
《応募期間》　2023年1月16日～2月15日
《 対　象 》　申請時に市内在住の方
《応募方法》　�郵送または電子申請（1月12日から申請書の配布

や電子申請先の公開を開始）

①市内店舗で買い物をしてレシートを集める
　▷�対象のレシート＝12月15日～2023年2月15日に市内で
発行（たばこや商品券、医療費などのレシートは除く）

②合計1万円以上集めて応募
　▷�応募には合計で1人1万円以上が必要
　▷申請は1人1回
　▷�同居家族分をまとめて申請も可（例：3人家族であれば
3万円以上のレシート1枚でも応募可）

③1人3000円をキャッシュバック

　市内店舗で買い物をしたレシートを集め、応募すると現金
が戻ってくるキャンペーンを実施します。

▲�市HPは
こちら

　応募方法や対象となるレ
シートなどの詳細は、コー
ルセンター☎0120-306149 

（12月15日～、平日9時15分～
17時）または市HPに掲載。 

問商業にぎわい課☎225-2840

あつぎ生活応援あつぎ生活応援
� キャッシュバック� キャッシュバック

先着
10万人

1万円以上の買い物で3000円が返ってくる！

応募は1月16日から まずはレシートを集めよう

催 し
カブトムシの落ち葉プール
をつくろう
　1月15日、10～14時。あつぎこども
の森公園。落ち葉かきやカブトムシ
のすみか作りなど。市内在住在学の
小学生と保護者20人。無料。申電話
またはEメールに〒住所、氏名、年齢、
電話番号を書き、12月26日までに環
境政策課☎225-2749・ 3100@city.�
atsugi.kanagawa.jpへ。抽選。

キッズキャンプ
　2月①4・5日②11・12日（1泊2日）。
七沢自然ふれあいセンター。工作、
野外炊事。市内在住の小学1～3年
生24人。5500円（材料費、リネン
代、保険料）。申1月4日までに七沢
自然ふれあいセンター☎248-3500
へ。抽選。

ななさわ森のようちえん・
出張！森のたんけん隊
　2月15日、14時～16時30分。若宮
公園。自然遊びなど。市内在住で
3～6歳の未就学児20人。300円（材

料費、保険料）。申 1月1日から講座
予約システムへ。先着順。問七沢自
然ふれあいセンター☎248-3500。

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番組
「ライブ投影」
　12月25日、13時30分～14時10分。
今夜の星空と注目の天文現象を解
説。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。
■ミニ工作教室「でんでんだいこ」
　1月8日、①13時40分～②14時30
分～（各回30分）。太鼓のおもちゃ
を作る。定員24人。無料。申当日
9時から電話で受け付け。
■おもしろ実験
「しゃぼん玉の色のひみつ」
　1月15日、①11時～②14時～（各
回45分）。しゃぼん玉の色の仕組
みに迫る実験。小学生以上10人（付
き添いの方も要予約）。無料。申
当日9時から電話で受け付け。

■科学工作教室
「リモコンロボットをつくろう」
　1月21日、13時40分～15時40分。
モーターを使って操るロボット工
作。小学生以上24人（付き添いの
方も要予約）。無料。申12月24日
から講座予約システムへ。
■大人のためのプラネタリウム
「オーロラの神秘と脅威」
　1月28日、18～19時。専門家から
オーロラの話を聞く。15歳以上90
人（中学生は除く）。200円。申12月
25日（年間パスポートを持つ方は
24日）9時から電話で受け付け。
■昼寝タリウム
　木曜（12月29日、1月5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90人。
200円（中学生以下50円）。申当日
9時から観覧券を販売。
　いずれも会場、問い合わせは子ど
も科学館☎221-4152。先着順。

成人を祝う会
　1月8日、11時30分～13時。イコー
ザ渋谷学習センター。2002年4月2日
～05年4月1日に生まれた視覚障害
者10人。無料。申ファクス、Eメール
に〒住所、氏名、生年月日、電話番号、
付き添いの有無を書き、12月18日
までに県視覚障害者福祉協会事務
局☎205-6040・ 205-6971・
jimu@npo-kanagawa.orgへ。抽選。
《「催し」は2面に続きます》

　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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　昨年10月から始まった、いつでも、どこにいても電子書籍の検索・閲覧・貸し出し・
返却ができる電子図書館の蔵書数を増やしています。約1100点から9000点以上に増加
させ、気軽で便利に使える図書館をさらに充実していきます。

電子で本が
借りられる

問中央図書館☎223-0033

電子図書館の蔵書数を増加

【図書館カードを持っている場合】電子図書館にアクセスし、利用者ID（＝
図書館カード番号）とパスワードを入力してログイン。
【持っていない場合】市内在住＝住所確認書類（免許証や保険証など）を持ち
中央図書館でカードを発行。市内在勤・在学＝住所確認書類と社員証・学生
証などを持ち中央図書館でカードを発行。電子申請システムからも申し込み可。

タブレットやスマートフォンで
閲覧できる

合計9050点（11月22日時点）
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　季節の観光を楽しみ
ながら、出会いを見つ
けてみませんか。 　かながわ考古学

財団が、崖に掘ら
れた古墳時代の墓
を解説します。

《日時》　�1月21日　10～13時
《場所》　レンブラントホテル厚木他
《内容》　�イチゴ狩り、ミニセミナー、� �

交流会、告白タイムなど
《対象》　�25～39歳の男女各15人� �

（男性は市内在住在勤）
《費用》　1500円（体験費用）

日時　�12月24日①10時～②13時30分～
　　　（各回60分。雨天中止）
場所　中依知294（駐車場はありません）
　　　バス停「追

おい

分
わけ

」から徒歩5分
申市HP、市役所、公民館にある申込書を、直接ま
たは郵送、ファクス、Eメールで1月5日（必着）ま
でに〒243-8511企画政策課☎225-2450・ 225-
3732・ 1100@city.atsugi.kanagawa.jpへ。抽選。

申当日直接会場へ。
問文化財保護課☎225-2509 問観光振興課☎225-2820

　スマートフォン
を使った電子スタ
ンプラリーです。
自転車に乗って、
新しい厚木を見つ
けてみませんか。

【期間】1月7日～2月28日
【内容】�三つのコースごとのチェックポイ

ントでデジタルスタンプを集め、
景品と交換（先着500人）

申専用アプリから参加。
　詳しくは市HPに掲載→

無料

▲�市HPは
こちら

ATSUGI
婚活ツアー

かんなくず温泉
　1月29日、14～16時。ジェラテリ
アS

� シ ー グ レ イ ス �
eaGrace。かんなで削った木

のくずで切り絵などを作り、みそ・
しょうゆのたるに入れて木の香り
やぬくもりを感じる。定員20人。
500円。申12月15日から暮らしの保
健室あつぎ☎409-9512へ。先着順。

講　座
ヒューマン・カレッジ

（人権講座）
　1月24日、10～12時。あつぎ市民
交流プラザ。「ハンナのかばん」を
テーマに講演。市内在住在勤在学
の18歳以上10人。無料。申12月15
日～1月11日に社会教育課☎225-
2511へ。抽選。オンライン受講可。

応急手当講習会
■普通救命講習会
　1月13日、13時30分～。市内在住
在勤在学の中学生以上15人。
■普通救命講習会（小児・乳児対象）
　1月28日、9時～。市内在住在勤
在学の中学生以上10人。
　いずれも180分。消防本部。応急
手当ての重要性、心肺蘇生法、自動

体外式除細動器（AED）の取り扱
いなど。無料。申12月15～21日に救
急救命課☎223-9365へ。抽選。

高齢者・障がい者虐待防止
講演会
　1月27日、14～16時。あつぎ市民
交流プラザ。高齢者や障害者への
虐待や意思決定支援がテーマの講
演。市内在住在勤の方40人。無料。
申12月15日～1月6日に権利擁護支
援センター（あゆさぽ）☎225-2939
へ。先着順。オンライン受講可。

お口の健康講座
　2月①9日、14時～②13日、10時
～（各回90分。全2回）。あつぎ市
民交流プラザ。歯科医師などによ
る口の健康と栄養の講座。市内在
住の65歳以上20人（要介護認定を
受けている方は事前に要相談）。
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、1月10日（必
着）までに〒243-8511介護福祉課
☎225-2388へ。抽選。

現役薬剤師が教える！くすりのはなし・
ロコモティブシンドロームチェック
　2月7日、13～16時。アミューあ
つぎ。ジェネリック医薬品に関す
る講座と運動機能テスト。市内在
住の方20人。無料。申12月28日ま
でに国保年金課☎225-2125へ。抽
選。詳細は市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
　①1月24日、睦合西公民館②2月
15日、相川公民館。14時～15時30
分。睡眠と健康の関係や眠りの改
善方法を保健師が講義。香り袋作
り体験あり。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1月13日までに
健康づくり課☎225-2201へ。抽選。

聴覚障がいの基礎知識講演会
　1月16日、13時30分～15時30分。
保健福祉センター。県聴覚障害者
福祉センター相談員が聞こえや補聴
器、聞こえづらい方の心理などを解
説。文字通訳と難聴者の聞こえ方
を支援する設備「ヒアリングループ」
あり。定員10人。無料。申往復ハガ
キに講座名、〒住所、氏名（ふりが
な）、年齢、電話・ファクス番号、
Eメールアドレス、託児希望の場合
は子どもの氏名・生年月日、希望の

参加方法を書き、1月4日（必着）ま
でに〒243-8511障がい福祉課☎
225-2221・ 224-0229へ。抽選。
オンライン受講可（定員なし）。

手書き要約筆記講習会
　1月16日～3月6日の月曜（全8回）、�
13時30分～15時30分。保健福祉セ
ンター。聞こえにくい方のために、
音声情報を文字で伝える方法を学
ぶ。市内在住在勤在学の方10人。
無料。申往復ハガキに講座名、〒�
住所、氏名（ふりがな）、年齢、
電話・ファクス番号、Eメールア
ドレス、応募動機、託児希望の場
合は子どもの氏名・生年月日、市
外在住の方は勤務先または通学先
を書き、1月4日（必着）までに〒�
243-8511障がい福祉課☎225-2221・�
224-0229へ。抽選。

日本語講師養成講座
　1月10・17・24・31日（全4回）、
18時30分～20時。あつぎ市民交流
プラザ。日本語講師の基礎知識を
学ぶ。講師としてボランティアを
希望または活動中の方30人。無料。
申直接、電話またはハガキに講座
名、〒住所、氏名（ふりがな）、
電話番号を書き、12月26日（必着）
までに〒243-8511市民協働推進課
☎225-2215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
　1月6・13・20・27日（全4回）、
13時10分～。文書作成ソフトで
カードや差出人ラベルを作り操作
方法を学ぶ。2000円。
■初心者向け住所録作成講座
　1月11日、13時10分～。表計算
ソフトで住所録を作り基本操作を
学ぶ。500円。
■初・中級者向けプレゼンテー
ションソフト講座
　1月15・22日、①9時50分～②13
時10分～（全3回。22日は①のみ）。
基本操作やグラフの使い方、印刷
方法などを学ぶ。1500円。
■初心者向け写真整理講座
　1月18・25日（全2回）、13時10分～。�
写真データに名前をつける方法や
フォルダの作成などを学ぶ。1000円。

いちごいちご狩狩りり
　 　 ＆＆ミニセミナーミニセミナー

中依知で古墳時代の横穴墓を11基発見

遺跡の現地説明会
厚木厚木dedeサイクルサイクル
デジタルスタンプラリーデジタルスタンプラリー

無料

２



あつぎ
郷土博物館館學藝員のススメ

　博物館では、1月14日から企画
展「人形とともに・相模人形芝
居の50年」が始まります。県内
の５座が集う相模人形芝居大会
の50回目を記念した展示会です。
　相模人形芝居は、1980年に国
の重要無形民俗文化財に指定さ
れた郷土芸能で、市内では長谷
座・林座が伝統をつないでいま
す。今回紹介するのは、長谷座
に伝わる白

はく

尉
じょう

と黒
こく

尉
じょう

面で、安
永年間（1772～81年）に長谷の
観音堂が火災に遭った際に焼け
残った物です。阿波・淡路系の
人形芝居には必ず付随するとい

に郷土が誇る伝統
芸能に触れてみて
ください。

施設案内▲問あつぎ郷土博物館☎225-2515

第39回 　博物館の学芸員が、あれ
これを語り倒すコーナー。

槐
えんじゅ

　真
ま さ

史
し

詳しくは博物館HPに掲載

　新年の始まりに、年齢別にお薦
めの本を2冊詰めた福袋を貸し出
します。
《日時》1月4日　9時～
《対象》小学生まで（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

司書のお薦め♪中身はお楽しみ 冬の文化財講座

図 書 館図 書 館
おお 楽楽 し みし み
福 袋福 袋

　災害が起こる前の心
構えやいざという時の
行動を学びます。
■ペットの防災講演会
《時間》13時30分～15時15分　《定員》30人
※�終了後、飼い主のいない猫の不妊・去勢手術への助成な
ど市や県の取り組みを紹介。
■ペットの迷子ポスターを作るワークショップ
《時間》①12時～②13時～③14時～④15時～（各回60分）
《定員》各回5人
◆�パネル展「�ペットと考える防災� �

しっぽ村からみなさんに伝えたいこと」
《時間》11時30分～16時

　いずれもあつぎ市民交流プラザ。無料。申■12月15日か
ら生活環境課☎225-2750へ。先着順。◆当日直接会場へ。

1/15

問文化財保護課☎225-2509

《日時》1月7日� 10～15時
《場所》あつぎ郷土博物館
《内容》�①キツネの立体のお面に色や模様を付ける��

②�干
え

支
と

のウサギや鬼、おかめなどのお面の
塗り絵

《費用》①100円（材料費）②無料
申当日直接会場へ。

歴史を伝える面
大野 一郎

われ、「300年ほど前に淡路の人
形遣いが伝えた」という長谷座
の言い伝えともつながります。
面は、箱に収めて神聖視され、
開演時には楽屋の一部に神棚を
設けて祭ったそうです。
　企画展では、この面や県内５
座の人形の頭

かしら

など、相模人形芝
居の歴史的な意義が伝わる貴重
な史料を展示します。この機会

白尉・黒尉面
（人形三

さん

番
ば

叟
そう

面）

■初・中級者向けフォトアルバム
作成講座
　1月23・30日（全2回）、13時10分
～。プレゼンテーションソフトを
使ったアルバム作りや写真の加工
方法を学ぶ。1000円。
　いずれも会場は情報プラザ。各
回120分。定員12人。費用はテキスト
代他。申電話またはハガキに講座
名、〒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22日（必着）
までに〒243-0021岡田3050情報プ
ラザ☎220-2711へ。抽選。

フレイルチェック
　■1月①19日、10～12時②26日、
13時30分～15時（全2回）◆2月①
2日、13時30分～15時30分②7日、
13時30分～15時（全2回）。あつぎ
市民交流プラザ。フレイル（加齢
で筋力や心身の活力が低下した状
態）の測定と対策を学ぶ。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◆1月10日（必着）
までに〒243-8511介護福祉課☎
225-2388へ。抽選。

Let's コグニサイズ
　1月26日、10時～11時30分。あつ
ぎ市民交流プラザ。運動しながら
課題に答える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事前に
相談）。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、1月
10日（必着）までに〒243-8511介
護福祉課☎225-2388へ。抽選。

健康運動指導士による
未病運動講座
　2月6・16・24日、①9時30分～

②10時45分～（各回45分）。あつぎ
市民交流プラザ。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
リさせる体操の助言と実技。市内
在住の20歳以上各回20人。無料。
申 1月13日までに健康づくり課☎
225-2203へ。抽選。

森林づくり体験教室・
木こり体験・シイタケ栽培
　2月4日、9～16時。七沢地区の
森林。間伐体験とシイタケ栽培の
原木「ほだ木」作り（ほだ木は持
ち帰り）。小学生以上40人（小学
生以下は保護者同伴）。570円（材
料費、保険料）。申 1月13日までに
農業政策課☎225-2351へ。抽選。

生ごみを肥料として
有効活用しよう！
　1月22日、10～12時。市役所第
二庁舎。生ごみを堆肥にして草花
などの栽培に使う方法を学ぶ。市
内在住在勤在学の中学生以上20
人。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、1月10日までに環境政策課☎
225-2749・ 223-1668へ。抽選。

スポーツ協会の教室
■ジュニアバドミントン教室
　1月14・21・28日、2月11・18日
（全5回）。13時30分～15時30分。
南毛利スポーツセンター。市内在
住の小・中学生40人。2000円。
■キッズテニス教室
　1月15日、①10時～②13時30分
～（各回120分）。南毛利スポーツ
センター。①市内在住の年中～小
学3年生②市内在住の年中～小学6
年生。各回30人。800円。
■初心者空手道教室
　1月15・22・29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。
◆スキー教室
　2月23～25日（2泊3日）。斑

まだら

尾
お

高
原・タングラムスキー場（長野県）。�
市内在住在勤の18歳以上37人。3
万8000円（宿泊・交通費他）。
　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、■
12月25日◆1月8日までに〒243-
0039温水西1-27-1スポーツ協会☎
247-7212・ 248-7151・ info@
atsugi-sports.comへ。抽選。

スポーツ協会のアカデミー
■幼児運動アカデミー
　1月20・27日、2月3・10・17・24日、�
3月3・10日（全8回）。16時30分～17
時30分。跳び箱、柔軟体操で運動能
力の向上を目指す。市内在住の5・
6歳12人（未就学児）。各回500円。
■湘南ベルマーレ小学生体力づく
りアカデミー
　1月14・22日、2月5・23日、3月
12・18日（全6回）。13時30分～14
時30分。駆けっこ、ダンス、サッ
カーで運動能力の向上を目指す。
市内在住在学の小学1～3年生20人。�
各回500円。
■小学生トレーニングアカデミー
　1月20・27日、2月3・10・17・24日、
3月3・10日（全8回）。体力テスト
に向け運動能力を高める。17時50
分～18時50分。市内在住在学の小

学3～6年生15人。各回500円。
■中学生ソフトテニススクール
　1月13・20・27日、2月3・10・
17・24日、3月3・10・17・24日（全
11回）。19時～20時55分。初心者
向けの講習会。市内在住在学の中
学生15人。各回300円。
◆永里源気サッカーアカデミー
　1月9・16・23・30日（全4回）、
①17時30分～18時30分②19時～20
時30分。プロサッカー選手・永里
源気さんのサッカー教室。①初心
者の小学生10人②経験者の小学4
～6年生15人。各回500円。
◆バスケットボールアカデミー
　1月29日、9時30分～11時。松蔭
大学の選手による講習。①初心者
の年中～小学4年生20人②経験者
の小学2年～中学生30人。500円。
　いずれも南毛利スポーツセンター。
申ハガキ、ファクス、Eメールに
教室名、〒住所、氏名（ふりがな）、
学年、電話番号、◆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・ 248-7151・ info@
atsugi-sports.comへ。抽選。
《「講座」は4面に続きます》

博物館でオリジナルの
� お面を作ろう！

ペットペットのの防災防災をを学ぼう学ぼう

　自由に色や模
様を付けて自分
だけのお面作り
を楽しみません
か。
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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13～17日 第47回厚木市しあわせクラブ連合会シル
バー作品展

1月20～24日 厚木愛甲地区中学校文化連盟芸術祭　美
術科学習発表会

1月27～31日 厚木愛甲地区中学校文化連盟　技術科　
家庭科　特別支援部会発表会

ロードギャラリー
（厚木地下道）

1月20日～
� 2月15日

平和のための展示会
消費トラブル未然防止の啓発活動

JAあつぎの講座
■酒

さけ

粕
かす

料理講習会
　2月8日、10～12時。酒かすを使っ
た料理の実演と実習。市内・清川村
在住の方14人。1100円（材料費他）。
■酒まんじゅう作り講習会
　2月22日、13時30分～15時。酒
種を使った生地でまんじゅうを作
る。市内・清川村在住の方15人。
900円（材料費他）。
　いずれもJAあつぎ本所。申12月
15日からJAあつぎ☎221-6881へ。
先着順。

子育て
子育てリフレッシュ講座
　1月28日、10～12時。アミュー
あつぎ。ボルダリング体験。市内
在住で未就学児の保護者15人（託
児あり。3カ月以上の子ども15人。
1月6日までに要予約）。1000円（施
設利用料）。申電話または子育て
支援センター、市HPにある申込
書を、郵送、ファクスで1月6日（必
着）までに子育て支援センター☎

225-2922・ 223-1684へ。抽選。

一緒に伸ばす赤ちゃんの発達
　1月17日、10時～11時30分。あつ
ぎ市民交流プラザ。理学療法士に
よる講義と、子どもの発達を促す
体を使った遊び。市内在住の7カ月
～歩く前の子どもと保護者10組。
無料。申12月15日から健康づくり
課☎225-2597へ。先着順。

家庭教育講演会
　1月13日、10時～11時30分。市役
所第二庁舎。「子育てが5倍楽しく
なる！子どもと家族の笑顔を増や
すコミュニケーション力アップ講座」
をテーマに講演。市内在住で未就
学児の保護者10人。無料。申12月15
～28日に社会教育課☎225-2511
へ。抽選。オンライン受講可。

ベビーマッサージ
　1月13日、10時30分～11時30分。

ての実務経験が3年以上ある方若
干名。
　いずれも申市立病院や市役所本
庁舎、本厚木・愛甲石田駅連絡所、
市立病院HPにある申込書を、直
接または郵送で1月4日（消印有効）
までに〒243-8588水引1-16-36病
院総務課☎221-1570へ。

統計調査員
　国勢調査や経済センサスなど、
国や県の統計調査の調査員を募集
します。
　《対象》①市内在住在勤で20歳
以上②税務、警察、選挙に直接関
係がない─の全てに該当する方

《報酬》各種統計調査の報酬基準
による。申市HPにある申請書を
直接、行政経営課☎225-2180へ。

飯山楽
ら く

菜
さ い

園
え ん

・飯山農
の

楽
ら っ

校
こ

の
利用者

■飯山楽菜園
　《所在地》飯山3588他《募集数》
50区画《費用》3万8000円（種苗・
農機具代など）《期間》3月中旬～
2024年1月31日。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☎・ 241-1946または
飯山楽菜園HPから申し込み。抽選。
■飯山農楽校
　《所在地》飯山4094他《募集数》
①20平方㍍20区画②30平方㍍30区
画《費用》①1万円②苗・肥料込
み3万7000円（農具代含む）《期間》
3月11日～24年1月31日。申12月15
日から飯山農楽校・渡辺☎090-
1843-1117・ 241-3295へ。先着順。

老人クラブ連合会のパート職員
　シニア世代の行事の企画・運営・
経理などをする職員を募集します。
　《対象》ワード・エクセルが使え、
普通自動車運転免許を持つ方《報
酬》時給1570円《勤務日数》平日

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）。300円（オイ
ル代）。申1月6日までに子育て支援
センター☎225-2922へ。抽選。

親子ふれあい遊び・1歳児
　1月20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。市内在住の
1歳児と保護者15組。無料。申1月
13日までに子育て支援センター☎
225-2922へ。抽選。

募　集
市立病院の職員

■社会福祉士
　《試験日》1月15日《対象》1988
年4月2日以降生まれで①社会福祉
士免許を持ち、医療機関などでの
社会福祉士としての実務経験が3
年以上ある②2023年実施の国家試
験で免許を取得見込み―のいずれ
かに該当する方若干名。
■社会福祉士（育児休業代替任期
付き職員）
　《試験日》2月28日までで要相談

《対象》社会福祉士免許を持ち、
医療機関などでの社会福祉士とし

問あつぎ市民交流プラザ
☎225-2510

1月の

■日本の伝統芸能・
　講談から学ぶ歴史と文化
日時　1月28日　10～12時
定員　50人　費用　300円（資料代他）
■自分に似合う色を探しましょう
日時　2月4日　10～12時
定員　15人　費用　300円（資料代他）

■瑞宝双光章　▽岡本正勝（73・元町）警察功労=元
県警視▽門田美惠子（79・三田）教育功労=元公立小
学校長▽藤田依男（73・愛甲）警察功労=元警視庁警
視
■瑞宝単光章　▽有木伸一（66・恩名）郵政業務功労
=元日本郵政公社職員▽小田島正生（73・旭町）警察
功労=元県警部補▽小宮茂博（73・下川入）警察功労
=元県警部補▽鈴木和人（64・中依知）防衛功労=元3
等海尉▽野際芳治（73・上落合）警察功労=元県警部
補▽望月玉三朗（70・水引）消防功労=元市消防団長
■黄綬褒章　▽角田秀幸（66・森の里）業務精励（塗
装工事業）＝現㈱TSUNODA代表取締役▽森下清（52・
愛甲東）業務精励（廃棄物処理業）＝現清掃作業員

　いずれも会場は湘北短期大学。申ハ
ガキ、Eメールに〒住所、氏名（ふりが
な）、年齢、電話番号を書き、1月10日（必
着）までに〒243−8511文化生涯学習課  
0350@city.atsugi.kanagawa.jpへ。抽選。

　市内の大学で楽しく
学びませんか。

　本厚木駅前東口地下道の活性化を推進
し、市街地の回遊性の向上やにぎわいを創
出するため、皆さんから提案事業を募集し
ます。

《対象》�2023年4月1日～24年3月31日に実施
する事業

申企画政策課または市HP
にある応募用紙に必要事項
を書き、12月15日～1月20日
に企画政策課へ。結果は2月
下旬に通知。

問文化生涯学習課☎225-2512 問秘書課☎225-2009 問企画政策課☎225-2450

市HPは
こちら

広告

秋の叙勲・褒章 受章者
市内の受章者を紹介します（敬称略）。

受講者募集あつぎ協働大学あつぎ協働大学
特別講座特別講座

募集 地下道をにぎわいあふれる空間に地下道をにぎわいあふれる空間に

2023年度2023年度
地下道活性化提案事業地下道活性化提案事業
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4日程度、9～17時《勤務場所》老
人福祉センター寿荘。申履歴書を
12月25日（必着）までに〒243-0018
中町1-1-3老人クラブ連合会☎225-�
2250へ。

サッカーチーム「はやぶさ
イレブン」の新名称
　市内で活動するチームの新たな�
名称を、皆さんの投票で決定します。
　《候補》①厚木はやぶさFC②FC
厚木HAYABUSA③厚木シティは
やぶさ④厚木シティFC⑤厚木
ファルコンズ。申ハガキ、Eメー
ルに希望の名称、〒住所、氏名、年
齢、電話番号を書き、1月15日（消印�
有効）までに〒243-0024長沼140-1
㈱SCD☎0467-89-3820・ info@ha�
yabusa11.netへ。詳細ははやぶさ
イレブンHPに掲載。

　 お知らせ
2023・24年度小規模工事（修
繕）受注希望者の登録
　市の競争入札に参加しない事業
者に公共施設などの小規模工事
（修繕）の受注機会を拡大する制度
です。既登録者も申請が必要です。
　《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》2023年4月1日～（2年間）。
申市HPにある申請書を1月4日～2
月28日（必着）に直接または簡易
書留で〒243-8511契約検査課☎
225-2080へ。

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）
に、12月下旬に申請書を送ります。
借入金融機関に早めに提出してく
ださい。問産業振興課☎225-2830。

家屋取り壊しの届け出
　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。家屋を取り壊し
た場合や未登記家屋の所有者を変

更した場合は、速やかに届け出て
ください。問資産税課☎225-2031。

新型コロナウイルス感染症の影響
による国民年金保険料免除申請
　収入源となる業務の喪失や売り
上げの減少などで所得が相当程度
まで下がった場合は、臨時特例措
置として国民年金保険料の免除申
請ができます。申年金手帳、納付
書など基礎年金番号と、2021年1
月以降の収入が減少した月の収入
額が分かる物を持ち、直接、国保
年金課☎225-2121へ。

国民年金保険料の納付が
困難な方へ
　経済的な理由で納付が困難なと
きは、日本年金機構が所得要件な
どを審査し、保険料の納付を免除・
猶予できる場合があります。
　《免除制度》本人・配偶者・世
帯主の所得が一定額以下の場合、
保険料が全額または一部免除《猶
予制度》50歳未満で、本人・配偶
者それぞれの所得が一定額以下の
場合、保険料の納付を猶予《対象
期間》7月～2023年6月（過去期間
分は、申請日から2年1カ月前ま
で）。申年金手帳、納付書など基
礎年金番号が分かる物を持ち、直
接、国保年金課☎225-2121へ。失
業が理由の場合は、雇用保険受給
資格者証または雇用保険被保険者
離職票（コピー可）が必要。

アイドリングストップに
協力を
　待ち合わせや荷物の積み下ろし
などによる駐停車の際は、アイド
リングはやめましょう。10分間の
アイドリングで、130cc程度の燃
料を消費します。窒素酸化物の排
出量削減に向けて、アイドリング
ストップへの協力をお願いしま
す。問生活環境課☎225-2752。

ひとり親家庭などに
修学資金などを貸し付け
　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・修学資金のうち、必要

と認められる額を貸し付けていま
す。

《貸付限度額》
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 6万2330円
私立大学 7万2330円

　申子育て給付課☎225-2241へ。
審査の上、申請の翌月末に決定。

償却資産の申告期限は1月31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。

歯と歯ぐきの健康相談
　12月22日、9時30分～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。無
料。申当日直接会場へ。参加者に
は歯間ブラシとデンタルフロスを
プレゼント。問健康づくり課☎
225-2201。

年末年始 労働・困りごと
LINE相談会
　12月29日～1月3日。司法書士が

賃金の不払いや不当な解雇、ハラ
スメントなどの相談に対応。LINE
で@771zceamを友だち登録。無
料。問全国青年司法書士協議会☎
03-3359-3513。

東京農業大学生物産業学部
学資支援金
　大学入学時にかかる費用の一部
を給付します。
　《対象》2023年4月から東京農業
大学生物産業学部（オホーツク
キャンパス）への入学が決定した
方で、市内または沖縄県糸満市、
山形県天童市に住民登録がある保
護者《金額》10万円。申学生教務
課☎0152-48-3813へ。審査あり。

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

10・24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

11・25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

12・26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

13・27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

17・31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

4・18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

5・19日 長谷公園
毛利台児童館

14:30～15:10
15:30～16:00

6・20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

10日 三田・まつかげ台 19日 愛甲原・上落合

11日 宮の里 20日 妻田東・七沢

12日 飯山中部・及川 23日 浅間山

13日 鳶尾・上荻野 24日 毛利台・吾妻町

16日 愛甲・小野 25日 下川入・上戸田

17日 荻野新宿 26日 山際・緑ケ丘・金田

18日 下古沢・温水恩名 27日 岡田・藤塚

　全て児童館。保護者・子ども同士の交流と子育て相談の
場。小学校就学前の子どもと保護者。
　《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
1月

　市立病院では、がんへの理
解促進や患者とその家族の交
流などに取り組んでいます。
� 問市立病院☎221-1570

参加者募集

■市立病院講演会
日時　1月23日　14～15�時
内容　�「看

み

取
と

りの心がまえACP
（アドバンス・ケア・プ
ランニング）」をテーマ
に、人には聞けない最期
のときを解説

定員　40人
申1月6日までに病
院総務課☎221-
1570へ。抽選。 申当日直接会場へ。

　鑑賞料、上映時間などの詳細は、直接劇場へ。
問あつぎのえいがかん kiki☎240-0600

RRR アールアールアール 12月17日～
アフター・ヤン　 12月17日～1月5日
ファイブ・デビルズ

12月17～28日
ペルシャンレッスン
バビ・ヤール 12月24日～1月5日
ミセス・ハリス、パリへ
行く 12月24日～

マスター 先生が来る！ 12月30日～1月5日
パラレル・マザーズ 12月30日～1月12日
ハッピーニューイヤー

1月6～19日
わたしのお母さん
殺しを呼ぶ卵 【最長版】  1月13～26日

詳細はこちら詳細はこちら

■がんサロン「つくしんぼカ
フェ」
日時　2月15日　14～15時
内容　�「気持ち・体のつらさを軽

くする方法」をテーマに、
緩和ケアチームの看護師
による、がんと向き合う
ミニレクチャー、交流会

市立病院の催し

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》
■食品ロス削減推進計画策定
　《閲覧期間》12月26日～1月27日

《閲覧場所》環境事業課、環境政
策課、市政情報コーナー、地区市
民センター、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《応募方法》閲覧場所にあ
る用紙で確認。問環境事業課☎
225-2793。
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ズンバゴールド講座

問スポーツ推進課☎225-2531

《日時》1月①13日　10～12時
　　　　　②20日　10時～11時45分
　　　　　③27日　10～11時（全3回）
《場所》あつぎ市民交流プラザ
《内容》�専用アプリで仲間をつくり、フレイル予

防を楽しく続ける方法を学ぶ
《対象》�市内在住の65歳以上20人（要介護認定を

受けている方は事前に要相談）
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。

《日時》2月18日�10～12時
《場所》厚木南公民館
《対象》市内在住の40～64歳30人

無料

　仲間と一緒にやる気アッ
プ！オンラインでつながり
ながら予防に取り組みます。

　陽気なリズムに合わせて全身を思い
切り動かし、楽しく運動しませんか。

体を思い切り動かして運動不足解消

日
に
ち

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 亀田森の里病院

東名厚木病院
☎229-1771

仁厚会病院
東名厚木病院
☎229-1771

市立病院
☎221-1570

☎247-2121 ☎221-3330

30日 仁厚会病院 亀田森の里病院
☎221-3330 ☎247-2121

31日
愛川北部病院
☎284-2121

東名厚木病院
☎229-1771

湘南厚木病院
☎223-3636

1日 湘南厚木病院
☎223-3636

2日 近藤病院 東名厚木病院 湘南厚木病院
東名厚木病院
☎229-1771

☎221-2375 ☎229-1771 ☎223-3636

3日 東名厚木病院 湘南厚木病院 近藤病院
☎229-1771 ☎223-3636 ☎221-2375

発熱などの症状が出たら 年末年始の医療体制（12月29日～1月3日）

冬の感染対策に協力を

年末年始の業務日程

オミクロン株対応
ワクチン接種情報

▼資源とごみの収集など

▼休業・休館しない施設

▼無料開放施設

▼公共施設の休業・休館日

　�《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。

問環境センター☎225-2790

問行政経営課☎225-2099

◇休日夜間急患診療所（メジカルセンター）☎297-5199
　 《受付時間》 ①9時～11時30分②14時～16時30分
　　　　　　③18時～21時30分
◇休日歯科診療（歯科保健センター）☎224-6081
　 《受付時間》 ①10時～11時30分②13時～16時30分
◇大きなけがや病気のときは
　6病院の輪番制で24時間対応します。メジカルセンターの受け付け
時間外の対応も担います。

◇判断に迷ったら（応急手当の方法、医療機関の案内など）
　あつぎ健康相談ダイヤル24　☎0120-31-4156
　《受付時間》24時間対応

　集団接種（老人福祉センター寿荘）で、新たに若年層への
優先接種・開設時間延長などを実施します（ワクチンはファ
イザー社製「BA.4-5」）。希望する方は予約をお願いします。
■10・20代の優先接種
《日時》①12月26～28日　9～16時
　　　��②1月の金・土曜　10時～19時30分
　　　　�（6日は17時30分まで、21・28日を除く）
《対象》�最終接種日から3カ月経過した3～5回目未接種の�

12～29歳
■木・金・土曜の午前・夜間接種（1月から）
《時間》�10時～19時30分（21・28日を除く）
　　　��※12月までは12時～18時30分
《対象》�最終接種日から3カ月経過した3～5回目未接種の�

12歳以上
問市新型コロナウイルスワクチン
接種コールセンター☎0570-054-666

※1…子育て支援センターは28日12時まで／古民家岸邸は12月25日～1月3日が休館
　　　その他、別途施設の定休日あり
※2…通夜・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

　新型コロナウイルスと同時に、インフルエンザが流行する可能性も
高まる季節です。年末年始も感染対策を徹底し、薬・食料品・日用品・
抗原検査キットを常備しましょう。� 問健康長寿推進課☎225-2174

　�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

　《場所》①荻野運動公園競技場②及川球技場グラウンド・多目的広場
　《日時》12月29日～1月3日①9～17時②9～15時

　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

詳細はこちら詳細はこちら

詳細はこちら

施設
12/29 30 31 1/1 2 3 4
木 金 土 日 月 火 水

行政サービス、相談窓口
貸館、スポーツ施設など
斎場 ※2 ※2・3 ※3
中央図書館 ※4
託児室わたぐも

…休館 …開館

※情報は12月2日時点

下の簡易フローチャートを参考にしてください。

重
い
症
状
が

市
販
の
抗
原
検
査
キ
ッ
ト
で
検
査

陰
　
性

ない

該当

ある

非該当

陽
　
性

オンライン診療

発熱診療

陽性者登録窓口

　熱やせきなどの症状
がある場合に診療・検
査が可能な医療機関を
県が指定。

①小学生以下②65歳
以上③入院を要する
④妊婦⑤重症化リス
クがあり、コロナ治療
薬の投与または酸素
投与が必要と医師が
判断―のいずれかに

　スマートフォンなどを
用いて、予約・問診・診
察・処方・決済までを電
話やインターネットで実
施。

　登録をすると、健康
観察などの療養支援が
受けられる。

申 1月13日までに健康づくり課
☎225-2201へ。抽選。

スマートフォンアプリで
フレイル予防 無料
仲間と一緒にみんなでチャレンジ

※1

音
　
声
　
案
　
内 経営相談

マスク飲食実施店認証制度相談

その他

発熱や咳
せき

などの症状のある方、感染の
不安のある方、健康･医療、診療できる
医療機関の案内、陽性者登録窓口、濃
厚接触者のことなど

1

2
3
4

新型コロナウイルス
感染症専用ダイヤル

1全日（24時間）

0570-056-774
045-285-0536☎

234平日（9〜17時）
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勤労者奨学金勤労者奨学金
返済助成金返済助成金

森林ボランティア

問農業政策課☎225-2351

《対象》①奨学金を使い大学などを卒業②卒業して5年
以内③2023年3月31日時点で30歳以下④奨学金の返済
日に、市内企業などで常勤の従業員として採用されて
から7年以内⑤23年1月1日時点で市内に住民登録があ
る⑥自ら奨学金を返済─の全てを満たす方
《助成額》�22年1～12月に返済した奨学金の2分の1�

（上限12万円）

《活動日》　第4日曜�9時30分～15時
《場所》　七沢森林公園、南沢林道、飯山
《内容》　�間伐、草刈り、経路補修、ハイ

キングコースの点検、ナラ枯れ
対策など

《対象》　20歳以上
《費用》　年会費1000円
申森林づくりボランティア協会・菱田
☎090-7184-0564へ。

問こども育成課☎225-2582 問産業振興課☎225-2830

対象　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
報酬　時給1077円（資格がある場合は1133円）
　　　通勤・期末手当あり（条件あり）

申こども育成課や市HPにある申込書を、直接
または郵送で1月31日（必着）までに〒243-
8511こども育成課へ。面接あり。

申産業振興課や市HPにある申請書に22年1～12月の雇
用・貸与・返済・卒業証明書を添え、直接または郵送
で1月4～31日（必着）に〒243-8511産業振興課へ。

学びや遊びをサポート会員
募集

森を守り、未来につなぐため、森を守り、未来につなぐため、
森林を整備する活動をしませんか。森林を整備する活動をしませんか。

2022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・12月に予算の執行状況を公
表しています。今回は、2022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分けら
れます。一般会計は、地方公共団体の基本的
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
公営企業会計のため、他の特別会計とは区別
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 980億6677万円 462億9466万円 47.2% 415億2797万円 42.3%

特
別
会
計

公共用地取得事業 17億1952万円 10億2104万円 59.4% 12億3825万円 72.0%

後期高齢者医療事業 35億5800万円 13億9191万円 39.1% 11億2420万円 31.6%

国民健康保険事業 219億5700万円 79億5797万円 36.2% 71億9735万円 32.8%

介護保険事業 161億4400万円 78億3541万円 48.5% 64億9129万円 40.2%

　　 小　計 433億7852万円 182億633万円 42.0% 160億5109万円 37.0%

合　計 1414億4529万円 645億99万円 45.6% 575億7906万円 40.7%

■一般会計・特別会計の状況

予算と収入支出の状況

収入済み割合収入済み割合

45.645.6％％
支出済み割合支出済み割合

40.740.7％％

�問財政課☎225-2170

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 143億7589万円 71億6236万円 49.8%
法人市民税 26億6238万円 34億38万円 127.7%
固定資産税 202億8251万円 134億1958万円 66.2%
軽自動車税 5億1889万円 4億8288万円 93.1%
市たばこ税 18億8280万円 10億721万円 53.5%
都市計画税 24億5137万円 15億9533万円 65.1%
入湯税 220万円 92万円 41.8%

合　計 421億7604万円 270億6866万円 64.2%

種　別 現在高

公
有
財
産

土地 407万8370平方㍍

建物 57万3010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 143億2978万円

国民健康保険事業基金 9億313万円

介護保険事業基金 27億1824万円

一般廃棄物処理施設建設基金 30億1834万円

庁舎整備基金 60億3763万円

その他15基金 7億5726万円

基金（計） 277億6438万円

款　名 予算現額 収入済額 収入割合
市税 421億7604万円 270億6866万円 64.2%
地方譲与税 5億2021万円 1億4674万円 28.2%
地方消費税交付金 54億6900万円 31億8174万円 58.2%
国庫支出金 182億306万円 49億6263万円 27.3%
県支出金 57億2319万円 12億1512万円 21.2%
繰越金 20億8793万円 58億7762万円 281.5%
諸収入 38億8107万円 6億9082万円 17.8%
その他 200億627万円 31億5133万円 15.8%

合　計 980億6677万円 462億9466万円 47.2%

区　分 予定額 執行額 執行割合
病
院

事業収益 117億4300万円 49億3855万円 42.1%
事業費用 115億5500万円 47億6731万円 41.3%

下
水
道

事業収益 64億5345万円 21億9568万円 34.0%
事業費用 61億5495万円 7億9313万円 12.9%

款　名 予算現額 支出済額 支出割合
議会費 4億5926万円 2億2230万円 48.4%
総務費 95億3786万円 33億507万円 34.7%
民生費 382億3050万円 178億2451万円 46.6%
衛生費 107億7768万円 43億608万円 40.0%
労働費 2億1653万円 1億5600万円 72.0%
農林水産業費 8億1874万円 2億2805万円 27.9%
商工費 34億8746万円 24億6005万円 70.5%
土木費 124億7799万円 36億3622万円 29.1%
消防費 35億4592万円 14億3228万円 40.4%
教育費 132億3514万円 56億671万円 42.4%
公債費 52億72万円 23億5070万円 45.2%
予備費 7897万円 0円 －

合　計 980億6677万円 415億2797万円 42.3%

■市の財産

◆歳入
■市税の内訳

◆歳出

区　分 現在高

一般会計 498億9831万円

公共用地取得事業特別会計 10億2331万円

合　計 509億2162万円

■地方債（借入金）
区　分 現在高

病院事業会計 146億5240万円
下水道事業会計 181億9102万円

■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、1386億1552万円となります。

　特別会計の病院事業と下水道事業は公営企業
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 9627万円
病院整備基金 2億9027万円

合　計 3億8654万円

■基金

放課後児童クラブ
指導員を募集
　市内の23小学校内などで勤務
する指導員を募集します。

　市内企業への若者の就職希望者
を増やし、将来の担い手を確保で
きるよう、奨学金を返しながら働
く方を支援します。
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月～金曜、９～17時
DV相談は女性専用

家庭相談課
☎221-0181・0182

7階
市
役
所
第
２
庁
舎

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 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 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 第2・3水曜、13～16時 要予約 司法書士
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

終 活 第2・3火曜、13～15時 要予約 司法書士

生活習慣病
予 防

12月26日、９時15分～11時20分　要予約
1月16日、９時15分～11時20分　要予約

健康づくり課
☎225-2201

3階

自殺予防
1月5日、９～12時 要予約（前日まで）
1月16日、13～16時 要予約（前日まで）
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、９～17時

子 育 て 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
15～4９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）

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 偶数月の第4水曜、18時～20時50分 要予約

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）家族の介護や健康の悩み、地域の高
齢者の相談など

各地区の地域包括支援センター
（地域包括ケア推進課

☎225-2224に確認）

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
一人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1９日、1月16日。13～16時
要予約（前週から受け付け。先着6人）

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16日、13～16時

法 律 火曜、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

12月26日、13～16時
要予約（前週から受け付け。先着6人）

交通事故 12月16・23日、1月13日。13～16時
行 政 12月22日、1月12日。13～16時

外 国 人 木曜、13～16時
ポルトガル語・スペイン語・英語

不 動 産 1月5日、13～16時
公 証 人 12月16日、1月6日。13～15時
行政書士 1月16日、13～16時
人 権 12月21・28日、1月4・11日。13～16時 
特定開発
事業紛争

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

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、認知症の相談

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時30分～16時 要予約  難病・合併症の方やそ
の家族への食事相談

療育歯科
相 談

月2回程度（火・水曜）。９～12時、13時30分～16時
要予約 病気や障がい、発達の遅れなどがあ
る3歳未満児

エイズ・梅毒の
検査・相談

月2回程度実施（木曜）要予約
相談は匿名可能で随時受け付け

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 第1水曜（祝日の場合は第2水曜）、13～16時 

要予約  

※ 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。

※　　　以外は当日直接会場へ。先着順。
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

あああああ つつつつつ ぎぎぎぎぎ びびびびび ととととと

11月には市の優秀技能者表彰を受賞した

人とのつながりを大切に
塗装工

熊田 寛さん（43・三田南）
　塗装工になって24年経ちます。今は会社経営
や、職人の快適な環境づくりに努めています。
　小さい頃から野球が好きで、高校まで夢中で
白球を追いかけていました。父が経営する塗装
会社で働き始めたのは19歳の時。初めはアルバ
イト感覚でしたが、社員登用や結婚を経て徐々
に責任感が強くなっていきました。その後は、
父に追いつこうと重圧もあり余裕がなかったと
思います。意識が変わったのは10年前、父から
「仕事だけでなく、人とのつながりも継いでほ
しい」と伝えられた時。結果を求めて効率化や
ロス削減ばかりを重視し、突っ走っている自分
に気付きました。それから、遠方でも声をかけ
てくれる人の仕事や、業務以外での会話を大切

にすると、父の人脈に加え自分と人のつながり
も増えていきました。
　建物が完成するまでには塗装の他にも多くの
工事職種・職人が関わっています。みんなと一
緒に造り上げていく一体感は、野球のチームプ
レーと似ているかもしれません。
　最近はこの業界も人材不足です。人工知能や
ロボットが普及して
も、塗装は人の手で
しかできません。こ
れからは、日本の技
術を長くつないでい
ける人材を育ててい
きたいです。

要予約

「塗装は見た目だけでなく建物
を守る役割がある」という




