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神奈川工科大学
厚木市子ども科学館の催し
■字幕付きプラネタリウム
「太陽・私たちの母なる星」
　12月19日、1月16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。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。 2013004
■プラネタリウム特別番組
「ライブ投影」
　12月27日、13時30分～14時10分。

「今夜の星空と注目の天文現象」
をテーマにスタッフが解説。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。
2013017
■おもしろ実験「回転おもちゃ」
　1月10日、13時30分～14時15分。
紙とはさみを使って回転するカー
ドを作る実験。小学生以上10人。
無料。申当日9時から電話で受け
付け。 2013019

■大人のためのプラネタリウム
「はやぶさ２の軌跡」
　1月30日、18～19時。はやぶさ2
の役目を専門家が解説。15歳以上
25人（中学生は除く）。200円。申
12月20日（年間パスポートを持つ
方は19日）9時から電話で受け付け。
2013018

■科学工作教室
「リモコンロボットをつくろう」
　1月30日、13時30分～15時30分。
モーターで動くロボットの工作。
小学生以上10人（付き添いの方も
要予約）。無料。申1月9日（市外
の方は10日）9時から電話で受け
付け。 2013020

■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

　いずれも先着順。会場、問い合
わせは子ども科学館☎221-4152。

葉っぱカルタ遊び体験
　1月24日、14～16時。あつぎ郷土
博物館。植物観察と葉っぱを使っ
たカルタ遊び。定員15人。無料。申
1月12日までにあつぎ郷土博物館
☎225-2515へ。抽選。 2044011

12月25～31日は歳末火災特別警戒

年末は火の元に用心を
　冬は空気の乾燥に加え、暖房器具を使う機会が増える
ため、全国的に火災が多く起きています。市では「その
火事を 防ぐあなたに 金メダル」をスローガンに特別
警戒を実施します。出掛ける前や寝る前には、火の元を
確かめましょう。 問警防課☎２２3-9368

◆火災が起きやすいポイントを確認！

　年末は、普段手入れの行
き届かない箇所に目を配る

警防課　小原 良太（33）

大掃除でも
防火の心掛けを

地域を守る消防団員を募集します。　

《対象》市内在住在勤在学の18歳以上
《活動》 消火・救急・水防活動、避難誘導、

パトロール、資器材点検など
《任期》１期２年
《待遇》 出勤手当、公務災害補償、退職

報償金、被服の貸与など

消 防
団 員
募 集

特別警戒中は消防職員や消防団員
がパトロールなどを実施

冬は他の季節に比べ火災での
出動件数が増加傾向

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

　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。

問消防総務課☎223-9366

□ ストーブなどの暖房器具… 周りに洗濯物など燃え
やすい物を近づけない

□ コンロ…目を離すときはスイッチを切る

良い機会です。出火の原因になるコンセン
トプラグにたまったホコリの掃除や、自宅
の消火器・火災警報器の点検など、防火の
意識を持って家の中を見直してみましょう。

□ 放火…�ごみなど燃えやすい物を家の周りに置かない

L
ラ イ ン

INEコロナお知らせシステム、その他₄

経営相談₃

協力金₉

感 染 の不安 のある方、 健 康・医 療、
C

コ コ ア

OCOA※・濃厚接触者のことなど１

神奈川警戒アラート・大規模イベント開
催の事前相談₂

音

声

案

内

☎  0570-056774 
045-285-0536

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）
2349

※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.1341

Public Relations Paper
Atsugi City

お
知
ら
せ
版

2020

12.15

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▼
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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　普通教室への冷暖房設備の設置が完了し、理科室や家庭
科室などの特別教室に設置するための調査を始めました。
調査結果を基に、具体的な設置場所や整備方法、時期など
を検討していきます。

市立小・中学校の
教育環境を充実

勉強に集中で

きる環境を整

えるBoo~!!

問学校施設課☎２２5-２601

特別教室への冷暖房設備設置に向けて

設置済みの普通教室

問市観光協会☎240-1220

冷暖房設備設置状況

教室数 設置
教室数 割合（％）

小
学
校

普通教室 468 468 100

特別教室 353 146 41.4

中
学
校

普通教室 214 214 100

特別教室 304 82 27

問農業政策課☎225-2801

買い物をした方に
先着で年越しそば
をプレゼント

各店舗数量限定で
お得な福袋を販売

健康づくり大学

日　時　1月28日 9時30分～14時30分

内　容　 ノルディックウオーキングや七沢
温泉（福元館）での食事や入浴、 
免疫と感染がテーマの講演

定　員　20人

費　用　1500円（食事代、入浴、保険料）
申1月5日から東丹沢七沢観光案内所
☎248-1102へ。先着順。 

温泉と自然で心も体もきれいに

　豊かな自然の中でのウオーキングや温
泉、食事で体をリフレッシュしませんか。

　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し
ます。

日時　 日曜（1月3日を除く）  
6～7時

場所　 文化会館駐車場

地産地消でまちを元気に

厚木市民朝市

12月30日は特別市「とめ市」 1月10日は特別市「初市」

調査する教室
　理科室、家庭科室、図
画工作室、美術室など

設置の効果
・教室環境の向上
・ 指定避難所としての防

災機能の強化

２

かながわにじいろトーク
　1月31日、14時30分～16時30分。
本厚木駅付近の公共施設（詳しく
は申込者へ連絡）。10・20歳代の
性的マイノリティー当事者向け交
流会。定員12人。300円（茶菓子代。
高校生以下無料）。申1月29日17時
までにかながわにじいろトーク事
務 局 ☎045-306-6769へ（HPか ら
も申し込み可）。先着順。問県人権
男女共同参画課☎045-210-3637。

講　座

i

きっかけ運動教室
　1月7・14・21・28日（全4回）、
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（既受講者を除
く）。要介護認定を受けている方
は要相談。無料。申12月21日から
介護福祉課☎225-2388へ。先着順。

フレイル（虚弱）チェック
　1月12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、12月28日

（必着）までに〒243-8511介護福祉
課☎225-2388へ。抽選。 2007019
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et'sコグニサイズ！
　1月27日、13時30分～15時。あつ
ぎ市民交流プラザ。運動を取り入
れた認知症予防プログラム。市内
在住の65歳以上25人（要介護認定
を受けている方は要相談）。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、12月28日（必
着）までに〒243-8511介護福祉課
☎225-2388へ。抽選。 2007018

地球温暖化を防ごう！親子
ソーラーオルゴール工作教室

　2月6日、13時30分～15時30分。
市役所第二庁舎。省エネ実験と太
陽エネルギーで動くオルゴール作
り。小学生と保護者8組。無料。
申1月12日 ま で に 環 境 政 策 課 ☎
225-2749へ。抽選。 申2032004

パソコン要約筆記講習会
　1月18日～2月22日の月曜（全6
回）、13時30分～15時30分。保健
福祉センター。聞こえにくい方に
その場の音声情報を文字にして伝
える方法を学ぶ。パソコン操作が
でき、ウィンドウズ対応のノート

パソコン（OSは8.1以上）を用意
できる方15人。無料。申ハガキに
講座名、〒住所、氏名（ふりがな）、
年齢、電話・ファクス番号、応募
動機、市外の方は勤務先または通
学先を書き、1月12日（必着）ま
でに〒243-8511障がい福祉課☎
225-2221へ。抽選。 申2006001

情報プラザのパソコン講座
■未経験者向けパソコン講座
　1月6・13・20・27日（全4回）、13時
10分～。文字入力や文書作成などの
基本を学ぶ。2000円。 申2004039
■中級者向け表計算講座
　1月8・15・22・29日（全4回）、
13時10分～。表計算ソフトの基本
操作を学ぶ。2000円。 申2004040
■中・上級者向け表計算講座
　1月10・17・31日（全3回）、9時
50分～。表計算ソフトで関数の使
い方やグラフの編集などを学ぶ。
1500円。 申2004041
■未経験者向けビデオ通話体験講座
　1月22・29日（全2回）、9時50分
～。オンラインでのビデオ通話を
体験する。1000円。 申2004042
　いずれも各回120分。情報プラザ。 
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、12月24日（必

着）までに〒243-0021岡田3050情
報プラザ☎220-2711へ。抽選。

インターネット安全教室
　1月23日、10～12時。あつぎ市民
交流プラザ。ネットに潜む危険から
身を守る方法を紹介。市内在住在
勤在学の18歳以上30人。無料。申直
接、電話またはハガキに〒住所、
氏名、電話番号を書き、1月5日（必
着）までに〒243-8511情報政策課
☎225-2447へ。抽選。 申2004048

マンション管理セミナー
　2月13日、10～12時。あつぎ市
民交流プラザ。マンション管理士
によるセミナー。市内分譲マン
ションの管理組合役員と居住者30
人。無料。申12月15日から住宅課
☎225-2330へ。先着順。

健康運動指導士による
未病運動講座

　1月8日・21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。20歳以上の方各回15人。無料。
申12月15日から健康づくり課☎
225-2201へ。先着順。

あゆコロちゃん体操講座
　1月27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。
無料。申12月15日から健康づくり
課☎225-2201へ。先着順。

スポーツ協会の教室
■幼児運動アカデミー
　1月7・14・21・28日、15時30分
～16時30分。プロサッカー選手の
永里源気さんによるドイツ発祥の
ボール遊び運動プログラム。市内
在住の5・6歳と保護者各10組。各
回500円。
◆N

ナ ガ サ ト

AGASATOサッカーアカデミー
　1月11・18・25日（全3回）、18時
30分～20時。永里源気さんによる
親子で楽しむサッカープログラム。 



あつぎ
郷土博物館館學藝員のススメ

問健康づくり課☎225-2201

　日常生活の中で役立つ健康
講座を企画・運営・実施する、
健康あつぎ推進リーダーの養
成講座を開催します。
問健康づくり課☎225-2201

　仕事や子育て、病気など、多く
の人が悩みを抱えています。少し
でも心が安らぐ方法を伝えます。
日時　 １月25日 14時～15時30分
場所　保健福祉センター
内容　�5年半にわたり重度のうつ

病生活を送った講師の実体
験を聞き、自分や周りの人
の心を楽にする方法を学ぶ

対象　市内在住の方50人

日時　 2月9・16・26日、3月2・8・11・15・18日（全8回） 
10～12時（3月2日は9時～）

場所　保健福祉センター
対象　 健康に興味があり、地域でボランティ

アとして活動する意欲のある市内在住
の18歳以上10人

内容　 口の健康や運動、睡眠など健康に関す
る知識や実践方法を学ぶ

申12月15日から直接または電話で
健康づくり課へ。先着順。

申健康づくり課や公
民館、市HPなどに
ある申込書を、直接
または郵送で1月15日

（必着）までに〒243- 
0018中町1-4-1健康
づくり課へ。抽選。

健康あつぎ推進リーダー
養成講座 　　無料

ゲート
キーパー
講演会

あなたも大切な人も
こころがほっと楽になる方法

無料

　12月24日から、あつぎ郷土博
物館で「かながわの遺跡展」が
始まります。相模川流域の遺跡
から出土した資料を中心に展示
しますが、その中に、ぜひ見て
いただきたい厚木市ゆかりの逸
品があります。
　それは、東町二番遺跡から出
土した約150年前の茶碗です。
相模大橋のたもと、東町スポー
ツセンターが入る建物を造る際
に見つかった遺跡で、厚木の町
で指折りの豪商だった高部源兵
衛の店舗と屋敷があった場所で
す。茶碗には、高部家の「髙」
の文字が書かれています。瀬戸

美濃焼（現在の愛知・岐阜県産）
の物で、高部家が職人にオー
ダーメイドで作らせたのでしょ
う。豪商の日用品に至るまでの
こだわりから、当時の厚木の活
況がうかがえますよね。
　今回の展示では、旧石器時代
から近代まで、３万年以上の歴
史を語るさまざまな資料を展示
します。圏央道の整備で見つ
かった新たな資料もありますの
で、ぜひお越しくだ
さい。

豪商の特注品と
厚木の活況

佐藤 健二

詳しくは市HPに掲載
施設案内▲

問あつぎ郷土博物館☎225-2515

高
部
家
の
茶
碗

ストレスマウンテンあつぎ 検索

ネットでストレスチェック
ストレスマウンテンあつぎ
　スマートフォンや
パソコンで、スト
レスの蓄積度を調
べられます。

３2020(令和２)年12月15日

市内在住の小学4～6年生と保護者
10組。各回500円。
●小学生トレーニングアカデミー
　1月29日、2月5・12・19・26日、
3月5・12・19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。3月12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20人。各回800円（運動能
力テストは500円）。
◆湘南ベルマーレ幼児動きづくり
アカデミー
　1月16・17日（ 全2回 ）、13時30
分～14時20分。親子で取り組むト
レーニングを学ぶ。市内在住の5・
6歳の子どもと保護者（2人1組）7
組。各回500円。
◆ジュニアバドミントン教室
　1月16・23・30日（全3回）、13時
30分～16時。南毛利スポーツセン
ター。市内在住の小・中学生40人。
1000円。
◆タグラグビー教室
　1月16・23日（全2回）、10時～12
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30
人。500円。
◆初心者空手道教室
　1月17・24・31日（全3回）。10時
～11時30分。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。800円。
◆グラウンド・ゴルフ教室
　1月24・31日（全2回）、10～12時。
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20人。700円。
　いずれも申ハガキ、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、■
は参加希望日、●は希望の部を書
き、12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。

20〜40代のための
マネーセミナー

　1月23日、14時 ～15時30分。 あ
つぎ市民交流プラザ。教育費や持
ち家購入資金など、資産形成につ
いて学ぶ。市内在住在勤の20～49
歳15人。無料。申電話またはファ
クスに講座名、〒住所、氏名、年
齢、電話番号を書き、12月25日ま
でに勤労者福祉サービスセンター
☎206-4151・薨206-4611へ。抽選。

療育支援事業研修会「ちょっと
気になる子の理解とかかわり」

　2月8日、10～11時。保健福祉セ
ンター。自閉症スペクトラム傾向
のある子どもへの理解と関わり方
の講演。定員30人（託児・手話通
訳あり。要予約。託児は1歳～小
学3年生10人。先着順）。無料。申
1月15日までに療育相談センター
☎225-2252・薨222-3460へ。先着
順。 申2005004

バドミントン協会の教室
　2月5・12・19・26日（全4回）、
9時30分～12時。南毛利スポーツ
センター。初心者も楽しめる教室。 
市内在住在勤の20歳以上。2000円

（受講料、保険料）。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
号を書き、1月24日（必着）まで
に 〒243-0021岡 田1-8-3-104バ ド
ミントン協会・松村☎090-5210-
3724・ chie_mat@hotmail.comへ。

子育てi
こどもえいがかい

　12月24日、①11時～②14時～（各
回30分）。中央図書館。映画の上映。
①チップとデール「リスのいたずら
合戦」「リスの朝ごはん」「リスの
冬支度」キャスパー「ジャングルの
動物たち」「ゾウも風邪をひく？」

「楽しいクリスマス」②「コロちゃ
んのクリスマスのぼうけん」。3歳以
上各回30人（幼児は保護者同伴）。

無料。申当日直接会場へ。先着順。
問中央図書館☎223-0033。

親子ふれあい遊び
■1歳児
　1月8日、10時30分～。市内在住
の歩ける1歳児と保護者15組。
申2012042
◆7カ月から歩き始めの子ども
　1月22日、10時30分～。市内在
住の生後7カ月～歩き始めの子ど
もと保護者10組（既受講者を除く）。 
申2012041

　いずれも各回50分。あつぎ市民
交流プラザ。親子で「ふれあい遊
び」を楽しむ。無料。申■12月28
日◆1月15日までに子育て支援セ
ンター☎225-2922へ。抽選。

離乳食マスターセミナー
（カミカミ教室）
　1月27日、① 9時30分～② 11時～

（各回1時間）。保健福祉センター。
管理栄養士から離乳食を学ぶ。市
内在住で9～11カ月の乳児の保護者
各回8人。無料。申12月15日から健
康づくり課☎225-2597へ。先着順。

募　集i
JAあつぎ農業塾「新規就農
コース」の受講生を募集

　実践的な講座と農地実習を受講
し、農業を始めたい方を募集します。
　《期間》3～12月（全60回）《対象》
市内での就農を目指す方10人《受
講料》4万円。申JAあつぎ本所やHP
にある申込書を1月12・13日にJAあ
つぎ本所☎221-2273へ。面接あり。

お知らせi
あつぎ郷土博物館の一部閉室

　12月24日から最長1カ月間、空
調設備改修のため基本展示室を閉
室します（企画展示室は入室可）。
問あつぎ郷土博物館☎225-2515。

第16回 　博物館の学芸員が、あれ
これを語り倒すコーナー。

講師　澤
さわ

登
と

 和夫さん

プロフィル　精神保健
福祉士、うつ専門カウン
セラー。会社員時代に
うつ病を患った実体験
を元に全国各地で講演

《「お知らせ」は4面に続きます》



４

製品プラスチックを資源物として
回収するのは厚木南・相川地区のみ
　モデル事業として実施している
２地区以外は、燃えるごみの日に
出してください。問環境事業課☎
２２5-２790。

宝くじ助成金で自治会館
とやぐらを整備
　宝くじのコミュニティ助成金で、み
はる野自治会館と厚木南地区納涼
盆踊り大会のやぐらを整備しまし
た。問市民協働推進課☎２２5-２101。

中小企業利子補給金
申請書の送付
　市の融資制度などを利用してい
る事業者（利子補給対象者のみ）へ
1２月下旬に申請書を送ります。早
めに借入金融機関に提出してくだ
さい。問産業振興課☎２２5-２830。

小規模工事（修繕）
受注希望者の登録
　市の競争入札に参加しない小規
模事業者が受注を希望する場合は、�
登録してください。現在登録して
いる場合も再申請が必要です。
　《受注範囲》工事＝1件130万円
以下。修繕＝1件50万円以下《有
効期間》２0２1年4月1日～（２年間）。
申市HPにある申請書を1月4日～２
月２6日（必着）に直接または簡易書
留で〒２43-8511契約検査課☎２２5-
２080へ。

国民年金付加年金制度
　定額保険料に加えて付加保険料

（月額400円）を納めた場合、「付
加保険料を納めた月数に２00円を
乗じた額」が付加年金として老齢
基礎年金に加算されます。付加保
険料は、申し込みをした月分から
納付できます。
　《対象》保険料の免除・猶予を
受けていない国民年金第1号被保
険者と64歳以下の任意加入被保険
者（国民年金基金に加入中の方は
除く）。申年金手帳と印鑑を持ち、
国保年金課☎２２5-２1２1へ。

技能功労者などを表彰
　《技能功労者》加藤明広（石工職）
菅健一（塗装工・画工・看板工職）
大久保善夫（指物職・家具職・建
具職）井上徳一（畳職）大倉達之

（理容師）大澤宏（電気装置整備士）
永田篤（調理師）《優秀技能者》
前場栄（石工職）飯田隆博（塗装
工・画工・看板工職）髙澤智（大
工職）新田英登（配管工職）石井
貴久（自動車整備士）。いずれも
順不同、敬称略。問産業振興課☎
２２5-２585。

償却資産の申告期限は２月１日
　事業者（個人・法人）の事業用機
械や備品などの償却資産は、固定資�
産税の課税対象です。1月1日現在で�
償却資産を所有する方は申告して
ください。問資産税課☎２２5-２03２。

家屋取り壊しなどの届け出
　固定資産税・都市計画税は、1
月1日現在で所有する土地や家屋
に課税されます。家屋の取り壊し
や未登記家屋の所有者変更の場合
は、速やかに届け出てください。
問資産税課☎２２5-２031。

ひとり親家庭などに就学支
度・修学資金を貸し付け
　4月に高校、短大、大学、専修学校
などに進学予定の子どもを養育す
る母子・父子・寡婦家庭に、就学支
度・修学資金を貸し付けています。
　《金額》下の表の額内で必要と
認められる額。

区分 就学支度 修学（月額）

高校
公立 15万円 1万8000円
私立 41万円 3万円

私立専門学校 58万円 5万9330円
私立短大 58万円 6万2330円
私立大学 58万円 7万2330円

審査の上、申請の翌月末に決定。
申子育て給付課☎２２5-２２41へ。

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）

１月１5～１９日 厚木愛甲地区中学校文化連盟芸術
祭美術科部会発表会

１月１７日 つなげよう命！犬猫保護活動パネ
ル展

１月２１～２６日 干支展「丑」　陶芸愛好会

１月２２～２６日
厚木愛甲地区中学校文化連盟芸術
祭技術・家庭科、特別支援学級部
会発表会

ロードギャラリー
（厚木地下道）

１２月１８日～２月１７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

１月２２日～２月１７日 久保ひとみ水彩画展

問あつぎ市民交流プラザ
☎225-25101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。1月

12・26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

13・27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

14・28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

15・29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

5・19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

6・20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

7・21日 長谷公園
毛利台児童館

１4：3０～１5：１０
１5：3０～１６：００

8・22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 鳶尾・上荻野 20日 下古沢・温水恩名

12日 三田・まつかげ台 21日 愛甲原・上落合

13日 宮の里 22日 岡田・藤塚

14日 飯山中部・及川 25日 浅間山

15日 妻田東・七沢 26日 毛利台・吾妻町

18日 愛甲・小野 27日 下川入・上戸田

19日 荻野新宿 28日 山際・緑ケ丘・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。
　《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 2012043
1月

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》
■第2次文化芸術振興計画、第3次
生涯学習推進計画
問文化生涯学習課☎２２5-２508。
◆第10次総合計画第1期基本計画
問企画政策課☎２２5-２455。
◆都市計画マスタープラン、交通
マスタープラン、コンパクト・プ
ラス・ネットワーク推進計画
問都市計画課☎２２5-２400。
　《閲覧期間》■1２月15日～1月15
日◆1２月２8日～２月3日《閲覧場所》
各担当課、市政情報コーナー、公民
館、本厚木・愛甲石田駅連絡所、あ
つぎ市民交流プラザ、市HP、保健
福祉センター、中央図書館（■は文
化会館、南毛利学習支援センター、
七沢自然ふれあいセンター、あつ
ぎ郷土博物館にもあり）《応募方
法》閲覧場所にある用紙で確認。

―――― 瑞宝双光章 ――――
▽内山繁（7２・毛利台）警察功労＝元
神奈川県警部▽小松義次（7２・毛
利台）警察功労＝元警視正

―――― 黄綬褒章 ――――
▽江口吉勝（59・飯山）業務精励（産
業機械組立工・卓越技能）＝日立オー
トモティブシステムズ㈱工機製作部
第一製作課主任

―――― 藍綬褒章 ――――
▽小金義春（74・長谷）更生保護功績
＝現保護司

―――― 瑞宝単光章 ――――
▽井上衛（68・七沢）消防功労＝元厚
木市消防団団長▽遠藤幸恵（75・下
依知）統計調査功労＝元各種統計調
査員▽杉村勝人（63・戸室）鉄道業
務功労＝元小田急電鉄㈱相模大野管
区海老名駅長▽伊藤健（7２・愛名）
警察功労＝元神奈川県警部補▽笹
川貴敬（73・戸室）消防功労＝元横
浜市消防司令▽佐藤敦（7２・飯山）
警察功労＝元神奈川県警部補▽中
村博（7２・下川入）警察功労＝元神
奈川県警部補

日時　1月4日 9時～
場所　中央図書館
対象　小学6年生まで（年代別に10袋）
申当日直接会場へ。先着順（1人1袋）

問中央図書館☎223-0033

　新年の始まりに、本の福袋を貸し
出します。

どんな本と出合えるかお楽しみ

図書館お楽しみ福袋

１袋に２冊入り

秋 の 叙 勲
市内の受章者を紹介します（敬称略）。

日時　�1月❶15日❷29日 
　　　10時30分～11時30分
場所　あつぎ市民交流プラザ
対象　�市内在住の生後1～6カ月

の赤ちゃんと保護者10組
（既受講者を除く）

費用　300円（オイル代）

問子育て支援センター☎225-2922

赤ちゃんの健やかな発達に

　オイルを使ったマッサージで赤
ちゃんと触れ合い、心と体のコ
ミュニケーションを学びます。

ベビーマッサージ

申❶1２月16日～1月8日❷1月13
～２２日に子育て支援センター
へ。抽選。
申❶２０１２０3９❷２０１２０4０
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　充実した一日を送るためには、良質な
睡眠が不可欠です。眠りの基礎を保健師
から学びませんか。
《日時》1月27日 14時～15時30分
《場所》睦合西公民館
《内容》�睡眠と健康の関係や眠りの改善

方法、香り袋作りを学ぶ。ゲー
トキーパー養成講座も同時開催

《対象》市内在住の40～64歳15人
申1２月15日から健康づくり課へ。先着順。

問健康づくり課☎225-2201

すっきり爽やかな朝を迎えよう 医療・介護・生活支援を考える講演会

や
っ
ぱ
り

家
が
い
い
！

2020年度 上半期・９月末

　市民の皆さんに財政事情をお知
らせするため、毎年６月と12月に
予算の執行状況を公表しています。�
今回は、2020年度上半期（９月30日
現在）の執行状況を紹介します。

　市の予算は、一般会計と特別会計に区分されま�
す。一般会計は地方公共団体の一般的・基本的な
事業の収入・支出を経理する会計です。特別会計
は特定の事業を実施するため、特定の収入と支
出を一般会計から切り離して経理する会計です。
　病院事業と下水道事業は特別会計ですが、公
営企業会計のため、他の特別会計とは区分して
います。

予算執行
状況 会計区分 予算現額＊ 収入済額 収入割合 支出済額 支出割合

一般会計 １１７６億２０5２万円 ６９７億７２4２万円 5９.3% ６１3億4２６８万円 5２.２%

特
別
会
計

公共用地取得事業 １６億35８８万円 5億７２７７万円 35.０% ８億７45９万円 53.5%

後期高齢者医療事業 3２億９００万円 １２億８4８６万円 4０.０% １０億5８１5万円 33.０%

国民健康保険事業 ２１７億７７００万円 ８８億８3０６万円 4０.８% ８１億９８１5万円 3７.６%

介護保険事業 １43億９８００万円 ７２億９８4７万円 5０.７% 5８億７43８万円 4０.８%

小計 4１０億１９８８万円 １８０億3９１６万円 44.０% １６０億5２７万円 3９.０%

合　計 １5８６億4０4０万円 ８７８億１１5８万円 55.4% ７７3億4７９5万円 4８.８%

■一般会計・特別会計の状況

予算と収入支出の状況

収入済み割合

55.4％
支出済み割合

48.8％

� 問財政課☎225-2170

眠れるココロと
カラダの作り方

睡眠力アップ
基礎講座

一般会計の内訳

公営企業会計の状況

区　分 予算現額 収入済額 収入割合
個人市民税 １44億６８６２万円 ７０億２７１０万円 4８.６%
法人市民税 3７億６２７4万円 5６億２5０９万円 １4９.5%
固定資産税 ２０２億１６８０万円 １3２億１２９4万円 ６5.4%
軽自動車税 4億７８６８万円 4億35８4万円 ９１.１%
市たばこ税 １９億２3９万円 ８億７２33万円 45.９%
特別土地保有税 ０円 ７６１万円 皆増
都市計画税 ２4億3８７5万円 １5億６２８６万円 ６4.１%
入湯税 555万円 ６０万円 １０.８%
合　計 43２億７353万円 ２８７億443７万円 ６６.4%

種　別 現在高

公
有
財
産

土地 4０７万53２3平方㍍

建物 5６万８5６3平方㍍

有価証券 53７８万円

出資による権利 １０億１０3０万円

基
　
金

財政調整基金 １２3億６０3万円

国民健康保険事業基金 ８億６８９3万円

社会福祉基金 ２億43２万円

みどりの基金 １億７６８９万円

庁舎建設等基金 4２億８７２７万円

その他１5基金 34億3８９万円

基金（計） ２１２億4７33万円

款　名 予算現額 収入済額 収入割合
市税 43２億７353万円 ２８７億443８万円 ６６.4%
地方譲与税 5億２２００万円 １億5６８２万円 3０.０%
地方消費税交付金 5２億4０００万円 3０億１６０１万円 5７.６%
国庫支出金 3８８億１53８万円 ２８3億3０２3万円 ７3.０%
県支出金 5８億８２７０万円 １２億６5００万円 ２１.5%
繰越金 ２3億９3１０万円 43億８８７4万円 １８3.4%
諸収入 3８億７７６3万円 4億4７5１万円 １１.5%
その他 １７６億１６１８万円 34億２3７3万円 １９.4%

合　計 １１７６億２０5２万円 ６９７億７２4２万円 5９.3%

区　分 予定額 執行額 執行割合
下
水
道

事業収益 ６4９万円 ２２６万円 34.８%
事業費用 ６35万円 ９２万円 １4.5%

病
院

事業収益 １１4６万円 4２２万円 3６.８%
事業費用 １２4１万円 4７７万円 3８.4%

款　名 予算現額 支出済額 支出割合
議会費 4億5８０９万円 ２億２3０９万円 4８.７%
総務費 ９８億２８９3万円 34億3７７5万円 35.０%
民生費 5８７億44７６万円 3８８億3７８4万円 ６６.１%
衛生費 ９０億７９６万円 3９億２９８２万円 43.６%
労働費 4億5２3万円 3億２4６７万円 ８０.１%
農林水産業費 ９億5０８７万円 ２億33１６万円 ２4.5%
商工費 4７億６２4万円 35億９０６万円 ７4.６%
土木費 １4９億4９5７万円 4１億433７万円 ２７.７%
消防費 35億９９６１万円 １4億８０６９万円 4１.１%
教育費 ９5億６55６万円 ２７億７７２６万円 ２９.０%
公債費 53億１６5９万円 ２4億45９７万円 4６.０%
予備費 ８７１１万円 ０円 ―

合　計 １１７６億２０5２万円 ６１3億4２６８万円 5２.２%

■市の財産

◆歳入
■市税の内訳

◆歳出

区　分 現在高

一般会計 5０２億5２１８万円

公共用地取得事業特別会計 １９億６８3０万円

合　計 5２２億２０4８万円

■地方債（借入金）
区　分 現在高

下水道事業会計 １９5２万円
病院事業会計 １5７5万円

■地方債（借入金）

＊�予算現額には、一般会計と特別会計との資
金調整としての繰入金、繰出金が含まれて
います。それらを差し引いた予算現額合計
は、1537億9476万円となります。

　特別会計の下水道事業と病院事業は公営企業
会計です。� （消費税含む）

区　分 現在高
病院事業企業職員退職手当基金 １億45９８万円
病院整備基金 ８７８１万円

合　計 ２億33７９万円

■基金

問福祉総務課☎225-2047

《日時》2月7日
　　　 13時30分～15時
《場所》文化会館

申電話またはハガキ、ファクス、Eメールに〒住所、
氏名、連絡先、申し込み人数を書き、1２月15日～1月２9�
日に〒２43-8511福祉総務課薨２２1-２２05・ 1900-08�
@city.atsugi.kanagawa.jpへ。先着順。 申２００5００5

　市内の医師たちによ
る朗読劇で、在宅介護
や支援を考えます。
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対象　健康で児童の健全育成に熱意のある18歳以上
内容　入所児童の生活指導や見守り、保護者対応など
勤務　平日＝授業終了後～19時
　　　土曜・長期休業日＝7時30分～19時
　　　週15または19時間勤務
報酬　�時給1045円（資格がある場合は1100円）通勤・期

末手当あり（条件あり）※詳しくは市HPに掲載。

年末年始も適切な
コロナ対策を
�長時間の飲食や接待を伴う会食は感染リスク
が増加。短時間で切り上げる心掛けを
�アルコールで注意力が低下。聴覚が鈍化し、
大きな声になりがち。飲酒はほどほどに
仕切られた狭い空間を避ける
回し飲みや箸の共用などはしない

飲酒を伴う懇親会、大人数や長時間の飲食など

�帰省などの前は、検温や体調の
確認を。行動記録も忘れずに
小まめに換気
�トイレなどの共用部分を使う際
は手洗いや消毒を

狭い空間での共同生活

　インフルエンザとの同時流行に備え、今年はメジカルセンター
での対応に加え、市内の医療機関が輪番制で診療に当たります。
事前にメジカルセンターへ問い合わせてから受診してください。

�カラオケやレジャー施
設ではマスクを着用
車やバスの中でも注意
�できる限り身体的距離
を確保

マスクなしでの会話

�仕事の休憩時間など、場面
の切り替わりは緊張感が緩
んで感染対策がおろそかに
なりがち。喫煙所や更衣室
など短い滞在でも注意を

居場所の切り替わり

　年末年始は帰省や旅行などで
多くの人出が予想されます。親
しい友達や家族との会食も増え
る季節。改めて感染対策を確認
し、充実した年越しを迎えま
しょう。

問健康長寿推進課☎225-2174

①厚木医師会HPにある入力
フォームに症状などを記載し
送信（8時30分～16時30分）

　右欄のとおり診療を
受け付けます。事前に
電話で問い合わせてか
ら受診してください
（受付時間は9～12時、
14～17時）。

インターネットでの申し込みが難しい方は電話
でメジカルセンターへ（9～21時）。

※1月1・2日はメジカルセンターのみ対応※県の相談窓口や発熱等診療予約センターも稼働しています。連絡先は1面に掲載。

　感染症対策で屋外
での待機となる場合
があります。防寒対
策をお願いします。

check!②メジカルセンターが内容
確認後に連絡。指示に従っ
て医療機関を受診

■休日夜間急患診療所
「メジカルセンター」☎297-5199

■市内医療機関

　《受診の手順》

出典：厚生労働省HP抜粋

学びや遊びをサポート 手軽に農業を体験

放課後児童クラブの
指導員を募集

飯山楽菜園の
新規利用者を募集

感染リスクが高まる場面に注意

発熱などの症状が出たら 初期救急診療（入院の必要
がない軽症救急患者が対象）

　市内の23小学校内などで運営
している放課後児童クラブの指
導員を募集します。

　農家が直接指導する体験
型の農園で野菜を育ててみ
ませんか。初心者でも1年
間で20種類以上の野菜を栽
培・収穫できます。

問こども育成課☎225-2582 問農業政策課☎225-2800

場所　飯山3588　　区画数　50区画
料金　3万8000円（種苗・農機具代など）
期間　2021年3月1日～2022年1月31日

医療機関名 12月29日 12月30日 12月31日 1月3日
AM PM AM PM AM PM AM PM

あつぎファミリークリニック
☎221-1115 〇 〇

小児科内科落合医院
☎247-1577 〇 〇

笹生循環器クリニック
☎227-1919 〇 〇

本厚木かかりつけクリニック
☎297-1919 〇 〇 〇 〇

馬嶋医院
☎241-1350 〇 〇 〇 〇 〇

もうえクリニック
☎297-6222 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

ゆみの内科クリニック
☎259-5217 〇

石井医院
☎281-2105 〇 〇

熊坂外科内科医院
☎285-1139 〇 〇

八木クリニック
☎280-1888 〇 〇

申電話またはファクスに〒住所、氏名、電話番
号を書き、1月31日までに飯山楽菜園管理組合・
志村☎・薨241-1946へ。抽選。

申こども育成課や市HPにある申込書を〒243-8511
こども育成課へ。面談あり。

　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

ザ・プロム 12月17日まで
バック・トゥ・ザ・
フューチャーシリーズ 12月30日まで

82年生まれ、キム・ジヨン
12月18日まで

薬の神じゃない！
フェアウェル

12月25日まで戦車闘争
アイヌモシリ
キーパー　ある兵士の奇跡

12月19〜31日
博士と狂人

浅田家！ 12月19日〜
� 1月15日
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施設
12/29 30 31 1/1 2 3 4
火 水 木 金 土 日 月

★主な施設
斎場 ※1・2 ※2 ※3
中央図書館 ※4
託児室わたぐも
★主な施設
情報プラザ、生きがいセンター、本厚木駅・愛甲石田駅・上荻野連絡所、
保健福祉センター、老人福祉センター寿荘、七沢自然ふれあいセンター、
南毛利学習支援センター、文化会館、児童館、神奈川工科大学厚木市子ど
も科学館、消費生活センター、あつぎセーフティーステーション番屋、放
置自転車保管場所、ふれあいプラザ、環境みどり公社（し尿収集運搬・浄
化槽の清掃および保守点検）、荻野運動公園（テニスコート除く）、ぼうさ
いの丘公園（センター施設）、猿ケ島野球場・テニスコート、公民館（分館、
図書室含む）・地区市民センター、東町スポーツセンター、南毛利スポー
ツセンター（テニスコート除く）、猿ケ島スポーツセンター（体育館）、厚
木野球場、玉川野球場、子育て支援センター（※5）、市立病院外来診療（※
6）、あつぎ市民交流プラザ、勤労者福祉サービスセンター、あつぎ郷土博
物館（28日も休館）、古民家岸邸（12月25日～1月5日が休館）
★休業しない施設
市営自転車駐車場、老人憩の家、厚木中央公園地下駐車場、中町立体駐車場
※1…通夜での使用不可　　※2…霊安室の使用不可　※3…告別式での使用不可
※4…29・30日の開館時間は9～17時　※5…28日の開館時間は12時まで
※6…救急診療は29～3日も実施（精神科・形成外科・皮膚科・眼科・耳鼻咽喉科を除く）

年末年始の業務日程

　12月29日～1月3日は、6病院の輪番制で24時間対応します。初期
救急診療の時間外の対応も担います。

■■が休業・休館日

　市役所の一般業務は、12月29日から1月3日まで休業します。出
生・死亡・婚姻など戸籍に関する届け出は、宿直室（市役所本庁
舎南側地下1階）で受け付けます。� 問行政総務課☎225-2280

市内でハイキングと紅葉を満喫
　市内の紅葉スポットでもある飯山白山
森林公園と、白山順礼峠ハイキングコー
スに行ってきました。11月初旬のリポー
ト時はまだ紅葉シーズンには早かったで
すが、見事な木々が広がっており、これ
らの葉が赤や黄色に染まった際にはきっ
と素晴らしい光景が見られるだろうとと
ても楽しみになりました。特に園内の「も

みじの森」は、辺り一面にモミジが広がっ
ていて圧巻でした。コースの途中にある白
山山頂の展望台からは、なんと新宿の高層
ビルやスカイツリー、江ノ島まで見えるん
です。各所を巡って体を動かした後は温泉
で癒やしの時間を味わえて、1日中市内で
楽しめるのも魅力的です。
　市内には八つのハイキングコースがあ
り、初心者でも楽しめるそうです。皆さんも
自分に合っ
たコース計
画を立て、
服装や準備
を整えて、
ぜひ足を運
んでみてく
ださい。

市民リポーター
渡嘉敷 愛奈さん（森の里）

市民リポ
ーターが

活動を紹
介

■公共施設の休業・休館日 ■資源とごみの収集など

あつぎ健康相談ダイヤル24　☎0120-31-4156
応急手当の方法や、夜間・休日に受診できる医療機関などに答えます（24時間年中無休）。

◆将棋月曜会　月曜、13～17時。南毛利公民館他。
将棋の対局とクラス別のリーグ戦。初心者歓迎。
無料。問横溝☎070-4807-9502。

◆初日の出を見る会　1月1日、5時30分～8時。鳶
尾山山頂金

こん

比
ぴ

羅
ら

神社。無料。申当日直接会場へ。
問進藤☎090-9719-5936。

◆厚木真向会　月曜、9時40分～11時40分。あつ
ぎ市民交流プラザ。健康体操を楽しむ。入会費
1000円、月会費1500円。問見上☎223-3752。

◆マクラメ＆ラメルヘンテープ　第3木曜、12～
15時。あつぎ市民交流プラザ。マクラメ用の糸を
指で結びかばんなどを作る。月会費1300円、参加
費100円。問菊地☎248-8753。

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。

その他の病気の時は

大きなけがや病気の時は ２次救急診療（救急入院や手
術が必要な患者が対象）

■休日歯科診療
歯科保健センター　☎224-6081

《受付日時》12月29日～1月3日、①10時～11時30分②13時～16時30分
■休日眼科診療・休日耳鼻咽喉科診療　※広域輪番制

《受付日》12月29日～1月3日　当番病院は市HPに掲載。
《受付時間》当番病院に問い合わせてください。

問環境センター☎225-2790

粗大ごみの
持ち込み

環境センターへの持ち込みは28日まで。
年始は4日から。要予約

収集日程 収集は30日まで。年始は4日から

判断に
迷ったら

期日
内科 外科 内科・外科・

小児科（第1当番病院）（第2当番病院）（第1当番病院）（第2当番病院）

29日 東名厚木病院
☎229-1771

近藤病院
☎221-2375

愛川北部病院
☎284-2121

東名厚木病院
☎229-1771

市立病院
☎221-1570

30日 湘南厚木病院
☎223-3636

東名厚木病院
☎229-1771

近藤病院
☎221-2375

31日 亀田森の里病院☎247-2121
仁厚会病院
☎221-3330

1日 仁厚会病院
☎221-3330

亀田森の里病院
☎247-2121

2日 愛川北部病院
☎284-2121 東名厚木病院

☎229-1771

近藤病院
☎221-2375

3日 近藤病院
☎221-2375

湘南厚木病院
☎223-3636

湘南厚木病院
☎223-3636

モミジに囲まれた広場
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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

1月7・28日、９時～11時30分 要予約
1月18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
1月7日、９～12時 要予約
1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

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）

※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 12月21日、1月4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 1月18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

12月28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 12月18・25日、1月8・15日。13～16時
行 政 12月24日、1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 1月7日、13～16時
公 証 人 12月18日、1月15日。13～15時
行政書士 1月4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2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

1月21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

　年に３回、「厚高新聞」を作成しています。
部員は９人と少ないですが、11月の県新聞コン
クールでは最優秀賞を頂きました。
　部との出会いは、入学説明会で厚高新聞を読
んだ時。小学校の自由課題で、ノートに記事を書
き写したのが楽しかったことを思い出し「自分
でも作りたい」と入部を決めました。部室に染み
ついた紙の匂いや初対面の人と話す取材など、
初めての体験にワクワクしたのを覚えています。
　いざ始めてみると、文章を書くことよりも話
を聞き出すことが難しく、緊張して上手く話せ
ないこともありました。何度も先輩の取材につ
いていって学び、今では相手が緊張しない雰囲
気づくりにも気を配れるようになりました。

　作成には締め切りがあり、「間に合わなかっ
た」では済まされません。不安や重圧を感じる
こともありますが、新聞を読んだ友人や先生か
ら「部活を紹介してくれてありがとう」「しっ
かり話を聞き出せているね」などの声を聞ける
と、次の号も頑張ろうという気持ちになります。
　私の新聞作りは、来年３月の発行分で最後で
す。人の雰囲気が伝わる記事をつくるのが好き
なので、たくさん
の生徒や先生を取
材して、卒業生が
学校生活を振り返
れるような新聞を
作りたいです。

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

楽しく読める新聞を作りたい
厚木高校2年 新聞部部長

野宮 勇介さん（17）

「コロナ禍でも前向きになれるよう工夫した新聞で賞を
取れて本当にうれしかった」と話す野宮さん 部員で話し合い記事の内容を決める


