
５月…高齢者優先
月 火 水 木 金 土 日

※�ワクチンの供給状況で変更
となる場合があります。

1 2
高齢者施設入所者
への優先接種

3 4 5 6 7 8 9

高齢者施設入所者への優先接種
10 11 12 13 14 15 16

高齢者施設入所者への優先接種
17 18 19 20 21 22 23

保健福祉センター 睦合北・南・西
南毛利、緑ケ丘

24 25 26 27 28 29 30

保健福祉センター 荻野、小鮎
厚木南、森の里

7月…一般（高齢者の優先接種終了後）
月 火 水 木 金 土 日

1 2 3 4
保健福祉
センター 睦合北・南・西

南毛利、緑ケ丘
5 6 7 8 9 ⑩ 11

保健福祉センター 荻野、小鮎
厚木南、森の里

12 13 14 15 16 ⑰ 18

保健福祉センター 依知北・南
相川、愛甲、玉川

19 20 21 22 23 24 25

保健福祉センター 睦合北・南・西
南毛利、緑ケ丘

26 27 28 29 30 31 8/1

保健福祉センター 荻野、小鮎
厚木南、森の里

6月…高齢者優先
月 火 水 木 金 土 日
5/31 1 2 3 4 5 6

保健福祉センター 依知北・南
相川、愛甲、玉川

7 8 9 10 11 12 13

保健福祉センター 睦合北・南・西
南毛利、緑ケ丘

14 15 16 17 18 ⑲ 20

保健福祉センター 荻野、小鮎
厚木南、森の里

21 22 23 24 25 26 27

保健福祉センター 依知北・南
相川、愛甲、玉川

28 29 30
保健福祉
センター ※⃝は保健福祉センター休館

8月…一般（高齢者の優先接種終了後）
月 火 水 木 金 土 日
2 3 4 5 6 7 8

保健福祉センター 依知北・南
相川、愛甲、玉川

9 10 11 12 13 14 15

保健福祉センター 睦合北・南・西
南毛利、緑ケ丘

16 17 18 19 20 ㉑ 22

保健福祉センター 荻野、小鮎
厚木南、森の里

23 24 25 26 27 28 29

保健福祉センター 依知北・南
相川、愛甲、玉川

30 31 9/1 2 3 4 5

保健福祉センター 睦合北・南・西
南毛利、緑ケ丘
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コロナお知らせシステム、その他

経営相談

協力金（第３・６・７弾）

協力金（第４弾）

協力金（第５弾）

営業時間短縮要請・大規模イベント
開催の事前相談
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新型コロナウイルス
感染症専用ダイヤル

全日

※コロナ接触確認アプリ

8

7
234789
1

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、
COCOA※・濃厚接触者のことなど
コ コ ア

65歳以上の方には4月26〜30日に接種券を送付
新型コロナウイルスワクチン

問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
◆�集団接種スケジュール� �
（5～9月上旬）

《常設》保健福祉センター　《巡回》14公民館
《時間》10～16時（公民館の土曜は13時30分～16時）

高齢者への
接種を始めます
　接種券が届いたらスケジュールを確認し、予約（5月10日開始
予定）・予診票の記入などの準備をお願いします。

•接種費用は無料
•接種回数は２回、同じ会場で受ける
•接種順は①高齢者施設②65歳以上③一般
•接種を受けるかは自らの意思で決める
•病院などで受ける「個別接種」は調整中

※広報あつぎ5月1日号に予約方法などを掲載予定
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〒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.1349

Public Relations Paper
Atsugi City

お
知
ら
せ
版

2021

4.15

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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５月はあつぎこども月間

　県内最大規模の名所で、今年も約
5万2000本のツツジがきれいに咲いて
います。
《見頃》�４月中旬～５月上旬
《場所》�あつぎつつじの丘公園
※�開花状況はみどり公社ホーム
ページに掲載。

問環境みどり公社☎225-2778

《日時》５月16日�※雨天中止
　　　 ①11時～12時30分 ②13時～1４時30分
《場所》ぼうさいの丘公園
《内容》�紙飛行機・かざぐるま・缶バッジ� �

作りやウオークラリーなど
《定員》各回100人
《費用》無料

申 ４月30日までに青少年課☎
22５-2５80へ。抽選。 ①2059002 
②2059003

　親子で楽しくおもちゃ作りや外
遊びをして、絆を深めませんか。

問青少年課☎225-2580

少年少女
フェスティバル

つつじが元気に咲きました‼２０２１
色とりど

りの花で心も華やぐ

検索厚木市　環境みどり公社

２

　市内の公共交通機関をより安心して使えるよう、公共交通事業者に、感染症対策の
費用を支援します。清掃用の消毒液や飛

ひ

沫
まつ

を防ぐアクリル板などの設置を後押しし、感
染拡大を防ぎます。

公共交通機関
も安心･安全に

問都市計画課☎225-2357

バスやタクシー、駅の感染症対策に助成

公共交通車両等感染拡大防止支援事業補助金 《対象・補助額（上限）》
バス事業者：１台10万円
タクシー事業者：１台１万円
鉄道事業者：１駅10万円

公共交通機関の利用を
　感染症の影響で全国的
に利用者が減っています
が、公共交通機関は皆さ
んが使うことで維持でき
ます。自家用車を控えて
バスを使うなど、できる
工夫に取り組みましょう。

助成したものの例
・�マスク
・�消毒液
・�車内抗菌コーティング
・�車内清掃作業費用

催 し

i

あつぎ青春劇場
■唄

うた

う！青春劇場カラオケ大会
　５月1５日、1４時４５分 ～16時。 ゲ
ストは浪

なみ

ちひろ。
■あつぎ青春劇場落語会
　５月22日、11時～12時30分。出演
は桂
かつら

竹
たけ

紋
もん

。
　いずれもアミューあつぎ。定員５0
人。５00円。申当日直接会場へ。先着
順。問商業にぎわい課☎22５-2834。

神奈川工科大学
厚木市子ども科学館の催し
■アロマプラネタリウム・春
「大人のための癒しの時間」
　４月2４日、18～19時。アロマと
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。 2013041
■太陽観察会
　５月8日（悪天候中止）、12時30
分～13時。専用の望遠鏡で太陽を
観察。定員2５人。無料。申５月1日
（市外の方は2日）、9時から電話で

受け付け。 2013044
■ミニ工作教室「フープスター」
　５月9日、①13時30分～②1４時30
分～（各回30分）。二つの輪をスト
ローでつないで飛行機を作る。定
員各回10人。無料。申当日9時か
ら電話で受け付け。 2013045
■字幕付きプラネタリウム「はや
ぶさ２・小惑星リュウグウへの旅」
　５月1５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。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。 2013036
■おもしろ実験「飛ばしてあそぼう」
　５月16日、①10時30分～②13時30
分～（各回４５分）。飛ぶおもちゃを作
る。小学生以上10人。無料。申当日�
9時から電話で受け付け。 2013040
■土曜科学実験室「うずまきの実験」
　５月22日、13時30分～1５時30分。
水や空気、煙などで渦巻きを作る。
小学生以上10人（付き添いの方も
要予約）。無料。申５月1日（市外
の方は2日）�、9時から電話で受け
付け。 2013043
■大人のためのプラネタリウム
「宇宙の食を楽しむ」
　５月29日、18～19時。天体の食現
象を解説。200円。申４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。 2013042
■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。

出張！天体観望会
街中で皆既月食を観よう
　５月26日、19～21時。厚木南青少
年広場。天体望遠鏡を使った天体
ミニツアー。市内在住在勤在学の
方100人（中学生以下は保護者同
伴）。100円（材料費、保険料。3歳
未満は保険料４５円のみ）。申４月29
日までに七沢自然ふれあいセンター
☎2４8-3５00へ。抽選。 申2002020

ななさわ森のようちえん
出張！森のたんけん隊
　6月2日、1４時～16時30分。厚木

青少年広場他。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５月1日
から七沢自然ふれあいセンター☎
2４8-3５00へ。先着順。 申2002029

七沢のうぎょうくらぶ
　6月20日、7月18日、8月8日、9月
５日、10月10日（全５回）。10～1５時。
七沢。米や野菜の育成、収穫など。
市内在住の親子５0人。3000円（材
料費、保険料。3歳未満は保険料
のみ各回４５円）。申５月20日までに
七沢自然ふれあいセンター☎2４8-
3５00へ。抽選。 申2002013

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・安全な農畜
産物や加工食品などを販売。特別
市の開催日は、市HPに掲載。問農
業政策課☎22５-2801。

夕焼け市
　水曜、17時～1時間程度。荻野
運動公園。市内産の農産物や加工
食品を販売。問農業政策課☎22５-
2801。

花と緑の写真を募集
　市内の公園や緑地などで撮影し
た花・緑の写真を募集します。
　《募集期間》４月1５日～５月1４日。
申カメラや携帯電話で撮影した写
真をEメールで公園緑地課☎22５-
2４12・ ４800＠city.atsugi.kana�
gawa.jpへ。

　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。



❶事務上級Ａ＝40人程度
❷事務上級Ｂ（福祉）＝3人程度
❸消防上級＝10人程度
《対象》1991年４月2日～2000年�
４月1日に生まれた方（❷は社会
福祉主事の任用資格を持つ方※
資格は2022年3月末までに取得見
込みも可）
❹土木上級＝8人程度
❺建築上級＝若干名
❻建築機械上級＝若干名
❼建築電気上級＝若干名
《対象》1986年４月2日～2000年�
４月1日に生まれた方
申５月５日までに市HPから申し
込み。

市職員を募集市の未来を
一緒につくる
市役所職員を募集します。　問職員課☎225-2070

問あつぎ郷土博物館☎225-2515

　5月5日に合わせ、
五月人形を飾ります。 
昔ながらの雰囲気が
残る古民家で、子ど
もの日を楽しみませ
んか。

古民家岸邸

《日時》�4月21日～5月9日　10～17時� �
※４月26・27日、５月6・7日は休館

《場所》古民家岸邸
《費用》無料 申当日直接会場へ。

端 午 の 節 句

あつぎ
郷土博物館館學藝員のススメ

　今回は、博物館に新しく加
わった資料の中から、一通の古
文書のレプリカを紹介します。
　1338年（室町時代）に出された
この古文書からは、「厚木」とい
う地名が初めて確認できます。
　当時の厚木は、かつて鎌倉に
あった崇

すう

寿
じゅ

寺
じ

というお寺の領地
の一つでした。この古文書は、
鎌倉幕府が滅びた後、引き続き
崇寿寺が厚木郷を治めることを、
幕府に認めてもらうために出され
たものです。初代将軍・足利尊
氏の禅の師匠だった夢

む

窓
そう

疎
そ

石
せき

が
自ら筆を執っていることから、

厚木郷の支配に懸ける必死さが
伝わってきます。
　古文書資料には、何が書かれ
ているのか読み解く他に、当時
の様子や状況を知ったり、古文
書そのものを観察したりと、さ
まざまな楽しみ方があります。
博物館で厚木の
「初めて」をご覧
ください。

「厚木」の地名が
初登場！

飯田 好
よ し

人
ひ と

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
こうの

師
もろ

直
なお

宛夢窓疎石書状（レプリカ）

第19回 　博物館の学芸員が、あれ
これを語り倒すコーナー。

企画展　未来へ つなぐ 相模里神楽
　相模里神楽で使う鈴や面
などの道具と公演写真を展
示します。

《期間》
�3月24日～5月9日

同時
開催

３2021(令和３)年４月15日

がんサロン
「ティールボンボン厚木」
　５月12日、10時30分～12時。がん
経験者によるオンライン相談な
ど。がんになった方やサポートし
ている方1５人。無料。申５月9日まで
にHPから申し込み。問がんと働
く応援団・関戸☎080-４8４7-9389。

厚木ギターアンサンブル
定期演奏会
　５月５日、13～16時。文化会館。
ギター合奏や歌など。定員20人。
無料。申４月1５日から、直接厚木
ギターアンサンブル事務局・冨田
☎221-４01５へ。問文化生涯学習課
☎22５-2５08。先着順。

講　座

i

情報プラザのパソコン講座
■中・上級者向け表計算講座
　５月9・16・23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2004060
■未経験者向けビデオ通話体験講座
　①５月9・16日（全2回）②５月
10・17日（全2回）。13時10分～。
オンラインでのビデオ通話体験。
1000円。 申①2004061②2004062
■初心者向け文書作成講座
　５月12・19・26日（全3回）、9時
５0分～。文書作成ソフトの基本操
作を学ぶ。1５00円。 申2004063
■初心者向け表計算講座
　５月12・19・26日（全3回）、13
時10分～。表計算ソフトでデータ
入力、表・グラフの作成などの基
本を学ぶ。1５00円。 申2004064
■初・中級者向けフォトアルバム
作成講座
　５月1４・21・28日（全3回）、9時
５0分～。プレゼンテーション作成
ソフトで、写真アルバムの作り方
や写真の加工方法などを学ぶ。
1５00円。 申2004065
■シニア向けインターネット安全教室
　５月17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。 申2004066
　いずれも会場は情報プラザ。各
回120分。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、4月2５日（必
着）までに〒243-0021岡田30５0情
報プラザ☎220-2711へ。抽選。

救命講習会
■普通救命講習（成人）
　５月9日、9～12時。消防本部。
市内在住在勤在学の中学生以上1５
人。 申2041020
◆上級救命講習（新生児〜成人）
　５月22日、9～17時。睦合分署。
市内在住在勤在学の中学生以上10
人。 申2041021
　いずれも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（◆は三角
巾の使い方などを含む）。無料。申
■4月1５〜22日◆4月26日〜５月10日
に救急救命課☎223-936５へ。抽選。

きっかけ運動教室
　５月13・20・27日（全3回）、10～
12時。あつぎ市民交流プラザ。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４
月27日から介護福祉課☎22５-2388
へ。先着順。

初・中級テニス教室
　6月11・18・2５日、7月2日（全４回）。�

9時30分～11時。南毛利スポーツセ
ンター。初・中級の方30人。1300円。
申往復ハガキに〒住所、氏名、性
別、電話番号を書き、５月20日（必
着）までに〒2４3-003５愛甲2-11-
1-５09市ファミリーテニス協会・石
川☎2４7-29４1・ milkey823@gmail�
.comへ。抽選。

あつぎスポーツアカデミー
■幼児運動アカデミー（1学期）
　５月28日、6月４・11・18・2５日、
7月2・9・16日（全8回）。16時30分
～17時30分。跳び箱や柔軟体操な
どの全身運動で基礎運動能力を高
める。市内在住の５・6歳12人（小
学生は除く）。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学期）
　５月1５・22日、6月20・26日、7月
10・2５日（全6回）。1４時30分～1５時
30分。駆けっこやラグビー、サッ
カーで体力をつける。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学期）
　５月28日、6月４・11・18・2５日、
7月2・9・16日（全8回）。17時５0分

～18時５0分（体力テストは20時ま
で）。バランス能力や瞬発力を高
めるトレーニングと体力テスト。
市内在住在学の小学3～6年生20
人。各回800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）、
年齢（◆は学年）、電話番号を書き、
4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。

NPO法人厚木スポーツク
ラブの教室
　５月５日、9～16時。荻野運動公園。
走り方やサッカー、グラウンドゴル
フ、ハンドボール、ソフトボールを
楽しむ。市内在住在勤在学の方各
教室20～５0人。無料（一部有料）。
申SCDスポーツクラブのHPにある
申込書を４月30日までにSCDスポー
ツクラブ info@scdev.jpへ。抽選。
問事務局・渡辺☎090-５732-10４9
（13～17時）。
《「講座」は4面に続きます》
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スポーツ協会の教室
■初・中級テニス教室
　5月7・12・14・19・21・26日（全
6回）、19時～20時45分。市内在住
在勤在学の方50人（小・中学生を
除く）。3000円。
■ジュニアソフトテニス教室
　5月8・15・22・29日（全4回）、
10～12時。市内在住在学の小学生
80人。1000円。
■初・中級ジュニアテニス教室
　5月12・14・19・21・26日（全5
回）、17時30分～18時50分。市内在
住在学の小・中学生30人。2000円。
■タグラグビー教室
　5月15・22・29日（ 全3回 ）、10
～12時。市内在住在勤在学の小学
生以上30人。500円。
　いずれも基礎技術の講習。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）、年齢、学年、
電話番号を書き、4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。

シニアのための初めての
ギター体験講座

　5月15・22・29日（全3回）、15時
～16時30分。老人福祉センター寿
荘。ギターの基礎を学ぶ。中高年
の方10人。860円（テキスト代）。

申厚木ギターアンサンブル・冨田
☎221-4015。

子育て
スーパーエンジョイタイム・ 
お庭で遊ぼう

　5月15日、10時 ～11時30分。 保
健福祉センター西側広場（雨天の
場合は厚木南公民館）。親子で運
動遊びを楽しむ。市内在住で2歳以
上の未就学児と保護者20組。100
円（保険料）。申5月8日までに子
育て支援センター☎225-2922へ。
抽選。 申2012063

あそぼう！まなぼう！
まめの木タイム

　5月25日、11～12時。愛甲原児童
館。発達に関する講座や親子触れ
合い遊びなど。乳幼児と保護者10
組程度。無料。申当日直接会場へ。
問療育相談センター☎225-2252。

親子ふれあい遊び
■2歳児
　5月21日。市内在住の2歳児と保
護者15組。 申2012062
◆7カ月から歩き始めの子ども
　5月31日。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2012061
　いずれも10時30分～11時20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
5月■14日◆24日までに子育て支
援センター☎225-2922へ。抽選。

ベビーマッサージ
　5月 ①14日 ②28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
在住で生後1～6カ月の赤ちゃんと
保護者各回10組（既受講者を除
く）。300円（オイル代）。申①4月
21日～5月7日②5月12～21日に子
育て支援センター☎225-2922へ。
抽選。 申①2012059②2012060

募　集
子ども育成推進委員会の委員

　子ども育成条例の運用状況の点
検や子育て支援に意見する委員を
募集します。
　《対象》①市内在住在勤在学で
応募日現在18歳以上②平日昼間の
会議（年3回程度）に出席できる③
他の審議会などの委員でない④市
の職員・議員でない―の全てを満
たす方2人《任期》6月～（2年間）
《報酬》日額7800円（交通費含む）。

申こども育成課や市HPにある申
込書を直接または郵送、Eメール
で5月14日（必着）までに〒243-8511 
こども育成課☎225-2262・ 2180
＠city.atsugi.kanagawa.jpへ。書類
選考あり。

まち・ひと・しごと
創生総合戦略会議委員

　人口減少対策の施策などに意見
する委員を募集します。
　《対象》①市内在住在勤在学で
応募日現在18歳以上②平日昼間の
会議（年2回程度）に出席できる③
他の審議会の委員でない④市の議
員・職員でない―の全てを満たす
方3人《任期》6月～（2年間）《報酬》
日額7800円（交通費含む）。申企画
政策課や市HPにある申込書を、
直接または郵送、ファクス、Eメー
ルで5月17日（必着）までに〒243- 
8511企画政策課☎225-2455・薨225- 
3732・ 1100＠city.atsugi.kanaga 
wa.jpへ。書類選考あり。

久保奨学金の奨学生
　中学校の部活動の費用を支援す
る学校教育活動応援奨学金の希望
者を募集します。
　《対象》①市内在住の中学生②
部活動への意欲がある③経済的な
理由で部活動への参加が困難―の
全てを満たす方30人。申市立中学
校で配られるチラシを確認し、4
月30日までに担任の先生へ相談。
市立中学校以外の方は教育総務課
☎225-2600へ。選考あり。

障害者手当支払通知用
ハガキの広告主

　障がいのある方やその家族などに 
送るハガキの広告主を募集します。
　《内容》裏面1枠（縦65㌢×横85
㌢）。白黒。発送枚数は約1万枚《費
用》1枠1万円《対象》市内に事業
所がある事業者。詳しくは市HP
に掲載。申5月10日までに障がい
福祉課☎225-2221へ。抽選。

放課後児童クラブ夏休み
期間限定入所児童

　夏休み期間の放課後児童クラブ
の入所受け付けを開始します。

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）

5月6～11日

特養ホームきみどりの今（地域
交流の作品展）
わっさんアートの世界（絵画展
示販売）

5月12～18日 第46回表装作品展（表装）

5月27日～6月1日

佐々内ファミリー展（油彩、書、
その他）
石田精吾自撰展　（油彩、水彩、
鉛筆デッサン等展示販売）

ロードギャラリー
（厚木地下道） 5月21日～6月16日

あつおゼミナール
―ときたい問題をとけばいい。
それ以外はたいした問題じゃな
い。―
やゆようこの勝手にナイスあつ
ぎ展

問あつぎ市民交流プラザ
☎225-25105月の

厚木市　ジュニアリーダー 検索活動内容など▶

　市内の児童館で勤務する
指導員を募集します。

児童館指導員 ジュニアリーダー募集
子どもたちと楽しく 子どもと大人の架け橋に

問青少年課☎225-2581

　市ジュニアリーダーズクラブは、市内13
中学校区ごとに組織され約160人が加入し
ています。地域のお兄さんお姉さん役とし
て、活動してみませんか。
� 問青少年課☎225-2580

募集

《対　　象》子どもの健全育成に熱意のある18歳以上
《勤 務 先》市内児童館
　　　　　　（通勤可能な市内児童館への異動あり）
《勤務内容》子どもの指導育成、施設管理など
《任　　期》6月1日～（最長2022年3月31日まで）
《勤務時間》�週15時間程度で、9時40分～17時のうち2～6時

間程度（複数人のシフト・ローテーション制）
《報　　酬》時給1045円（条件付きで通勤手当あり）

《対　象》市内在住の中学1年～高校2年生
《内　容》�子ども会・自治会・市の催しの

手伝いや研修会（左欄参照）
《入会金》300円

申青少年課や市HPにある申込書を、直接
または郵送で〒243-0018中町1-1-3青少年
課へ。申青少年課や市HPにある申込書を、直接または郵送で4月

30日（必着）までに〒243-0018中町1-1-3青少年課へ。5月14
日に面接あり。

・・・主な活動・・・
❶地域活動のお手伝い
　子ども会や自治会の催しの、企画や運営補助

❷市主催行事のお手伝い
　成人式や国際大道芸など、市の催しの補助

❸自主事業の開催
　地域の交流を促進するため、住民が参加で
きるイベントを自分たちで企画し運営

❹研修会の開催
　ジュニア同士の交流と技術向上のための研修
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　《期間》7月21日～8月24日、7時
30分～19時（日曜、祝日、学校閉
庁日を除く）《場所》受け入れ人
数に余裕がある放課後児童クラブ
《対象》①保護者が就労や疾病な
どで昼間家庭にいない②市立小学
校に通学③保護者が送迎できる―
の全てを満たす児童《費用》18時
まで＝6000円、19時まで＝7200円。
別途おやつ代・教材費など5000円。
申こども育成課や市HPにある申
込書を、5月28日～6月10日に直接、
こども育成課☎225-2582へ。入所
審査あり。

公共職業訓練（ポリテク
センター関東）７月受講生

　職業訓練の受講生と施設見学会
の参加者を募集します。
　《期間》7月1日～12月23日《コー
ス》機械CAD/CAM、ビル設備《費
用》無料（テキスト代などは実費
負担）。申5月13日までに、直接ハ
ローワーク厚木へ。施設見学会は
4月14・21・28日、5月12日に開催。
問ポリテクセンター関東☎045-
391-2848。

お知らせ
軽自動車税（種別割）の
納期限・減免

　納税通知書を5月6日以降に発送
します。納期限は5月31日。次の
車両は、期限までに申請すると減
免を受けられる場合があります。
　《減免対象》①障がい者または
障がい者と生計を共にする方が所
有し運転②障がい者のみで生活す
る方が所有し常時介護者が運転③
公益のために所有し使用④障がい

者の利用に供するための構造（①
②は普通自動車減免を受けている
方を除く）―のいずれかに該当す
る車両。申5月31日までに直接、
市民税課☎225-2012へ。

国民年金保険料学生納付
特例申請を受け付け

　前年所得が一定基準額以下の学
生は、保険料納付が猶予されます。
申学生証または在学証明書、年金
手帳を持ち、直接、国保年金課へ。
日本年金機構から継続用ハガキが
届いている方は、記入して返送。
問国保年金課☎225-2121。

市国民健康保険第2期データ
ヘルス計画の中間評価を実施

　健康・医療データを分析し、生
活習慣病の予防などにつなげる計
画を評価しました。
　《閲覧場所》市HP、市政情報コー
ナー。問国保年金課☎225-2125。

就学援助制度
　市立または国立、県立中等教育
学校（前期課程）に通う児童・生
徒がいる世帯で、援助が必要と認
められる場合に、学用品費などの
一部を支給します（年度ごとに要
申請）。詳しくは、新学期に学校
から配られる案内に掲載。問学務
課☎225-2650。

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

　地震に強いまちづくりを進める
ため、耐震診断・改修工事の費用
を一部助成します。
【木造住宅】
■耐震診断費の助成
　《対象》①用途が専用住宅または
兼用住宅②地上2階建て以下の木
造（在来軸組工法）③1981年以前
に完成―の全てを満たす木造住宅

（その他所有などの条件あり）《助
成額》診断費全額（上限7万5千円）。
■耐震改修設計費の助成
　《対象》耐震診断の補助を受け、
補強が必要と判断されたもの《助
成額》設計費の3分の2以内（上限
9万円）。
■耐震改修工事費の助成（監理含む）

　《対象》耐震改修設計の補助を
受けたもの《助成額》工事費の3
分の2以内（上限100万円）、工事
監理費の3分の2以内（上限6万円）。
耐震改修した住宅には固定資産税
の減額制度の適用もあり（詳しく
は資産税課☎225-2031へ）。
◆公民館での木造住宅（在来軸組
工法）の耐震無料相談会（予約制）
　①5月6日＝上荻野②13日＝厚木
北③6月10日＝厚木南④17日＝南
毛利⑤24日＝小鮎⑥7月1日＝依知
南⑦8日＝森の里⑧15日＝荻野⑨8
月19日＝愛甲⑩26日＝睦合南⑪9
月8日＝相川⑫16日＝緑ケ丘⑬30
日＝依知北⑭10月7日＝睦合北⑮
14日＝玉川⑯28日＝睦合西。13時
30分～16時30分。
【分譲マンション】
■耐震アドバイザー派遣（マン
ション耐震改修の有識者）
　《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。無料。
■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
《助成額》診断費の2分の1以内（上
限15万円）。
　いずれも申し込み、問い合わせ
は建築指導課☎225-2434へ（◆の
予約受け付けは各開催日の前日12
時まで）。先着順。

就学相談説明会
　《日時》5月11日、10時～11時30
分《会場》あつぎ市民交流プラザ
《対象》2022年4月に小学校に就学
する幼児（15年4月2日～16年4月1
日生まれ）で、県立特別支援学校
または市立小学校の特別支援学級
への就学などを相談したい保護者
《内容》入学までの相談の流れの
説明と個別相談会（5月13・14・

17・18・19日）の予約受け付け（希
望制）。申当日直接会場へ。問教
育指導課☎225-2660。

人間ドック助成を開始
　2021年度の人間ドック助成を始
めました。
　《対象》国民健康保険や後期高
齢者医療制度加入者《助成額》2
万5000円（20～39歳）、2万円（40
歳以上）。申電話や市HPで申し込
み。問国保年金課☎225-2125。

特定不妊治療費の助成
　体外受精や顕微授精による不妊
治療を受けた夫婦に、治療費を助
成します。
　《対象》①夫婦のいずれかが申
請日の1年以上前から市内に在住
②県の治療費助成が決定―の全て
を満たす夫婦《助成額》県の助成
対象治療費から助成額を控除した
額（10万円が限度）。申治療終了
日から1年以内に子育て給付課☎
225-2241へ。

児童扶養手当・特別児童
扶養手当の手当額

　4月分からの手当額は、3月分ま
でと変更ありません。
■児童扶養手当
　手当の全部を受けている方＝1
子目4万3160円、2子目加算1万190
円、3子目以降加算6110円。手当
の一部を受けている方＝1子目1万
180円～4万3150円、2子目加算5100
円～1万180円、3子目以降加算3060
円～6100円。
■特別児童扶養手当　
　1級＝5万2500円。2級＝3万4970円。
　いずれも児童1人当たりの金額。
支給月などの詳細は市HPに掲載。
問子育て給付課☎225-2241。

中学校卒業後も継続入院し
ている場合の医療費を助成

　助成対象の子どもが中学校卒業
から4月以降も継続して入院して
いる場合、入院にかかる健康保険
適用医療費の自己負担額を助成し
ます。申診療日から1年以内に子
育て給付課☎225-2233へ。

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。5月

6・20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

　　7・21日※ 宮の里公園
上戸田児童館

10：30～11：30
15：15～16：00

11・25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

12・26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

13・27日 長谷公園
毛利台児童館

14：30～15：10
15：30～16：00

14・28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

18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

19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

※下戸田管原神社は工事のため5月から休止。

6日 森の里・戸室 19日 下古沢・温水恩名

7日 古松台 20日 愛甲原・上落合

10日 中戸田 21日 妻田東・七沢

11日 三田・まつかげ台 24日 浅間山

12日 宮の里 25日 毛利台・吾妻町

13日 飯山中部・及川 26日 下川入・上戸田

14日 鳶尾・上荻野 27日 山際・緑ケ丘・金田

17日 愛甲・小野 28日 岡田・藤塚

18日 荻野新宿

　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 2012064
5月

《活動日時》月1回程度（土曜の午前中）
《場所》①七沢②荻野
《内容》�田植え、草取り、稲刈り、収

穫祭など
《対象》市内在住在勤在学の方

問環境政策課☎225-2749

　地域の皆さんと一緒に田植えや棚田
の保全などをする方を募集します。

申電話またはハガキに〒住所、参加者
全員の氏名、電話番号、希望の場所を
書き、5月7日（必着）までに〒243-8511
環境政策課へ。

里山ボランティア募集

《「お知らせ」は6面に続きます》
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市民参加手続の実施予定一覧
　市民参加によるまちづくりを進めるため、条例や規則、その他重
要な政策などを制定・改廃する際に、市民の皆さんから意見を聞い
ています。それぞれの詳細は、今後の広報あつぎや市HPでお知ら
せします。� 問市民協働推進課☎225-2141

《市民参加の方法》
●審� 審議会　　　●交� 意見交換会　　　●ワ� ワークショップ
●調� 意向調査　　●パ� パブリックコメント

対象行為 市民参加の内容・予定

公共施設最適化基本計画の改定 ●審 ～8月　●交 8月
●パ 11月

公共施設個別施設計画の策定 ●審 ～8月　●交 8月
●パ 11月

第３次市立病院経営計画の策定 ●審 ～2３年３月  ●パ 12月

第４次男女共同参画計画の策定 ●審 ～2３年３月  ●調 10月
●パ 22年12月

（仮称）愛甲石田駅周辺整備構想の策定 ●審 10月　●パ 22年9月
（仮称）歩いて楽しいまちづくり推進計
画の策定

●審 6月　●ワ 8月
●パ 22年1月

空家等対策計画の改定 ●審 ４月～22年３月
●パ 11月

耐震改修促進計画の改定 ●審 11月　●調 9月
●パ 22年1月

市立小・中学校の適正規模・適正配置に
関する基本方針の策定 ●パ 6月

市立小・中学校施設整備指針の策定 ●パ 6月

　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

世界で一番しあわせな
食堂

4月23日まで私は確信する
マーメイド・イン・パリ
ハンバーガー・ヒル

4月17～30日レンブラントは誰の手に
大コメ騒動
藁にもすがる獣たち

4月24日～
 5月7日

ファンタジア
夜明け前のうた
消された沖縄の障害者

FUNNY BUNNY 4月29日～
 5月12日

骨髄ドナー支援事業
　白血病などの患者を救うため、
骨髄を提供したドナーなどに助成
金を交付します。
　《対象》市内在住で骨髄バンク
の事業に骨髄などを提供した方
や、提供者が勤務する事業所《助
成額》ドナー本人＝日額2万円。
ドナーが勤務する事業所＝日額1
万円《助成日数》7日を限度。問
健康長寿推進課☎225-2174。

松川サク工業賞受賞者
　市内の大学・短期大学で工業系
の学科を専攻し、今春卒業した学
生に「松川サク工業賞」を贈りま
した。この賞は、相模ゴム工業㈱
の創業者で、長年にわたり市の産
業発展に尽くした名誉市民の故・
松川サクさんの寄付に基づき、工
業の振興のために設けられました
（敬称略）。
　《受賞者》荻野真由（東京工芸
大学）加藤美悠（湘北短期大学）
小泉和久（東京工芸大学）澤渡弘
茂（神奈川工科大学）村上翔（神
奈川工科大学）。問産業振興課☎
225-2830。

児童扶養手当の制度改正
　法改正で2021年3月分から、児
童扶養手当と調整する障害基礎年
金などの範囲と、障害基礎年金な
どを受給している受給資格者の受
給制限に関する所得の算定が変更
されました。詳しくは市HPに掲
載。問子育て給付課☎225-2241。

消防功労者表彰
　消防団員19人、消防隊員7人、
消防本部1課、消防署の2部隊を表
彰しました（敬称略）。
　《消防庁長官表彰・永年勤続功
労賞》副団長岩崎和徳《県知事表
彰・永年勤続優良消防団員30年》
第1分団副分団長村治和彦《日本
消防協会会長表彰・精績章》第2
分団長桑平雅樹、第8分団長相原
昌紀《県消防協会定例表彰・表彰
旗》厚木市消防団《県消防協会会
長表彰・功績章》第7分団第5部部
長屋比久元隆、第8分団第2部部長

石井智久、第5分団第4部団員安藤
幸宏、第6分団第6部団員杉﨑公享、
第7分団第2部団員小島正人、第7
分団第8部団員高田晴之《県消防
協会会長表彰・勤続20年》第4分
団第4部部長土屋浩二、第7分団第
4部部長越智敏郎、第7分団第5部
部長屋比久元隆、第8分団第2部部
長石井智久、第1分団第2部団員内
山武志、第2分団第6部団員小嶋篤
志、第5分団第3部団員渡辺正樹、
第5分団第4部団員安藤幸宏、第6
分団第6部団員杉﨑公享、第7分団
第1部団員窪田智浩、第7分団第1
部団員宮内博喜、第7分団第2部団
員小島正人、第7分団第8部団員高
田晴之、第7分団第9部団員相田学、
第8分団第3部団員有坂克幸。問消
防総務課☎223-9366。

フードバンクの活動に協力を
　食品ロスを減らすため、家庭で
余った食品を募集します。回収し
た食品は、必要な家庭に無償で提
供します。
　《日時》水曜、第3日曜。10～15
時《会場》フードバンクあつぎ事
務所（中町1-8-10）。申当日直接
会 場 へ。 問H

は ー と み い よ

eart34☎080-6602-
2163（10～15時）。

厚木北公民館・児童館の仮移転
　建て替えのため、公民館・児童
館は利用できません。移転期間中、
貸館や証明発行は休止します。
　《移転期間》①公民館＝8月1日
～2025年3月31日②児童館＝7月21
日～2022年2月28日《仮移転場所》
①パークプレイス厚木（中町
3-17-25）②子ども科学館。問①
社会教育課☎225-2513②青少年課
☎225-2581。

漏水調査に協力を
　4月中旬～9月中旬に、道路や宅

地内の漏水を調査します。調査員
は腕章と県営水道発行の身分証を
身に着けています。費用の請求や、
見積もりの算出はありません。問
厚木水道営業所☎224-1111。

城山ダムの洪水対応演習
　《予定日》5月11・12日《内容》
警報所からスピーカー放送、サイ
レンの吹鳴、電光表示の点灯など
の訓練（放流はなし）。問城山ダ
ム管理事務所☎042-782-2831。

健康保険料率の変更
　2021年3月分から、全国健康保
険協会神奈川支部の健康保険料率
は、従前の9.93%から9.99%に、介
護保険料率は、従前の1.79%から
1.80%に引き上げとなります。問
全国健康保険協会神奈川支部☎
045-270-8431。

■初期救急（入院が必要ない軽症救急患者）
《内科・小児科》メジカルセンター☎297-5199
　月～金曜＝19時～21時30分、土曜＝18時～21時30分、
日曜・祝日・年末年始＝9時～11時30分、14時～16時30
分、18時～21時30分

《歯科》歯科保健センター☎224-6081
　日曜・祝日・年末年始＝10時～11時30分、13時～16時30分

《耳鼻咽喉科・眼科》広域の輪番制
　日曜・祝日・年末年始※

■二次救急（緊急入院や手術が必要な救急患者）
《内科・外科》広域の輪番制
　月～金曜＝17時～翌日9時、土曜＝12時～翌日9時、日曜・
祝日・年末年始＝9時～翌日9時※

《内科・外科・小児科》市立病院☎221-1570
　月～金曜＝17時～翌日9時、土曜＝12時～翌日9時、日曜・
祝日・年末年始＝9時～翌日9時

問健康長寿推進課☎225-2174

※当番病院など詳しく
は市HPまたはあつぎ
健康相談ダイヤル24
☎0120-31-4156へ。

▲詳しくは
　市ＨＰに掲載。

　いざという時に備え、事前に確認
しておきましょう。休日・夜間の救急医療

　動物自身も、動物を好きな人も苦手な人も気持ちよく
暮らしていくため、動物の世話はマナーを守り、周囲へ
の配慮を心掛けましょう。

《犬の飼い主》
・散歩中は引きひもを付け、ふんは持ち帰る
・散歩や運動の前に自宅でトイレをするよう
　しつける

《飼い主のいない猫の世話をしている方》
・餌を食べ終えた容器を片付ける
・猫用のトイレを設け、毎日掃除をする
・不妊、去勢手術を受けさせる
　（市の助成制度あり）

ペットの適正飼養を

問生活環境課☎225-2750

正しい知識を
身につけよう
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　４月に、これからの市のまちづくりの方
向性を描いた新しい総合計画が始動しまし
た。市では各分野の取り組みを補完・具体
化するため、４6の計画などを個別計画とし
て位置付けています。今回は、新たに策定・
見直しをした22の計画を紹介します。

計画 期間 概要・目的 問い合わせ

1 国土強
きょう

靭
じん

化地域
計画 21年度～

防災や減災の施策を分
析・整理し、充実を目
指す

危機管理課 
☎225-2190

2
第2期まち・ひと・
しごと創生総合
戦略

21～26年度
人口減少社会に対応す
るための施策の方向性
や具体的な施策を位置
付ける

企画政策課 
☎225-2455

3 第７次行政改革
大綱 21～26年度

社会環境の変化に対応
した質の高い行政サー
ビスを提供するため、
行政改革への取り組み
を定める

行政経営課 
☎225-2160

4 情報化推進計画 21～26年度
情報通信技術を効果的
に活用し、より便利で
安定した行政サービス
を提供する

情報政策課 
☎225-244７

5 地域福祉計画
（第5期） 21～23年度

高齢者や障がいのある
方、子どもなど、誰も
が住み慣れた地域で自
分らしく暮らせる地域
づくりを目指す

福祉総務課 
☎225-2200

6 障がい者福祉計画
（第6期） 21～23年度

障がいの有無に関わら
ず自分らしく暮らせる
よう、周囲の理解や支
援などを充実させる

障がい福祉課 
☎225-2225

７
高齢者保健福祉
計画・介護保険
事業計画（第８期）

21～23年度
超高齢社会の進展を見
据え、必要な介護・高
齢者福祉サービスを充
実させる

介護福祉課 
☎225-2240

８ 第3次健康食育
あつぎプラン 21～26年度

健康づくりや食育に取
り組み、健康寿命の延
伸を目指す

健康長寿推進課 
☎225-21７4

9
第2次文化芸術
振興計画第1期
基本計画

21～26年度
気軽に文化芸術に親し
める環境を市民協働で
推進する

文化生涯学習課 
☎225-250８

10
第3次生涯学習
推進計画第1期
基本計画

21～26年度
生涯学習の機会を充実
させ、誰もが気軽に参
加できる環境を整える

文化生涯学習課 
☎225-2512

11 環境基本計画 21～26年度
地球温暖化や生物多様
性などの環境問題の解
決に向け、市の指針と
なる基幹的な計画

環境政策課 
☎225-2７49

計画 期間 概要・目的 問い合わせ

12 地球温暖化対策
実行計画 21～30年度

再生可能エネルギーの
導入や省エネルギーの
推進など、温室効果ガ
ス排出削減に向けた施
策を進める

環境政策課 
☎225-2７49

13 一般廃棄物処理
基本計画 21～26年度

ごみの減量・資源化を
進めるとともに、生活
排水の水質環境改善に
向けて取り組む

環境事業課 
☎225-2７93
生活環境課
☎225-2７50

14 第3次産業
マスタープラン 21～26年度

地域経済の活性化、継
続的な産業振興、にぎ
わいあるまちづくりに
向けた施策を推進する

産業振興課 
☎225-2８30

商業にぎわい課
☎225-2８40

15 第2次観光振興
計画 21～26年度

時代の変化に合わせた
新しい観光戦略を構築
する

観光振興課 
☎225-2８20

16 都市計画
マスタープラン 21～40年度

市の将来の都市像や都
市づくりの方向性を示
す

都市計画課 
☎225-2400

1７
コンパクト・
プラス・ネット
ワーク推進計画

21～40年度
誰もが快適に移動でき、
地域で暮らし続け、働
き続けられる都市を目
指す

1８ 交通マスター
プラン 21～40年度

市の交通特性を踏まえ、
道路や公共交通の施策
をハード・ソフトの両
面から示す

都市計画課 
☎225-235７

19 あつぎの
道づくり計画 21～32年度

市道の整備や改良、維
持管理などの考え方を
示す

道路管理課 
☎225-2300

20 第2期消防力
整備計画 21～26年度 災害から市民の命や財

産を守るための計画
消防総務課 
☎223-9366

21 第2次教育振興
基本計画 21～32年度

これからの時代を見据
えた教育振興に取り組
む

教育総務課 
☎225-2663

22 第2次スポーツ
推進計画 21～26年度

気軽にスポーツができ
る環境の整備やトップ
アスリートの育成など
に取り組む

スポーツ推進課 
☎225-2531

個別計画を紹介
第10次厚木市総合計画がスタート

　春のフォトコンテストのお知らせのた
め、飯山白山森林公園の桜をリポートをし
ました。晴れていて暖かく、桜を撮影する
にはちょうど良い天気でした。庫

く

裡
り

橋
ばし

を
渡った先は桜がトンネルのように咲いて
いて、見応えがありました。フォトコンテ
ストでは、桜だけでなく、春を感じられる
写真全般を募集しています。インスタグラ
ムへの投稿や観光振興課へのメールで応
募でき、抽選で参加賞ももらえるそうなの

で、皆さんもぜひ応募してみてくださいね。
　リポート中、たくさんの花びらが降って
きてきれいだなと思うのと同時に、散って
いくのが少し寂しくもありました。見られ
る時期が限られているからこそ、季節の移
ろいが美しく感じられるのかもしれませ
ん。昨年に引き続き感染対策が欠かせませ
んが、春ならではの景色を楽しみたいです
よね。花見や
旅行の代わ
りに、写真を
通して春を
楽しんで、リ
フレッシュ
できればい
いなと思い
ました。

市民リポーター
上妻 史佳さん（21・中町）

市民リポ
ーターが

活動を紹
介

満開の桜を背景にリポート

◆俳句初心者講座　第4木曜、9時45分～13時。あ
つぎ市民交流プラザ。句会で基礎を学ぶ。月会費
1000円。問宇津木☎247-3025。
◆服飾文化研究会　火曜（月2回）、9時30分～11
時30分。あつぎ市民交流プラザ。着物の着付け教
室。20歳以上の女性20人。月会費1100円。問倉持
☎224-7805。
◆一日看護体験　5月15日、①10時30分～②13時30
分～（各回1時間30分）。厚木看護専門学校。看護の
仕事体験。看護師を目指す方各40人。無料。申厚
木看護専門学校☎222-1240のHPで申請。先着順。
◆木曜会作品展　5月12～18日、10～17時。あつ
ぎ市民交流プラザ。掛け軸や額、びょうぶなど
120点を展示。無料。問和田☎223-4644。

伝言板
サークルの情報などを
紹介。開催状況は、事
前に問い合わせてくだ
さい。

検索厚木市 総合計画 個別計画詳しくは

問企画政策課☎225-2455



８ 2021(令和３)年４月15日

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 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、13～15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

生活習慣病
予 防 4月28日、13時15分～15時20分　要予約

健康づくり課
☎225-2201

3階

自殺予防
4月1９日、13～16時 要予約
5月6日、９～12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、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 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
（地域包括ケア推進課

☎225-2047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
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 4月1９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 5月10日、13～16時　※電話での相談

法 律 火曜、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

4月26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 4月16・23日、5月14日。13～16時
行 政 4月22日、5月13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 5月6日、13～16時
公 証 人 4月16日、5月7日。13～15時
行政書士 5月10日、13～16時
人 権 5月第2～4水曜、13～16時　※電話での相談
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

９時30分～16時。 要予約  難病・合併症の方な
どの食事。日程は問い合わせてください。

療育歯科
相 談

月2回程度。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。日程は問い合わせてください。

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 第1水曜（祝日の場合は第2水曜）、13～16時 

要予約  

ああ つつ ぎぎ びび とと

　サッカーやカメラなどの書籍を作る編集者と
して活動しています。４年前まで出版社で働い
ていましたが、一から自分で考えた企画を形に
したいと思い独立し、自営の編集者になりました。
　この仕事に興味を持ったのは、サッカー部
だった高校生の頃でした。プレーするのと同じ
くらい、外から試合を分析するのが好きで、試
合の記録や選手の取材を始めたことがきっかけ
です。大学進学後は、編集者になるためインター
ンシップなどで経験を重ねました。
　編集者は、著者やカメラマンなどのスタッフ
全員の日程管理や、進

しん

捗
ちょく

の確認が主な仕事です。
初めは、「誰に、何を感じてほしいか」という
意識の共有ができず、思うような仕上がりにな

らないこともありました。しかし今では、何度
も打ち合わせを重ね、目的を共有することで、
納得のいく作品を作れるようになりました。読
者から「面白かった」「手に取って良かった」
などの声を聞けたときは、本当にうれしいです。
　最近ではサッカー以外にも興味が広がってき
ました。勤めていた時に携わったカメラは今で
は趣味になり、魅力
を伝える書籍を作っ
ています。これから
も、読者に面白いと
思ってもらえるよう
な本を作っていきた
いです。

読者が「読んでよかった」と思える本を作りたい
個人事業の編集者

中村 僚さん（30）

独立してから携わった書籍は約50冊。現在は経済を勉強
し、経済の仕組みを分かりやすく伝える本を作成中

※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。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

現場に出向き、自ら取材することも


