
 
 
 

 

アパートのオーナー様へ 福祉のサービスなどを上手に活用して高齢者や障がい者の入居を進めてみませんか。 

【日 時】10 月 22 日(土) 10 時から正午まで 【対 象】貸主・不動産事業者等 【定 員】40 人（事前予約制・先着順） 

【場 所】 厚木市役所第二庁舎 16 階会議室Ａ・Ｂ   

【内 容】 「安心して高齢者や障がい者の入居を進めよう！」 

【申込み】 住宅課 住宅政策係   電話 225-2330  FAX 224-0621 

 

 

 

 

 
 
 

日ごろの子育ての疲れを癒すため、一時でもお子さんを

託児室に預け心も体もリフレッシュしませんか。 

【配布条件】 

・アミューあつぎ内(※)で利用できるクーポン券を配布 

(上限 1,000 円) 

・８階「託児室わたぐも」の新規利用者 

・申請は子育て支援センター窓口まで 

※利用できる店舗一覧はクーポン券とともにお渡しします。 

【問合せ】子育て支援センター 電話 ２２５－２９２２ 

 
 
 
 
 
 

【日 時】11 月 16 日（水） 集合出発 ８時 30 分  帰着 16 時（予定） 

【場 所】宮ケ瀬湖周辺 

【行 程】依知南公民館出発（バス）→県立あいかわ公園→北岸林道をハイキング 

     →鳥居原園地で昼食→水の郷で休憩（買い物等）→依知南公民館着 

【対 象】依知南地区在住の方２５人（未就学児は参加不可。応募多数の場合は抽選） 

【参加費】１，０００円 

【持ち物】弁当、飲物、雨具、レジャーシート、運動靴など散策のできる服装、マスク 

【申込み】10 月３１日（月）までに依知南公民館へ直接又は電話（２４５－０４３６）で 

お申込みください。結果は、はがきで申込（代表）者へ通知します。 

【その他】・晴天の場合は観光放流の見学はしません。 

     ・雨天の場合はハイキングを行わず、観光放流の見学と遊覧船乗船に変更します。 

昼食はバスの中でお取りいただきます。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                             

       
 
 

 
 
 

時 間 内 容 説明者 

10 時 05 分から 10 時 50 分まで 居住支援の現状と必要な支援とは 神奈川県居住支援法人ホームネット(株) 

11 時から 11 時 45 分まで 

困ったときは相談しよう！「地域包括支援センター」 地域包括ケア推進課 

障がい者の地域生活について 障がい者基幹相談支援センター 

生活保護制度について 生活福祉課 

11 時 45 分から正午まで 質疑応答・情報提供 住宅課 

依  知  南  公  民  館 

厚 木 市 下 依 知 三 丁 目 1 番 7 号 

電  話 / （ 0 4 6 ） 2 4 5 - 0 4 3 6 

Ｆ Ａ Ｘ / （ 0 4 6 ） 2 4 4 - 1 1 0 0 
E ﾒｰﾙ / 8613@city.atsugi.kanagawa.jp  

依知南地区ふれあい宣言スローガン『地域の絆・心の輪をつなげよう・えち南』 
全地区公民館だよりが厚木市のホームページに掲載されています。http://www.city.atsugi.kanagawa.jp/ 
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市内各保育園の現役保育士が、園の特色を紹介しながら

就職のアドバイスをします。詳細については市HPをご確認

ください。 

【日 時】10 月 29 日（土）13 時から 16 時まで 

【場 所】アミューあつぎ６階 ルーム 601・602・603 

【申込み】参加費無料 当日直接会場へ 

【問合せ】保育課 保育施設係 電話 225-2768 

 

 
  

 

 



 
 
 

 
コロナ禍の運動不足解消に身体を動かしてみませんか？ 
音楽に合わせて自由に楽しく運動しましょう。 

【日 時】第１回10 月26 日（水)、第２回11 月9 日（水） 
【時 間】10 時30 分から12 時30 分（両日とも時間は同じです） 
【場 所】第１回：南毛利スポーツセンター体育室 

（厚木市温水西1-27-1） 
    第２回：東町スポーツセンター体育室（厚木市東町2-1） 
【定 員】各回30 人 ※申込み多数の場合は抽選となります。 
【参加費】無料 
【持物等】動きやすい服装、水分補給できるもの、タオル 
【申込み】10 月19 日（水）までにメールで、総合型地域スポー

ツクラブＯＧＩＮＯスポーツアカデミーへ 
メールアドレス：2017oginosa@gmail.com     

【問合せ】090-5397-6995 担当：鈴木 

 
 
 

個人住民税（市民税・県民税）課税事務のお手伝いをしてく

ださる、短期の会計年度任用職員を募集します。 

【募集人数】若干名 

【勤務内容】①郵便物の開封、資料仕分け・整理、資料・器物

の搬入搬出等 

      ②市民税課窓口及び申告会場での受付・案内等 

【応募資格】①個人情報を取り扱う事務補助で、新聞記事より

も細かい字で書かれた膨大な資料を確認する作業を長時間続け

るため、根気強く集中してスピーディーかつ正確に作業してい

ただける方。②申告にいらっしゃった方の受付や案内等をお願

いするため、接遇や立ち仕事・体力に自信のある方。（①と②両

方の業務をしていただきます。） 

【勤務場所】厚木市役所 本庁舎等 

【雇用期間】令和５年１月中旬から令和５年３月末までの間で、

１箇月８から12 日程度（原則、平日勤務） 

【勤務時間】原則として、９時から16 時の間で６時間勤務（間

に休憩時間１時間を挟むため拘束時間は７時間）となります。 

ただし、②の業務に従事する際は、早出・残業等、時間外勤

務を伴う場合があります。 

【賃 金】時給1,075 円（交通費、時間外手当、休日勤務手当

等別途支給）※短期のため、社会保険の適用はありません。 

【応募方法】市ホームページにあるエントリーシートに顔写真

を貼り、必要事項をご記入の上、11 月１日（火）（必着）ま

でに直接又は郵送で、市民税課（市役所本庁舎２階）までご

提出ください。※後日、面接を行います。面接は11 月21 日

から25 日までの間（祝日を除く）を予定しています。エント

リーシートには必ず平日日中にご連絡のつく電話番号を記載

してください。 

【問合せ・申込み】 

〒243-8511  市民税課 電話225-2010・2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
 

日常生活の中で発生するさまざまな法律問題への対応や、身近
な法律知識をこの機会に身につけてみませんか。 
希望されるテーマのみの受講も可能です。ぜひご参加ください。 
【日 程】11 月4 日（金）、10 日（木）、17 日（木）、24 日（木） 
【時 間】18 時から19 時45 分まで（開場17 時30 分） 
【場 所】あつぎ市民交流プラザルーム610 

（アミューあつぎ６階） 
【テーマ】第1 回（11/4）知って安心！ 

～消費者トラブルと対処法～ 
     第2 回（11/10）知っておきたい相続  

～基本事項と改正について～ 
   第3 回（11/17）終活のための基礎知識  

～遺言、信託契約を中心に～ 
第4 回（11/24）近隣トラブルの類型と解決方法 

【講 師】神奈川県弁護士会所属の弁護士 
【対 象】市内在住・在勤・在学の方 30 人（先着順） 
【受講料】無料 
【申込み】10 月17 日（月）から10 月27 日（木）までに、 

電話又は窓口で申込み。募集人員になり次第締切。 
【問合せ】市民協働推進課 人権男女相談係  

電話 225－2100（本庁舎1 階総合相談コーナー） 

 

●11 月3 日（木・祝）、23 日（水・祝）は、諸証明発行業務は休止いたします。  

また、公民館印刷室はご利用できません。ご注意ください。 

●11 月２日（水）自家用電気工作物の年次点検に伴い全館停電になるため、８時30 分から13 時まで 

閉館します。ご迷惑をお掛けいたします。 

 
 
 

 
自然豊かな博物館の立地を活かし、アルプホルンの演奏会を開

催します。 
間伐材を利用した楽器の解説などもお聞きいただけます。 
秋の陽ざしの中、アルプスの音色を楽しんでみませんか。 

【日 時】10 月30 日（日）13 時30 分から15 時まで（予定） 

【場 所】あつぎ郷土博物館 館外テラス（下川入1366-4）  

【内 容】楽器等解説、アルプホルン演奏 

【講 師】玉川アルプホルンクラブ 会長 中川 重年ほか 

【観 覧】無料 当日直接会場へ 

【問合せ】あつぎ郷土博物館 電話 225－2515 

 

 

 

【日 時】10 月30 日（日）13 時から 
【場 所】依知南公民館 会議室AB 
【語 部】倉橋 崇恭さん 
【参加費】無料（飲み物はお持ちください） 
【申込み】当日直接会場にお越しください。 

・マスクの着用をお願いします。 
・体調の悪い方は参加をご遠慮ください。 
・入館時、検温及び手指消毒にご協力願います。 

【問合せ】厚木市依知憲法9 条の会 電話246-0179（大友） 
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