
日　時　1月22日　17～20時
場　所　文化会館

　新人シンガー発掘オーディションの優勝者
と有名アーティストが共演するコンサートの
チケットを、市民の皆さんに先行販売します。
熱い演奏を間近で鑑賞しませんか。

他にも多数のアーティストが出演予定

ミュージックフェスティバル
コンサートのチケットを販売

問文化生涯学習課☎225-2508

《チケットの販売》
　販売枚数　500枚
　販売価格　1枚5000円

フェスティバルの詳細は

申12月10～16日に申請（一般販売
は12月17日～）。抽選。詳しくは
市HPを確認。チケット販売の問
い合わせはホットスタッフ・プロ
モーション☎03-5720-9999へ。

DEEPDEEP

市 民
限 定

あつぎミュージックフェスティバル

催 し

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
「見えない宇宙に挑む」
　11月19日、12月17日。13時30分
～14時15分。日本語字幕とナレー
ション付きの番組。各回90人。
200円（中学生以下50円）。申当日
9時から観覧券を販売。
■アロマプラネタリウム・秋 

「大人のための癒しの時間」
　11月26日、18～19時。アロマと
安らぎの音楽などを楽しむ。15歳
以上90人（中学生は除く）。200円。
申当日9時から観覧券を販売。
■プラネタリウム特別番組

「銀河クルージング」
　11月27日、13時30分～14時10分。
双眼鏡で銀河や星団を楽しむ。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。
■コスモシアター・
冬のプラネタリウム番組
　12月3日～2月26日（12月29～1月
3日は休館）。毎日＝15時～「ムーミ

ン谷のオーロラ」。土・日曜、祝日、
冬 休 み（12月25日 ～1月7日 ） ＝ 
10時～「土曜：きらきらタイム」

「土曜以外：手ぶくろを買いに」、
11時30分～「G

 グ ッ ド ナ イ ト  
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G
 ゴ ル デ ィ ロ ッ ク ス  

OLDILOCKS太陽系外惑星の世
界」、13時30分～「ディープワン
ダー」。各回45分。番組前半は冬
の星座解説（10時の回は除く）。
各回90人。200円（中学生以下50
円）。申当日9時から観覧券を販売。
■キッズ☆プラネタリウム

「クリスマス」
　12月18日、①10時～②13時30分
～（各回40分）。クリスマスの夜
空や話を楽しむ。各回90人。200円

（中学生以下50円）。申11月27日（年
間パスポートを持つ方は26日）、9
時から電話で受け付け。
■昼寝タリウム
　木曜（12月1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。
■ミニ工作教室

「とび出すツリーカード」
　12月11日、①13時30分～②14時
30分～（各回30分）。立体的なクリ
スマスカードを作る。各回24人。
無料。申当日9時から電話で受け付け。

■おもしろ実験
「ムクロジであそぼう」
　11月20日、①11時～②13時30分
～（各回45分）。ムクロジを使っ
た実験や工作。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。
■特別天体観望会「火星を見る会」
　12月3日、19～21時。天体望遠
鏡で火星を観察。定員25人。無料。
申11月26日（市外の方は27日）、9時
から電話で受け付け。
　いずれも会場、問い合わせは子
ども科学館☎221-4152。先着順。

ヤングケアラー講演会
　12月22日、10～12時。市役所第
二庁舎。「わたしたちが暮らす地
域の中でヤングケアラーの社会問
題について考える・自分ごととし
ての気づき」をテーマに精神保健
福祉士が講演。①会場受講＝市内
在住在勤在学の18歳以上10人②録
画配信＝定員なし。いずれも無料。
申12月5日 ま で に 社 会 教 育 課 ☎
225-2511へ。①は抽選。

交通安全市民総ぐるみ大会
　12月3日、13時30分～。文化会館。
交通安全功労者などの表彰、県警
察音楽隊の演奏演技など。申当日
直接会場へ。問交通安全課☎225-
2760。

《「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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　子どもたちが快適な学習環境の中で安心・安全に学校生活を送れるよう、今年度から、
家庭科室や理科室などの特別教室に冷暖房設備の設置を進めています。取り付けは、
2026年度に完了予定です。

学びの
環境を整備

問教育施設課☎225-2601

特別教室に冷暖房設備を設置

■ 今年度設置校 （小学校8校）
三田・清水・妻田・鳶尾・毛
利台・上荻野・依知・上依知
小学校
■設置の効果
• 教室環境の向上
• �避難場所となる特別教室防
災機能の強化

冷暖房設備設置状況

上依知小学校の家庭科室に設置された
冷暖房設備

教室数 設置
教室数

割合
（％）

小
学
校

普通教室 470 470 100

特別教室 362 205 56.6

中
学
校

普通教室 211 211 100

特別教室 297 83 27.9

　みんなが楽しくスポーツ
に親しめるイベントです。

　子どもから大人まで楽
しめるイベントです。ス
タンプラリーで景品プレ
ゼントもあります。

日時　�12月 ■4日◆11日
場所　■荻野運動公園◆及川球技場
内容　■ ①桐生祥

よし

秀
ひで

選手の走り方教室  
②日本代表監督のハンドボール教室

　　　◆ ③元プロ野球選手のバッティング教室 
④ホームラン競争  
⑤ティーボールのチーム対抗戦

対象　①②小学生100人③④200人⑤8チーム
費用　①1000円②500円③④⑤無料

日時　�11月26日 10～15時  
（雨天時は屋内種目のみ）

場所　荻野運動公園
種目　屋外＝ テニス、ペタンク、ティーボール、

体力測定、運動教室
　　　屋内＝ バドミントン、卓球、ニュースポーツ、

健康マージャン、ボッチャ
申11月25日までにEメールでNPO法人厚木 
スポーツクラブ事務局 atgsc.2020@gmail.
comへ。抽選。 申室内履きを持ち、当日直接会場へ。

問スポーツ推進課☎225-2531問スポーツ推進課☎225-2531

参加無料市民協働提案事業

　活気あふれる空間になるよう
市民の皆さんが実施するイベン
トを支援します。

問企画政策課☎225-2450

あつぎ青春劇場
◆唄

う た

う！青春劇場カラオケ大会グ
ランドチャンピオン大会＆歴代グ
ランドチャンピオンステージ
　12月4日、14～16時。レンブラン
トホテル厚木。定員300人。1000円。
ゲストは宮川たかし、浪

なみ

ちひろ、
立花伸一、小倉恵子、川島由美、
恋川いろは。
■落語会
　12月24日、11時～12時30分。ア
ミューあつぎ。定員100人。500円。
出演は林家たけ平。
　いずれも申当日直接会場へ。先
着順（◆は10時から整理券を配布）。 
問商業にぎわい課☎225-2840。

七沢自然ふれあいセンター
の催し

■ひとり親のための親子デイキャンプ
　1月15日、10～15時。ダッチオー
ブン料理、クラフト作りなど。
市内在住のひとり親家族25人。
1000円（材料費、保険料。3歳未
満は保険料のみ45円）。
◆ななさわ森のようちえん・
森のたんけん隊
　1月18日、14時 ～16時30分。 森
探検や森遊びなど。市内在住の3
～6歳の未就学児20人。300円（材
料費、保険料）。
▲天体観望会・火星最新情報

　1月27日、18時 ～20時30分。 天
体講座や観望など。市内在住の小
学生以上30人（中学生以下は保護
者同伴）。100円（材料費、保険料）。
　いずれも七沢自然ふれあいセン
ター。申■12月15日▲1月5日まで
に七沢自然ふれあいセンター☎
248-3500へ。抽選。◆は12月1日
から講座予約システムで申し込み。 
先着順。

市全国県人会連合会
ふるさと芸能発表会

　11月23日、11～16時。文化会館。
郷土芸能や民謡などの公演。無料。
申当日直接会場へ。問市民協働推
進課☎225-2101。

観光ボランティアガイド
の催し

■宮ヶ瀬湖の紅葉と南山からの絶
景ハイキング
　12月2日、7時30分～14時30分。
紅葉や宮ヶ瀬湖、丹沢の絶景を楽
しみながら歩く。
◆七沢城と七沢の里の歴史をたず
ねて
　12月16日、9時30分～12時30分。
室町時代に造られた七沢城跡、小
林多喜二が滞在した宿（福元館）、 
上杉定正公の墓がある徳雲寺など
をたどる。
　いずれも定員25人（■はハイキ

ング経験者）。500円（資料・保険
代）。申11月■23日◆30日までに
東丹沢七沢観光案内所☎248-1102
へ。先着順。

市観光協会の催し
■フラワーアレンジメントと森林
セラピー
　12月18日、 ①9～13時 ②10時30
分～15時30分。七沢・森の里周辺。
各回10人。3500円（昼食・講師代、
材料費他）。アレンジメント体験と
ハイキング、食事。
◆心とからだの健康づくり
　①1月15日、10～14時、11時30分
～15時30分。元湯玉川館。女性各
回10人 ②1月29日、10～14時。 広
沢寺温泉 玉

ぎょく

翠
すい

楼
ろう

。女性20人③2月
5日、10～14時、11時30分 ～15時
30分。元湯玉川館。女性各回10人。
健康講座とヨガ体験、食事。3500
円（食事・講師代他）。
　いずれも申■11月30日◆1月① 
3日②17日③24日までに市観光協
会HPや東丹沢七沢観光案内所☎
248-1102へ。抽選。

かんなくず温泉
　11月27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。申11月15日から暮らしの保健
室あつぎ☎409-9512へ。先着順。

講　座
市立病院講演会

　12月15日、14～15 時。市立病院。
がん治療に関連した薬剤の種類と効
果・副作用などを薬剤師が解説。
定員40人。無料。申12月2日までに病
院総務課☎221-1570 へ。抽選。

日本赤十字社救急法基礎・
救急員養成講習会

　12月4・10・11日（全3回）、9時
30分～17時30分。あつぎ市民交流
プラザ。人工呼吸や胸骨圧迫の方
法、自動体外式除細動器（AED）
の取り扱い、急病やけがの手当て、
救護方法などを学ぶ。合格者に認
定証を交付。全日程に参加できる
15歳以上25人。3300円（教材代・
保険料）。申往復ハガキに〒住所、
氏名（ふりがな）、性別、生年月日、
電話番号を書き、11月22日（必着）
までに〒243-8511福祉総務課☎
225-2200へ。抽選。

応急手当普及員再講習会
　12月10日、9～12時。消防本部。
応急手当普及員の有効期限の更新
や技能の維持・向上のための講習。
有効期限（3年）以内で市内在住
在勤在学の応急手当普及員15人。
3960円（テキスト代）。申11月15～
22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・上級者向け表計算関数講座
　12月4・11日、①9時50分～②13
時10分～（全4回）。表計算ソフト
で関数を学ぶ。2000円。
■初心者向け表計算講座
　12月7・14・21日（ 全3回 ）、13
時10分～。表計算ソフトの基本操
作を学ぶ。1500円。
■初心者向けカレンダー作成講座
　12月9日、9時50分～。表計算ソ
フトでカレンダーを作り、データ入

スポーツによる地域活性化  
ドリームフェスタ

あつぎスポーツ
レクリエーション
フェスティバル

本厚木駅前東口
地下道活性提案事業

詳細はこちら
事業名 内容 日時

本厚木地下道
骨
こっ

董
とう

市 骨董品の販売など
1月を除く
毎月3日

（3月まで）
出張まりぞうラ
ンド

小型ドローンなどに
触れる

11月19・20日
12月3・4日

街角アカペラ
コンサート

アカペラコーラスの
パフォーマンスを楽
しむ

11月23日
3月21日

リサイクルキャ
ンドルを知って
もらおう！

ローソクの再利用方
法の展示とキャンド
ル販売

12月3日

ままカフェマル
シェ

ハンドメイド作品の
販売や親子で楽しめ
るワークショップ

3月31日

２



あつぎ
郷土博物館館學藝員のススメ

　今回の展示では、昆虫学的な
アプローチだけではなく、人と
の関わりという面からもバッタ
に迫ってみました。
　その一つが、懐かしいブリキ
のおもちゃです。形が作りやす
いのか、親しみがあるのかの議
論はありますが、バッタがモ
チーフのおもちゃは、テントウ
ムシに次いで多いようです。ま
た、日本製おもちゃは、昭和40
年ごろまで輸出品の主力だった
ため、今でも海外のオークショ
ンサイトや蚤

のみ

の市で流通してい
ます。写真はブリキ製のバッタ

す。懐かしんだり、
珍しがったりして
楽しんでください
ね。 施設案内▲

問あつぎ郷土博物館☎225-2515

第38回 　博物館の学芸員が、あれ
これを語り倒すコーナー。

で、アメリカのオークションサイ
トで入手したものです。M

 メ イ ド  

ade 
i
イン

n J
 ジャパン 

apanの刻印がありますが、
調べてみるとアメリカの企業が
販売していたようです。
　展示会場には、この他にも

「バッタ物」の生活道具やおも
ちゃなどがズラリと並んでいま

いとしのバッタ物

槐
えんじゅ

　真
まさ

史
し

詳しくは博物館HPに掲載

　国内で活躍するピアノ・
バイオリンなどの奏者の演
奏が聴ける他、プロのテ
ノール歌手が音楽を楽しむ
ポイントを解説します。

　市内農家が丹精
込めて生産した農
産物の品評会や食
料品販売など、大
人から子どもまで
楽しめる祭りです。

《日時》1月15日 14時～15時30分
《場所》文化会館　《定員》100人
《費用》一般1000円・高校生以下500円

《日時》11月26日 9～14時
《場所》JAあつぎ本所
《内容》農産品評会（出品物の販売あり）、
市内産の米や豚肉・鉢花、日用品などの販
売、畜産紹介コーナー、フォトスポット他
申当日直接会場へ。

申ファクスに〒住所、氏名、年齢、電話
番号を書き、11月15日から厚木うきうき
クラシック事務局 228-6078へ。先着順。

問文化生涯学習課☎225-2508 問農業政策課☎225-2801

解説を聞きながら音楽を楽しむ
市民協働提案事業

わくわくクラシック鑑賞術講座2022
終了コンサート

　杉村太蔵氏が「お金と人生設計と生きる
チカラ」をテーマに講演します。
� 問消費生活センター☎225-2155
日時 1月13日　14～16時
場所 文化会館　費用 無料　定員 300人

申電話またはファクスに氏名、住所、電話
番号を書き、12月23日までに消費生活セン
ター 294-5801へ。抽選（参加不可の場合
のみ連絡）。

《プロフィル》派遣社員から外資
系証券会社勤務を経て、2005年に
衆議院議員総選挙で最年少当選。
現在は、テレビ・ラジオなどのメ
ディアで活動する一方、タレント
に転身した経験をテーマにした講
演活動で活躍中

出演者な
どの詳細

前回開催の様子前回開催の様子

力や画像の挿入などを学ぶ。500円。
■初心者向け文書作成講座
　12月9・16・23日（ 全3回 ）、13
時10分～。文書作成ソフトで文字
入力、編集、表や図形の挿入など
を学ぶ。1500円。
■シニア向けインターネット安全教室
　12月14日、9時50分～。インター
ネットでのトラブルの事例や対処
法を学ぶ。60歳以上。500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、11月24日（必
着）までに〒243-0021岡田3050情
報プラザ☎220-2711へ。抽選。

後期危険物取扱者保安講習会
　1月30日、第1種（給油取扱所）
＝9時40分～、3種（一般）＝13時
20分～（各回180分）。文化会館。
法令や施設の安全管理などの講習。 
危険物取扱者免状を持つ方各回
300人。4700円（県収入証紙代）。
申消防本部や各分署などにある 
申請書を11月28日～2023年1月6日

（消印有効）に、〒238-0011横須賀
市米が浜通1-7-2-204 県危険物安
全協会連合へ。先着順。問予防課
☎223-9369。

ポッコリお腹撃退・
カラダスッキリ講座

　1月12日、14時 ～15時30分。 保
健福祉センター。保健師、栄養士
による体がスッキリする生活習慣
病予防の講座。短時間でできる

「ちょいトレ」プログラムの体験
あり。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12月15日までに健康
づくり課☎225-2201へ。抽選。

健康運動指導士による
未病運動講座

　1月19・24日、①9時30分～②10
時45分～（各回45分）。あつぎ市
民交流プラザ。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助言
と実技。市内在住の20歳以上各回

20人。無料。申12月14日までに健
康づくり課☎225-2203へ。抽選。

睡眠力アップ基礎講座・
眠れるココロとカラダの作り方

　1月18日、14時 ～15時30分。 南
毛利公民館。保健師から睡眠と健
康の関係や眠りの改善方法を学ぶ。 
ゲートキーパー養成講座も同時開
催。香り袋作りの体験あり。市内
在住の40～64歳15人。無料。申12
月15日までに健康づくり課☎225-
2201へ。抽選。

女性のための「新時代の
リーダー」育成セミナー

　2月10・17・24日（全3回）、13～
17時。Zoomによるオンラインセ
ミナー（24日はかながわ県民セン
ター）。リーダーシップを発揮す
るための技能を学び、「私のリー
ダー像」を考える。係長・主任・
サブリーダー相当職の女性30人。
2100円（講師代）。申12月15日ま
でに県かなテラス（かながわ男女
共同参画センター）HPから申し
込み。抽選。問県かなテラス☎
0466-27-2117。

宅建協会合同無料相談会
　12月3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。無料。
申12月2日までに宅建協会県央支
部☎224-6561へ。

スポーツ協会の教室
■ボクシングエクササイズ教室
　12月5・12・19日（ 全3回 ）、19
時～20時30分。東町スポーツセン
ター。ボクシングのトレーニング
を取り入れた運動。市内在住在勤
在学の小学生以上20人。1000円。
■ジュニア陸上競技教室
　12月24日、1月7・14日、2月
11・23日、3月19日（全6回）。9時
30分～11時30分。荻野運動公園。
基礎技術の講習。市内在住の小学
4～6年生20人。500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）、年齢または学年、電話
番号を書き、11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。

JAあつぎの講座
■シェフから学ぶイタリアン料理
講習会
　1月17日、10～12時。イタリア
の家庭料理を作る。1500円。
◆味

み

噌
そ

作り講習会
　1月19日、13時～、15時～（各回
90分）。厚木産の大豆を使ったみ
そ造り。2300円。
▲ローチョコレートトリュフ作り
講習会
　1月27日、10～12時。非加熱で
調理するローフードの実演とチョ
コレートトリュフ作り。1100円。
　いずれもJAあつぎ本所。市内・
清川村在住の方20人（■18～50歳
◆各回25人）。費用は材料費他。
申11月15日からJAあつぎ☎221-
6881へ。先着順。

神奈川工科大学
オンラインサイエンスカフェ

　12月14日、14時～15時30分。神
奈川工科大学。院生が「食品から

忍び寄る魔の手!?・新型コロナウ
イルスだけじゃない危険な生物」

「SDGｓコミュニケーション」をテー
マに解説。定員40人。無料。申E
メールのタイトルに「神工大サイ
カフェ」、本文に氏名、Eメール
アドレスを書き、12月12日までに 

bio@life-bio.or.jpへ。先着順。
問神奈川工科大学☎291-3117。

子育て
子育てリフレッシュ講座

　11月29日、10～12時。あつぎ市
民交流プラザ。クリスマスリース
作り。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。11月18日までに要予
約）。1000円（教材費）。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11月18日（必着）までに〒243-
8511子育て支援センター☎225-
2922・ 223-1684へ。抽選。

《「子育て」は4面に続きます》

農業まつり農業まつり
畜産祭・収穫祭畜産祭・収穫祭

くらしの経済講演会

３2022(令和４)年11月15日
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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）

12月3～4日 「第13回厚木こども科学賞」作品展示会

12月9～11日 イロトリドリの世界　ゾランヴァリ
ギャッベ絨

じゅう

毯
たん

展示即売会

12月17～18日 日産労連・エルダークラブ県央ブロッ
ク文化展

ロードギャラリー
（厚木地下道）

12月16日～
� 1月18日

明るい選挙啓発ポスターコンクール展
示会

「Do�you�know�神楽!?�～相模里神楽垣
澤社中」

ベビーマッサージ
　12月①2日②16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
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①11月16～25日②
11月30日～12月9日に子育て支援
センター☎225-2922へ。抽選。

親子ふれあい遊び
　12月9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
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2日までに子育て支援
センター☎225-2922へ。抽選。

募　集
会計年度任用職員の登録者
　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
者を随時募集します。
　《職種》一般事務、保育士、保健
師など《任期》最長1年《対象》
18歳以上（職種によって要資格）。
職種や給与などの詳細は市HPに
掲載《採用の流れ》①申込書を提
出②書類選考③選考結果により面
接④任用開始。申職員課や市HPに
ある申込書を直接、職員課☎225-

2070へ。

法人市民税申告書送付用封
筒の広告主
　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1万2千枚《応募
期限》12月16日まで《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。

あばしりオホーツク流氷まつり
市民訪問団の参加者
　友好都市の北海道網走市で開催
される祭りの参加者を募集します。
　《期間》2月10～12日（2泊3日）

《対象》市内在住の18歳以上10人
《参加費》5万円（交通・宿泊費）。
申ハガキに〒住所、氏名（ふりが
な）、年齢、性別、電話番号を書き、
12月16日（必着）までに〒243-8511
企画政策課☎225-2050へ。抽選。
1月に説明会あり。

県立総合職業技術校
2023年4月入校生Ⅰ期
　《実施校》かなテクカレッジ東
部（横浜市）・西部（秦野市）《コー

や市HPにある申請書と添付書類
を、直接または郵送で12月1日～2
月10日（消印有効）に〒243-8511
学務課☎225-2650へ。

市有地の売却
　《物件》愛名字鳥山1144番3・1145
番2・1147番4（352.57平方㍍）。申
11月17～30日に申し込み。詳しく
は市HPに掲載。問財産管理課☎
225-2089。

住宅耐震の補助
■木造住宅の耐震診断と耐震改修
工事の補助
　《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③申込者が住宅所有者または
親族―の全てを満たす住宅。
■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補助
　《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9日まで。問建
築指導課☎225-2434。詳しくは市
HPに掲載。

2021年度の情報公開制度な
どの運用状況
　《情報公開制度》行政文書の公
開請求は144件。内訳は、全部公
開91件、一部公開46件、非公開10
件（うち文書不存在8件）、取り下
げ12件《個人情報保護制度》個人
情報の開示請求は177件。内訳は、
全部開示106件、一部開示15件、不
開示4件、文書不存在55件。1件の請
求に複数の公開・開示などの決定
あり。問行政総務課☎225-2287。

11月16日は世界C
シー

O
オー

P
ピー

D
ディー

デー
　COPDは、たばこに含まれる有
害物質を長期的に吸引することで
肺が炎症を起こす病気です。悪化
を防ぐには禁煙が大切です。市で
は卒煙プログラムを実施していま
す。問健康づくり課☎225-2201。

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

ス》精密加工エンジニア、機械
CAD、電気、溶接・板金、庭園
エクステリア施工、ビルメンテナ
ンス、介護調理など《対象》知識
や技術・技能を習得し、就職する
意思がある方《選考日》12月11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11月25日～
12月5日（消印有効）に各校へ。
問県産業人材課☎045-210-5715。

　 お知らせ
新たな農業委員と農地利
用最適化推進委員の就任
　任期満了に伴い、各委員を任命・
委嘱しました。
　《会長》山川宏司《会長職務代
理者》松前進《農業委員》井上慎
一、内海則行、大矢和人、小池よ
し子、鈴木好弘、清田徳治、曽根
義久、高澤友紀子、早川曉、三橋
澄夫、湯舟武《推進委員》石井敏
美、市川秀夫、加藤勇、加藤克美、
杉嵜一彦、鈴木新一、高井利之、
高橋浩幸、常盤悟、永島優男、星
野一郎、三平定邦、森住勉、和田
定通（50音順・敬称略）《任期》
10月17日～2025年10月16日。問農
業委員会事務局☎225-2480。

あつぎ郷土博物館の休館
　展示工事のため12月5日は臨時
休館します。駐車場も利用不可。
問あつぎ郷土博物館☎225-2515。

就学援助制度の小学校入学
準備金
　経済的な理由で入学準備が困難
な保護者へ、入学前の3月に入学
準備金を支給します。
　《資格》生活保護利用世帯を除
く①子どもが4月から市立小学校
に入学②2023年3月1日現在市内在
住③期限内に教育委員会に申請書
を提出している④入学予定者の属
する世帯が経済的な理由で入学準
備が困難―の全てを満たす保護者

（収入額などの認定基準あり）《支
給予定額》5万4060円。申学務課

問あつぎ市民交流プラザ
☎225-2510

12月の

　

日時　11月①27日②28日　10時～15時30分
場所　あつぎ市民交流プラザ
内容　①認知症カフェの運営体験など
　　　②VR（バーチャルリアリティー）体験など
対象　�市内在住の認知症サポーター養成講座を

受講した方①20人②40人

申直接、電話またはファクスに〒住所、氏名、電話
番号、受講希望日を書き、11月24日までに地域包括
ケア推進課☎225-2047・ 221-2205へ。先着順。

　発症リスクの減らし方や認知症への知識や理
解を深め、ボランティアなどの活動をしてみま
せんか。

　がんは、いつ誰がなってもおかしく
ない病気です。子宮頸がんに関するワ
クチンや検診のことなどを医師や経験
者の方が話します。
� 問健康づくり課☎225−2201

《日時》12月10日�15～17時
《場所》①あつぎ市民交流プラザ
　　　　②オンライン
※オンラインはアプリ「Zoom」によ
るライブ配信です。

《定員》①30人②100人　《費用》無料

申12月5日までに団体HPまたはがんと働
く応援団・関戸☎050-6871-0812へ。抽選。

ボランティア活動への第一歩ボランティア活動への第一歩

認知症サポーター認知症サポーター
ステップアップ講座ステップアップ講座

がん防災セミナー
市民協働提案事業

認知症サポーターの
証のオレンジリング

問介護福祉課☎225−2240

　現場で働く方から直接話を聞けます。気
になることなどを質問してみませんか。
日時　11月19日�12～17時
　　　（入場は16時30分まで）
場所　あつぎ市民交流プラザ
内容　�市内の介護事業所・障がい児者支援施�

設の就職相談や採用のための相談会
対象　�介護事業所などの仕事に興味があ

り、仕事を探している方など
費用　無料　
申当日直接会場へ。問実行委
員会事務局（デイサービス　
モック内）☎243-3838。

福祉の
しごとフェア

詳細はこちら
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の購入費を助成します。
　《対象》4月1日現在市内在住で
2023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20日か
ら直接、地域包括ケア推進課☎
225-2224へ。手形の販売は12月21
日から。

生活の実態などの調査
　障害福祉施策の推進に生かすた
め、障がいのある方を対象に「生
活のしづらさなどに関する調査」

（全国在宅障害児・者等実態調査・
厚生労働省調査）を実施します。
対象世帯には調査員証を持った調
査員が訪問します。
　《お知らせの配布》11月中旬《訪
問期間》12月1～22日《提出期限》
1月10日まで。問障がい福祉課☎
225-2221。

歯と歯ぐきの健康相談
　12月15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る。参加
者には歯間ブラシとデンタルフロ
スをプレゼント。無料。申当日直
接会場へ。問健康づくり課☎225-
2201。

年末美化清掃
　きれいなまちで気持ちよく新年
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4日（荒天時11日）。
時間や場所は、各自治会の回覧など�
に掲載。問生活環境課☎225-2750。

2023年度小・中学校体育館・グラ
ウンド開放団体登録の受け付け
　《対象》市内在住在勤在学の方
10人以上で構成し、年間を通して

定期的に使用する非営利のスポー
ツ・レクリエーション団体《使用
施設》体育館＝1団体1校、グラウ
ンド＝1団体2校まで。開放時間な
どの詳細は市HPに掲載。申スポー
ツ推進課や公民館・市HPにある
申請書を、郵送で12月16日（必着）
までに〒243-8511スポーツ推進課
☎225-2530へ。申請後、調整会議
に出席し使用の可否と日時を決定。

全国一斉「女性の人権ホッ
トライン」強化週間
　夫・パートナーからの暴力や職
場でのセクハラ、ストーカーなど
の相談を受け付ける週間です。相
談には、人権擁護委員・法務局職
員が電話で応対し、秘密は厳守し
ます。
　《日時》11月18～24日、8時30分
～19時（土・日曜、祝日は10～17
時）《全国ナビダイヤル》☎0570-
070-810。問横浜地方法務局人権
擁護課☎045-641-7926。

最低賃金の引き上げ
　県内で働く全ての労働者に適用
されます。
　《県最低賃金》時間額1071円（31
円引き上げ）《発効日》10月1日。
問神奈川労働局☎045-211-7354。

国民年金保険料控除証明書
の発行
　2022年中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 ら

0日
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。

オストメイト健康相談会
　12月4日、13時30分～16時30分。

サニープレイス座間（座間市）。
スキントラブルへの対応とケアの
講演。人工肛門・膀胱保有者と家
族、医療機関関係者、関心のある
方40人。無料。申当日直接会場へ。
問日本オストミー協会神奈川支部
☎080-2138-0695。

県企業庁LINEアカウント
　ダムの放流情報・断水などの緊
急情報の配信や水道の使用開始・
休止の申請手続き、インターネッ
トでの口座振替申し込みなどがで
きます。詳しくは県HPに掲載。問
県企業庁総務室☎045-210-7025。

医療関係免許の届け出
　医療関係の免許を持つ方は、12月�
31日現在の状況の提出が必要です。
　《対象》医師、歯科医師、薬剤
師＝厚木・海老名・座間市、愛川
町、清川村在住在勤の方。保健師、
助産師、看護師、准看護師、歯科
衛生士、歯科技工士＝厚木・海老
名・座間市・愛川町・清川村内の
医療関係で働く方《届け出》方法
や期限などの詳細は、厚生労働省
HPに掲載。今年からオンライン
での届け出可。問厚木保健福祉事
務所☎224-1111。

11月25日～12月1日は犯罪
被害者週間
　犯罪被害者などの支援の輪を広
げ、温かく支える地域社会をつく
りましょう。警察では、被害者を
支援する制度や各種相談窓口を設
け、相談を受け付けています。問
厚木警察署☎223-0110。

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

13・27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

14・28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

1・15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

2・16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

6・20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

7・21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

8・22日 長谷公園
毛利台児童館

14:30～15:10
15:30～16:00

9・23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 森の里・戸室・厚木ガスリセ 14日 宮の里

2日 古松台 15日 愛甲原・上落合

5日 荻野 16日 妻田東・七沢

6日 中依知 19日 愛甲・小野

7日 上依知・妻田 20日 荻野新宿

8日 飯山中部・及川 21日 下古沢・温水恩名

9日 鳶尾・上荻野 22日 山際・緑ｹ丘・金田

12日 中戸田 23日 岡田・藤塚

13日 三田・まつかげ台

　厚木ガスリセ以外は全て児童館。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
12月

　鑑賞料、上映時間などの詳細は、直接
劇場へ。感染症予防のため、共有部の
除菌などの対策をしています。
問あつぎのえいがかん kiki☎240-0600

秘密の森の、その向こ
う

11月19日～
� 12月2日

響け！�情熱のムリダ
ンガム
スペンサー　ダイアナ
の決意
3つの鍵

川っぺりムコリッタ 11月26日～
� 12月9日

LAMB／ラム 11月26日～
� 12月16日

プリンセス・ダイアナ
12月3～16日

ぼくらのよあけ
ドライビング・バニー

12月10～23日ジョン・レノン～音楽
で世界を変えた男の真
実～

●本会議予定日（9時～）
　11月30日……議案など質疑
　12月6・7・8日……�一般質問
　12月23日……�委員長報告･討論･採決

●●常任委員会・分科会常任委員会・分科会
　予定日（9時～）　予定日（9時～）
　11月30日、12月22日　11月30日、12月22日
　　　　　…予算決算　　　　　…予算決算
　12月12日…総務企画　12月12日…総務企画
　12月13日…市民福祉　12月13日…市民福祉
　12月14日…環境教育　12月14日…環境教育
　12月15日…都市経済　12月15日…都市経済

■■広報広聴広報広聴
　特別委員会　特別委員会
　12月23日　12月23日
　　（本会議などの終了後）（本会議などの終了後）

市 議 会 12月定例会議12月定例会議

問議会総務課☎225-2700

　市内各商店街で使える商品券6500円分を、5000円で販売します。
� 問商業にぎわい課☎225-2840

商店街プレミアム
商品券を販売

■宿愛甲商工振興会
《販売期間》11月18日～
《販売場所》 宿愛甲商工振興会事

務所
▲あつぎ公園通り商友会

《販売期間》12月1日～
《販売場所》参加店舗
◆厚木なかちょう大通り商店街
振興組合・厚木一番街商店街振
興組合

《販売期間》12月2・3日
《販売場所》アミューあつぎ
▲あつぎ商和会

《販売期間》12月9・10日
《販売場所》厚木公園

●厚木みなみ商工クラブ
《販売期間》12月20日～
《販売場所》参加店舗

　いずれも販売価格は1セッ
ト5000円（500円×13枚）。購
入上限は■5セット▲◆●10
セット。発行数は■▲●1600
セット◆3210セット。使用期
限は■▲1月31日◆1月9日●1
月20日まで。申当日直接販売
場所へ。先着順。

　販売時間や使え
る店舗などの詳細
は市HPに掲載
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■対象 ・接種券

■個別接種  実施医療機関

■個別接種
　《ワクチン》ファイザー社製（BA.4-5）
　《接種場所》病院、クリニックなど約60医療機関
　《予約方法》各医療機関（下欄）で予約

　12歳以上で初回接種を終え、最終接種日から3カ月経過した方に医療機関での個別・集団接種を実施しています。

※情報は10月31日時点

◆  手洗いや状況に応じたマスクの着用、小まめ
な換気などを徹底しましょう

◆  会食は短時間・少人数で。会話をする際はマ
スクの着用を心掛けましょう

◆  体調に異変を感じたら外出を控え、かかりつ
け医や相談窓口に連絡しましょう

◆  もしもの時に備え、薬や食料品、日用品、抗
原検査キットを準備しておきましょう

　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。小まめ
な手洗いやマスクの正しい着用など、改めて基本的な対策を徹底しましょう。　
 問健康長寿推進課☎225-2174

市コールセンター☎0570-054-666

■集団接種
　《ワクチン》ファイザー社製（BA.4-5）
　《接種場所》老人福祉センター寿荘
　《予約方法》電話または市HPから予約

【厚木】近藤病院、本厚木かかりつけクリニック、有泉こどもクリ
ニック、イオン厚木オアシス診療所、わたなべ泌尿器科クリニッ
ク、笹生循環器クリニック、佐々木内科クリニック、星こどもク
リニック、あつぎファミリークリニック、並木産婦人科本厚木駅
前クリニック、酒井医院、厚木市立病院、厚木中町クリニック、
うめぞの内科クリニック、つるくぼ耳鼻咽喉科、ゆみの内科クリ
ニック、井上耳鼻咽喉科医院、厚木整形外科
【相川】高橋内科医院
【睦合】林眼科クリニック、古屋産婦人科医院、妻田内科クリニッ
ク、ちどりこどもクリニック、並木産婦人科クリニック、厚木胃
腸科医院、鈴木内科クリニック、田島外科、丸山内科クリニック、
もうえクリニック

【依知】神奈川中央病院、徳川ファミリークリニック、とみた小児科、
箕浦メディカルクリニック

【南毛利】落合医院、とうめい厚木クリニック、戸室耳鼻科、トレリス
内科クリニック、石井耳鼻咽喉科医院、今岡医院、湘南厚木病院、はせ
べ内科医院、重田内科医院、すずき糖尿病内科クリニック、南毛利内科
【緑ケ丘】池田クリニック、窪田医院
【玉川】厚木佐藤病院、神奈川リハビリテーション病院、亀田森の里病
院、黄金井形成外科小児科クリニック、ＡＯＩ七沢リハビリテーショ
ン病院
【小鮎】松田内科クリニック、米澤外科内科、梶浦医院
【荻野】住友内科医院、あらかわクリニック、林医院、馬嶋医院、鳶尾
診療所、荻野クリニック、ひだかクリニック

※住所や電話番号、予約方法などの詳細は市HPや接種券同封のチラシに掲載

対象者 接種券

12歳以上

3回目未接種の方 送付済みの接種券を使用

4回目未接種の方
60歳以上など接種券が手元にある・8月までに3回目接種終了した方は、
送付済みの接種券を使用
9月以降に3回目接種終了した方は、前回接種から3カ月経過後に発送

4回目を従来ワクチンで接種済みの方 8月までに4回目接種終了した方は、送付済みの接種券を使用
9月以降に4回目接種終了した方は、前回接種から3カ月経過後に発送

実施医療機関 予約サイト

ワクチン接種情報・感染対策
接種を希望する方は予約をお願いします。

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

新型コロナウイルス関連情報

オミクロン株対応ワクチン接種

引き続き感染対策を

音
　
声
　
案
　
内

経営相談
マスク飲食実施店認証制度相談

L
ラ イ ン

INEコロナお知らせシステム、その他

発熱や咳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、コロナ接触確認アプリC

コ コ ア

OCOA・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）

環境センターへの
ごみの持ち込み 市民参加ミュージカル市民参加ミュージカル

西遊記・旅立ちの唄　西遊記・旅立ちの唄　

市民芸術祭市民芸術祭 あつぎ駅伝競走大会

問環境事業課☎225-2790 問文化生涯学習課☎225-2508 問スポーツ推進課☎225-2531

　環境センターに持ち込めるのは、
粗大ごみとせん定枝です。

　粗大ごみは予約制です。事前に環
境センターへ連絡してください。

　公募市民キャストによるミュー
ジカル公演を開催します。専門の
指導者の下、 ５カ月間の練習を重
ねた舞台をぜひご覧ください。

《日時》　2月12日　15時開演
《場所》　文化会館
《定員》　300人程度（全座席指定、3歳以上は1席）
《費用》　無料

申往復ハガキに応募者の〒住所、氏名、電話番号、観
覧券の希望枚数（1件につき2枚まで）、配慮する事項

（車いすなど）を書き、12月28日（必着）までに〒243-
8511文化生涯学習課へ。抽選。

《日時》　1月29日　10時～（雨天実施）
《対象》　高等学校（20チーム）一般（大学含む）
　　　　の部（30チーム）＝5区間22.0㌔
　　　　監督1人、選手5人（男子4人、女子1人）、
　　　　補欠4人

申 12月16日までにランネット
HPから申し込み。先着順。

観
覧
者
募
集

参加
チーム
募集

申し込みは
こちら

　新春の風物詩・あつぎ駅伝の
出場者を募集します。
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市 職 員 の 給 与 状 況
2022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

（22年１月１日）
決算額
（Ａ）

人件費※
（Ｂ）

人件費率
（Ｂ）/（Ａ）

20年度
の人件費率
（参考）

2021年度 22万345１人 973億
8503万円

１59億
7457万円 １6.4% １3.4%

※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※ 495万円 2062万円 － －

※1人当たり平均支給額は、21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

地域手当

支給率 １4.１％（１6％）

支給対象職員数 １5１5人

支給実績（2１年度決算） 8億32１8万円

支給対象職員１人当たり平均支給年額（2１年度決算）  54万9297円

※支給率の（　）内は、国が定める支給割合で条例本則上の率
※自主的な削減を12年度から実施

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 職員手当等※ 期末・勤勉手当 計（Ｂ）

2021年度 １539人 57億
4422万円

22億
4384万円

24億
7626万円

１04億
6432万円

679万
9428円

※職員手当等とは、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、21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 32万2848円 4１.8歳 32万37１１円 42.7歳
技能・労務職 35万１855円 52.5歳 28万6570円 5１.１歳
消　防　職 3１万3592円 39.0歳 － －

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 １8万8700円 総合職 １8万6700円

一般職 １8万2200円
高校卒 １6万 １00円 １5万4900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  90人 9.7% 9.１% 7.１%
2級 主事・技師 １85人 １9.9% １7.7% １2.0%
3級 主任  83人 8.9% 9.7% １4.0%
4級 主査 １4１人 １5.2% １4.5% １4.3%
5級 主幹・副主幹 302人 32.5% 35.2% 38.2%
6級 課長  １0１人 １0.9% １0.7% 7.9%
7級 参事  １人 0.１% 0.3% 3.4%
8級 理事・部長  26人 2.8% 2.8% 3.１%

計 929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 １60万4260円 ―

202１年度支給割合
期末 勤勉 期末 勤勉

2.4月分
 （１.35）

１.9月分
 （0.9）

2.55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
※ 市は21年度に期末手当の引下げを実施。国は21年度の引下げ相当額を、22年6月期期末

手当から減額

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  4.05月分
議員  4.05月分

※給料の（　）内は、減額措置をする前の金額
※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、21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

◆ハンドボールクラブ「アゼリア」　①土曜、
9時30分～11時30分。緑ケ丘小学校。小学生。
月会費2000円。②日曜（月2回）、13～16時。
東京工芸大学。中学生。月会費2000円。問田
上☎090-4914-0438。
◆あつぎ環境市民の会　第1木曜、18～21時。
睦合西公民館。環境情報の講演。年会費1000
円（活動費、会報・郵送代）。問鷺谷☎090-
7243-9254。
◆厚木太極拳愛好会　金曜、10～12時。ぼう
さいの丘公園他。ゆっくり体を動かして筋力
をアップ。体験あり。入会金1000円、月会費
3600円（講師代）。問漆谷☎090-2527-9710。
◆太極拳アユコロ　土曜、14～16時。あつぎ
市民交流プラザ。太極拳の練習と交流。月会

費2000円（会場・講師代）。問樋口☎090-4619-
4638。
◆笑いの体操　木曜、13時15分～14時45分。
あつぎ市民交流プラザ。体操で認知機能低下
予防とコミュニケーション力をアップ。体験
あり。1回500円（会場・資料代）。問佐久間☎
090-6100-0725。
◆絵画サークルひまわり　第2・4日曜、10～
16時。玉川公民館。講師の指導の下、油絵・
水彩技法を学ぶ。月会費3000円。問金田☎080-
1274-3406。
◆花アロハ　第1・2・3水曜、13～15時。厚木
南公民館。フラダンスで健康づくり。体験あ
り。月会費3000円。問楢原☎247-9493。
◆厚木社交ダンス愛好会　金曜、11～13時。
あつぎ市民交流プラザ。社交ダンスを楽しむ。
経験者の方。入会金1000円、月会費500円。問
山田☎090-1103-0874。

伝言板
サークルの情報
などを紹介。

脳血管外科
黒澤弘二医師

　市立病院では、血行不良による足の潰瘍・壊
疽に対し、血管・形成外科、皮膚科、糖尿病看
護認定看護師など、見識が深いスタッフが連携
して診療しています。

問病院総務課☎221-1570

10月に開設

足の潰
かい

瘍
よう

・壊
え

疽
そ

外来

　血管障害による潰瘍・壊疽は、足
の指先が黒っぽい、じくじくするな
どの症状が生じます。当院では血行
評価と血行再建により、大腿や下腿
の切断回避に全力を尽
くしています。

詳細はこちら
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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1９日、13時15分～15時20分　要予約
12月26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
12月1日、９～12時 要予約（前日まで）
12月1９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 11月21日、12月5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 12月12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

11月28日、13～16時
要予約（前週から受け付け。先着6人）

交通事故 11月18・25日、12月９日。13～16時
行 政 11月24日、12月8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 12月1日、13～16時
公 証 人 11月18日、12月2日。13～15時
行政書士 12月5日、13～16時
人 権 11月16日、12月7・14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

西遊記で演じる「三蔵法師」のポーズをする高野さん

ミュージカルを通じて感動を届けたい
市民参加ミュージカル　主演

高野 鮎美さん（40・林）
　２月の市民参加ミュージカル「西遊記」の公
演に初めて参加します。主演に選ばれた時は驚
きましたが、役に恥じない演技を見せられるよ
う、共演者の皆さんと練習に励んでいます。
　音楽好きの父の影響で、幼い頃から歌が好き
でした。音楽大学に進み歌を学びましたが、就
職してからは音楽から離れていました。数年前
から子どもの進学を機に厚木に移り住み、仕事
や子育てに追われる毎日を送っていた時、ふと
目にしたのが広報あつぎの記事。市民同士が協
力して舞台を創り上げるミュージカルの存在を
知りました。子どもたちに自分の姿を見せるこ
とで、目標に向かって頑張る楽しさを知っても
らいたいと思い、応募を決めました。十数年

ぶりに人前で歌ったオーディションでは、歌で
自分自身を表現できる喜びを思い出し、胸が
いっぱいになりました。
　ミュージカルは初挑戦で、歌だけでなく、体
での表現や息の合った演技が求められます。週
一回の定期練習に加え、家事や仕事の休憩時間
に本番をイメージ
しながら自主練習
を重ねています。
当日は、来てくれ
た人や息子たちに
精いっぱい頑張る
姿を見てもらいた
いです。

要予約

週に一回の練習では、30人の出演
者が演技の流れを確認している


