要をお知らせします。詳しくは12月末ま
でに市HPや市政情報コーナー、市役所の掲示場で公表
する「厚木市の人事行政の運営等の状況について」をご
覧ください。 問職員課☎225-2073

無料

上映作品「えんとつ町のプペル」
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市観光協会
HPでも紅
葉スポット
や見どころ
を紹介

厚木市観光協会 検索

色づく秋の厚木を楽しむ

　12月初旬、森の民話
館の北側にある休憩所
付近が黄色く染まりま
す。園内にさまざまな
散策コースあり。

　飯山観音の北側には、美しいモミジの森
が広がります。見ごろは11月下旬。歩きや
すい靴が必要です。

　公園のシンボル「森のか
けはし」が迎えてくれます。

　広々とした芝生広場か
ら、東丹沢山麓ののどかな
風景を楽しめます。

　森林公園の尾根筋にある
歩きやすいハイキングコー
ス。県内を一望できます。

　天気の良い
日には、都心
から三浦半
島、江ノ島、
伊豆大島を見
渡せます。

　標高が低く、初心者でも挑戦しやすいコース。眺望や紅葉が美しい。

　飯山や七沢を中心に八つのハイキングコースがあり、多くのハイ
カーが訪れる厚木市。紅葉が楽しめるお勧めコースを紹介します。

◀もみじ展望台

　12月上旬、参道に敷き詰
められたイチョウの落葉が
冬の訪れを告げます。

金剛寺

白山山頂
展望台

　おおやま広場▶

七沢森林公園

飯山白山森林公園

ハイキングで
紅葉を満喫

白山順礼峠コース

　豊かな自然のある厚木には、鮮やかな紅葉の景色を楽しめる場所がたくさん
あります。ハイキングや温泉と一緒に、厚木の秋を楽しんでみませんか。

問観光振興課☎225-2820

　自分の体力に合わせて、
出発・到着のスケジュール
を事前に決めておく。秋～
冬は日照時間が短いため注
意が必要

〇計画を立てる

約7㌖距離 284㍍標高 2時間20分所要
時間

　動きやすい服と滑りにく
い靴を用意

〇服装

　水、軽食、雨具、防寒具
など

〇持ち物

出発前に確認

カラーでチェック

東京スカイツリー

横浜みなとみらい新宿

七沢病院入口

七沢森林
公園

物見峠

女坂

男坂白山山頂

飯山白山
森林公園

卍飯山観音

卍金剛寺
飯山観音前

どんな施設にする？新たな図書館、未来館を語ろう

あつぎ未来ミーティング 相模川 遺跡紀行
―3万年のものがたり―

か な が わ の 遺 跡 展
参加者
募集

　厚木バスセンターの東側
に、市庁舎を含む複合施設
の整備を進めています。今
回は、共に整備する図書館
や（仮称）未来館など、こ
れからの地域の交流の場に
ついて、映画を見ながら語
り合うワークショップを開
催します。

　「相模川流域の遺跡」をテーマに、圏央道周辺
で発掘された出土品を展示します。旧石器時代か
ら近代まで、3万年を超える歴史に思いをはせて
みませんか。� 問文化財保護課☎225-2509

　12月26日、13時
30分～15時30分。
あつぎ郷土博物
館。定員20人。

申市街地整備課や市HPに
ある申込書を、直接または
郵送で、12月8日（必着）
までに〒243-8511市街地整
備課☎225-2470へ。

申往復ハガキに住所、氏名、電話番号、「厚木会場12
月26日」と書き、11月30日（必着）までに〒232-0033
横浜市南区中村町3-191-1県埋蔵文化財センターへ。
抽選。県埋蔵文化財センターHPからも申し込み可。

対象　�市内在住在勤在学の小学生以上
30人

場所　市役所本庁舎　　費用　無料

《関連講座》相模川の沖積平野における地形環境変遷と遺跡の立地

《見どころ解説》1月9・17・
23日、11時～11時45分、14時
～14時45分。各回20人。申当
日直接会場へ。先着順。

日時 12月13日　13時30分～17時

場所　あつぎ郷土博物館
費用　無料

期間 12月24日～1月24日 9～17時
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上依知1

厚木大山
ハイカーズ
ガイド

るるぶ
特別編集
厚木

　ハイキング
コースの情報
などを掲載

　散策の参考に
なるモデルコー
スやグルメ、温
泉などを掲載

　見ごろを見逃さないためにはＳＮ
Ｓが便利です。紅葉の情報を共有し
て、みんなで秋を楽しみましょう。

厚木市 観光協会

　白山の中腹に
たたずむ古

こ

刹
さつ

。
有料の駐車場は
広く、ハイキン
グコースの起点
になっています。

　飯山白山森林公
園の紅葉の魅力が
詰まった動画を、
市観光協会HPで
公開しています。

　冬のグルメの
定番。低カロ
リーの猪肉と野
菜たっぷりの健
康食です。

　宿泊・日帰りど
ちらでも、各旅館
では趣向を凝らし
た料理でおもてな
しをしています。

　山里のいで湯は強アルカリ性の泉
質。肌がつるつるになる美人の湯と
いわれています。昼食付きの日帰り
入浴も人気です。

　広い園内で紅
葉を楽しめ、大
山も見渡せます。

　駅から近く、遊具も充実
した公園。広々とした空間
でゆったりと過ごせます。

　境内の荘厳なイ
チョウの名木は、
地域のシンボルに
なっています。

　イチョウ並木
など、街路の紅
葉が深まる秋を
物語ります。

　サクラとツツジの
名所は秋の散策にも
ぴったり。イチョウ
が青空に映えます。

　温水783-1

　寿町3-424-1

森の里森の里青山19他

　市内唯一の酒
蔵では、厚木な
らではの味を楽
しめます。

申11月17日から東丹沢七沢観光案内所☎248-
1102へ。先着順。

　一番の見ごろを迎える時期に、美しい
紅葉の森を案内します。

場所　飯山白山森林公園
定員　20人
費用　2000円（昼食、保険代）
内容　森林セラピーや自然観察、紅葉の中で
　　　ハーブティーを楽しむ。

日時　11月28日（雨天順延）
　　　９時30分～15時

　ハイキングで体を動かした後は、温泉でのんびり
とくつろぎグルメを楽しみましょう。

　車やバスなどで行ける紅
葉スポットを紹介します。

飯山観音長
ちょう

谷
こく

寺
じ

猪
しし

鍋

東丹沢
七沢温泉郷飯山温泉郷

ぼうさいの丘
公園

厚木中央公園

依知神社森の里地区あつぎつつじの丘公園

地酒

「#n
ナ イ ス ア ツ ギ

iceatsugi」で厚木の魅力を共有
　地方創生推進プロジェクトメンバーの方
から、市内の魅力を共有し合い定住促進な
どにつなげるハッシュタグ「#niceatsugi」
について教えてもらいました。ハッシュ
タグはSNS利用者共通の検索ワードで、同
じ話題を投稿している人同士で簡単に情
報共有できるんです。「#niceatsugi」で検
索してみると、すでに1万件以上も投稿

が！厚木のきれいな景色やおいしい食べ
物、すてきなお店など、私も知らなかった
スポットがたくさんあり、市内を巡ってみ
たくなりました。
　私も早速、気になっていたお店でケーキ
を買い、写真にタグを付けて投稿。発信や
検索が簡単にできて便利な上、見た人から
反応をもらえるとうれしい気持ちに。同じ
タグを使う人との仲間意識も生まれる気が
しました。さらに市外にもナイスなあつぎ
を届けるため、「#niceatsugi」を付けた投
稿を集めてフォト
ブックを作るそう
です。期限は12月
7日までなので、
皆さんもぜひ投稿
してくださいね。

市民リポーター
丸野 理紗さん（29）

市民リポ
ーターが

活動を紹
介

おいしいケーキの写真を投稿

紅葉を満喫した後は…

温泉とおいしい食べ物

もっと気軽に楽しむなら

身近な場所の
紅葉スポット

もっと詳しく知りたい

ガイドブックを旅のお供に
紅葉の見ごろを知りたい

SNSをチェック

秋の飯山で
森林浴&自然観察

◆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。
◆厚木山歩会　毎月2回。近郊から3千㍍級までの
登山を楽しむ。市内または近隣在住の70歳未満。入
会金2000円、年会費1万円。問金井☎・薨248-2684。
◆エアロビクス依知クラブ　火曜、11時10分～12
時。依知北公民館など。全身の筋力や柔軟性を強
くするエクササイズ「ピラティス」で体を動かす。
月会費2500円。問佐藤☎090-6519-2788。
街かど伝言板への掲載依頼は、市HPにある
申込書に必要事項を書き、ファクス、Eメー
ルで広報課薨223-9951・ 0200@city.atsugi.
kanagawa.jpへ。

伝言板
　サークルの情報など
を紹介。開催状況は、
事前に問い合わせを。

動
画
▶
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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

12月4日、９時～11時30分 要予約
12月17・24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
12月3日、９～12時 要予約
12月21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

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 11月16日、12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 12月14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

11月16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 11月20・27日、12月11日。13～16時
行 政 11月26日、12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 12月3日、13～16時
公 証 人 11月20日、12月4日。13～15時
行政書士 12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4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

12月17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

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。日時は問い合わせてください。

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

　去年パン屋を開店し、地場産の野菜や果物を
使って季節を感じられるパンを作っています。
　パン作りに携わって10年経ちますが、元は東
京で菓子職人をしていました。同じ店舗のパン
部門を見るうちに、独特のテンポの早さに興味
が湧きました。菓子はできたものをケースに並
べておきますが、パンはお客さんが焼き上がり
時間を待って来店します。そんな「ライブ感」
が楽しくて、フランスのパン屋で修行した後２
店舗で経験を積みました。
　開店１年目は思うように売れませんでした
が、お客さんの感想を聞いたり好みを観察した
りして商品を変えていくと、常連さんが増えて
きました。お客さんに楽しみにしてもらえるよ

う、季節のメニューにも力を入れています。夢
未市でアイデアのヒントをもらい、週に一つは
新作を出します。秋に出したラ・フランスとア
ンズ、紅茶を使ったマフィンは好評でした。予
想よりもおいしくできてお客さんに喜んでもら
えたときのうれしさは格別です。
　ゆくゆくは店内にお客さんがくつろげる場所
をつくりたいで
す。そのためにも
常に新しいパンを
考えて、いつ来て
も楽しいと思って
もらえる店にして
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

唯一無二のパンを作り続けたい
パン屋店主

山神 高志さん（40・旭町）

「果物の組み合わせのアイデアは菓子職人の経験が生き
ているかも」と話す山神さん

地場産の食材を使うこともこだわ
りの一つ


