
❶�広場にはソメイヨ
シノなどを植栽
❷�催しなどができ
るステージ

❸�二つの複合遊具
を設置

❹�健康遊具は４種
類設置

3月9日

　飯山白山森林公園にある広場が、新しくなり
ました。サクラやモミジなどを植栽した他、遊
具や野外ステージ、休憩施設も整備しました。
� 問観光振興課☎225-2820

あつぎ飯山桜まつり　中止
　感染症の状況から、祭りの開催を中止します。
代わりに、インターネットでお楽しみ抽選会や、
サクラの開花情報などを発信します。
　詳しくは３月15日から市・観光協会HPに掲載▶︎

桜の広場桜の広場がが
リニューアル

●❸子どもの遊具
●❹健康遊具

●❷ ステージ

●❶広場駐車場
（有料）

長谷寺

夫婦松

モミジなど

ソメイヨシノ

カンヒザクラ

参道
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❸❸子どもの遊具子どもの遊具

❹❹健康遊具健康遊具 ❶❷❶❷ステージから見た広場ステージから見た広場

　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。

催 し
あつぎ青春劇場
■唄う！青春劇場カラオケ大会
　4月2日、14時３0分～16時。ゲス
トはKenjiro。
■あつぎ青春劇場落語会
　4月2３日、11時～12時３0分。出演
は林家きよ彦。
　いずれもアミューあつぎ。定員100
人。500円。申当日直接会場へ。先着
順。問商業にぎわい課☎225-2840。

斎場施設見学会
　３月27日、10時３0分～12時。市斎
場。施設見学と葬儀の説明。定員
３0人。無料。申３月15～26日に市斎
場☎281-8595へ。先着順。

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
　３月19日「はやぶさ2・小惑星リュ
ウグウへの旅」、4月16日「見えな
い宇宙に挑む」。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45人。200円（中
学生以下50円）。申当日9時から観
覧券を販売。
■おもしろ実験「ビーズ顕微鏡」
　３月20日、①11時～②1３時３0分
～（各回３0分）。ガラス玉とペッ
トボトルを使い顕微鏡を作る。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。
■プラネタリウム特別番組
「ライブ投影」
　３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
45人。200円（中学生以下50円）。
申当日9時から観覧券を販売。
■昼寝タリウム
　木曜（３月３1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45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「フープスター」
　4月10日、①1３時３0分～②14時
３0分～（各回３0分）。紙とストロー
で飛行機を作る。定員15人。無料。
申当日9時から電話で受け付け。
■科学工作教室「変身万華鏡」
　4月2３日、1３時３0分～15時３0分。

３種類に変身する万華鏡を作る。
小学生以上15人（付き添いの方も
要予約）。無料。申4月2日（市外の
方は３日）9時から電話で受け付け。
■大人のためのプラネタリウム
「科学実験プラネタリウム」
　5月21日、18～19時。科学実験
を交えて天文学をやさしく解説。
15歳以上45人（中学生は除く）。
200円。申4月17日（年間パスポー
トを持つ方は16日）9時から電話
で受け付け。
　いずれも先着順。会場、問い合
わせは子ども科学館☎221-4152。

八菅山・鳶尾山ハイキング
春のお花を満喫
　３月３1日、9時３0分～15時。上荻
野分館。観光ボランティアガイド
と八菅山から鳶尾山まで花や自然
林を訪ねるハイキング。500円（資
料・保険代）。定員25人。申３月18
日から東丹沢七沢観光案内所☎
248-1102へ。先着順。

障がい者スポーツ体験祭
　３月19日、10～15時。荻野運動公
園。車いすバスケットボールや車
いすテニス、ハンドサイクルなど
の体験（各体験に定員あり）。無料。
申当日直接会場へ。先着順。問神
奈川リハビリテーション病院☎
249-2590。

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
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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
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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。
申

＝講座予約システム
インターネットで申し込み可
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市HPでもPDF版を掲載
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《日時》�5月17日～7月7日（全1３回）�
《場所》保健福祉センター
《対象》�地域でボランティアとして活動する意欲が

ある市内在住の18歳以上10人
申公民館や保健福祉センター、市HPにある申込書
を、直接または郵送で4月15日（消印有効）までに
〒24３-0018中町1-4-1健康づくり課へ。抽選。

　地域で体操を指導・普及する指導員の養成講座
を開催します。

問健康づくり課☎225-2201

《配信日》3月15日
《演目》�傾

けい

城
せい

阿
あ

波
わ

の鳴
なる

門
と

　巡
じゅん

礼
れい

歌
うた

の段（林座）�
生
しょう

写
うつし

朝
あさ

顔
がお

話
ばなし

　大井川の段（長谷座）�
相模人形芝居教室　鉄砲ざし編

《視聴方法》YouTube
「あつぎ文化芸術・生涯
学習チャンネル」また
は市HPから視聴。

相模人形芝居とは？
　国指定重要無形民俗文化財で県を代表
する民俗芸能の一つ。市内を中心とした
相模地方に伝承される人形芝居です。
　相模国には、江戸から明治時代にかけ
て15カ所に人形芝居が伝わったといわ
れ、現在市内では「林座」と「長谷座」
の2座が継承しています。

　あらすじや解説付きで公演映像を配信し
ます。自宅で相模人形芝居の世界を楽しみ
ませんか。� 問文化財保護課☎225-2509

あゆコロちゃんあゆコロちゃん
体操指導員体操指導員
養成講座養成講座

▲視聴はこちら

無料

２

講　座
介護予防教室
■脳とからだのいきいき運動教室
　4月28日～7月21日の木曜（全12
回）、1３時３0分～。厚木YMCA。認
知症予防プログラムを取り入れた
運動。
■物忘れ予防・脳いきいき教室
（お出かけプログラム）
　5月10日～7月26日の火曜（全12
回）、10時～。あつぎ市民交流プ
ラザ。ウオーキングを取り入れた
認知症予防。
■からだいきいき運動教室
　《Aコース》5月11日～7月27日の
水曜（全12回）、14時～。東町スポー
ツセンター《Bコース》5月10日～7
月26日の火曜（全12回）、10時～。南
毛利スポーツセンター《Cコース》
5月11日～7月27日の水曜（全12
回）、10時～。荻野運動公園。
■物忘れ予防・脳いきいき教室（室内編）
　5月25日～7月1３日の水曜（全8
回）、14時～。あつぎ市民交流プラ
ザ。ストレッチを取り入れた認知症
予防。
　いずれも120分。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、3月31日（必着）
までに〒243-8511介護福祉課☎
225-2388へ。抽選。

情報プラザのパソコン講座
■初・中級者向けフォトアルバム
作成講座
　4月6・1３日（全2回）、9時50分～。
プレゼンテーションソフトでアル
バムを作り、写真の加工方法を学
ぶ。定員12人。1000円。
■中級者向け文書作成講座
　4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。定員12人。2000円。
■中・上級者向け仕事に使える表
計算関数講座
　4月10・17日、①9時50分～②1３
時10分～（全4回）。表計算ソフト
で業務効率を上げる関数を学ぶ。
定員12人。2000円。
■未経験者向けビデオ通話体験講座
　4月19・26日（全2回）、1３時10
分～。オンラインでのビデオ通話を
体験する。定員12人。1000円。
■シニア向けインターネット安全教室
　4月26日、9時50分～。インターネッ
ト詐欺などネットでのトラブルに
注意するために事例や対処法を学

ぶ。60歳以上12人。500円。
　いずれも会場は情報プラザ。各
回120分。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、3月24日（必着）まで
に〒243-0021岡田3050情報プラザ
☎220-2711へ。抽選。

手話奉仕員養成講習会（入門）・
手話で耳の聞こえない方と会話
　4月16日～9月10日の土曜（全21
回）、10～12時。保健福祉センター他。
手話の基礎を学ぶ。市内在住在勤
在学で手話を初めて学ぶ方20人。
３３00円（テキスト代）。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、
応募動機、市外の方は勤務先（学校
名）を書き、4月4日（必着）まで
に〒24３-8511障がい福祉課☎225-
2221・ 224-0229へ。抽選。

七沢自然ふれあいセンターの催し
■七沢キャンプカウンセラートレー
ニング
　4月～202３年３月（初回は4月17日。�
全1３回、宿泊あり）。野外炊事や
レクリエーション研修、子ども
キャンプの企画・サポートなどを
学ぶ。市内在住在学の中学・高校
生３0人。無料（研修内容により実

費負担あり）。申３月15日から七沢
自然ふれあいセンターへ。先着順。
■ななさわ森のようちえん
森のたんけん隊
　5月11日、14時～16時３0分。森探
検、森遊びなど。市内在住で３～6歳
の未就学児20人。３00円（材料費、
保険料）。申4月1日から講座予約
システムで申し込み。先着順。
　いずれも会場は七沢自然ふれあ
いセンター☎248-3500。

点訳講座
　5月12日～12月15日の木曜（全25
回）、10～12時（第4木曜は1３～15
時）。保健福祉センター。点訳技術
の習得。市内在住で修了後ボラン
ティア活動ができる方15人。1540
円（テキスト代）。申電話または
ファクスに講座名、〒住所、氏名、
年齢、電話・ファクス番号を書き、
4月6日までに社会福祉協議会☎
225-2949・ 222-３0３6へ。先着順。
4月28日、1３～15時に説明会あり。

みんなのよい食プロジェクト・
トマトとキュウリ
　5月18日、10～12時。JAあつぎ
本所。厚木産のトマトとキュウリ
を使った野菜ソムリエによる料理
講習会。ＪＡあつぎ組合員、市内
または清川村在住の方20人。1100
円（材料費他）。申4月1日～5月16
日にＪＡあつぎ☎221-6881へ。先
着順。

JAあつぎ女性大学「夢未スクール」
　6月～202３年2月（全5回）。JAあ
つぎ本所他。農業体験などで食・
農・暮らしを学ぶ。市内または清
川村在住の55歳以下の女性３0人。
新規３000円・継続5000円（材料費
他）。申4月11日～5月３1日にJAあ
つぎ☎221-6881へ。先着順。

子育て
親子ふれあい遊び・１歳児
　4月15日、10時３0分～11時20分。
あつぎ市民交流プラザ。親子で触

相模人形芝居特別公演相模人形芝居特別公演
オンライン配信オンライン配信

　本厚木駅北口周辺の建物の更新・共同化や駅前広場の再整備に向け、準備組合が設立
されました。今後は、歩行者空間の確保など、北口周辺が抱える課題の解消や組合設立
に向けて支援していきます。

本厚木駅北口周辺で
新たなまちづくりが始動

問市街地整備課☎225-2851

市街地再開発準備組合が設立

本厚
木駅

検討区域

ミロ
ード
 Ⅱ

ミロ
ード
 Ⅰ

再開発準備組合とは？ 再開発検討区域

昨年10月に同準備組合の設立の報告を受けた

・�市街地再開発組合の設立を
目的とした準備組織

検討区域は約1.5㌶

・�2019年度から共同化を含め
た建て替えの検討を開始

・�区域内約８割の権利者から
同意を得て、昨年10月に準
備組合が設立



あつぎ
郷土博物館館學藝員のススメ

　3月26日から開催する地域展の
展示品に写真機があります。大
正時代、「今や最も体裁よくし
て、最も収益多き者はと言えば、
皆人“写真屋”と言うに至れり」
といわれていた写真館。当時は
時代の最先端で、もうかる花形
商売でした。
　厚木で最初の写真館は、明治
時代に開業した天王町の小林写
真館といわれています。その後、
竹山・春光堂・佐藤などが開業。
東町にあった柏木写真館のスタ
ジオには天窓があり、自然光で
撮影できました。

　「アンソニー」
と呼ばれる台の
付いたスタジオ
用の写真機は、
基礎部分がガラ
スでできてい
て、現在のフィ
ルムに当たる

す。ぜひ、博物館
で実物を見てみて
ください。
詳しくは博物館HPに掲載 施設案内▲

問あつぎ郷土博物館☎225-2515

第30回 　博物館の学芸員が、あれ
これを語り倒すコーナー。

写真機（アンソニー型）

大野 一郎

《日時》�5月20日～6月30日（全10回）�
《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》�口の健康や運動などの知識や実践方法を学ぶ
申公民館や保健福祉センター、市HPにある申込書
を、直接または郵送で4月15日（消印有効）までに
〒24３-0018中町1-4-1健康づくり課へ。抽選。 問企画政策課☎225-2450

　日常生活の中で役立つ
健康講座を企画・運営す
る、推進リーダーを育て
る講座を開催します。
問健康づくり課☎225-2201

　まちのコインは、楽しみながらＳＤＧsを実践できる
スマートフォンアプリです。環境や地域に良いこと
をするとコインがたまり、50を超える市内店舗など
でお得な体験に使えます。

「ガラス乾板」を使います。昭
和初期の物ですが、柏木写真館
では創業した1924年頃から使わ
れていたのではないでしょう
か。鋸状の道具はマスクといい、
写真の上下、左右をぼかすため
に用いられたものと思われま

健康あつぎ推進健康あつぎ推進
リーダー養成講座リーダー養成講座

無料
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厚木市　アユモ 検索詳しくは

ちょっぴりお得♪楽しくSDGｓ！

まちのコインアユモ

⃝美化清掃に参加
�………………… 100アユモ

▪ドリンクをサイズアップ
�………………… 100アユモ

⃝エコバッグを持参
�………………… 50アユモ

▪お菓子のつかみどり
�………………… 50アユモ

アプリのインストールはこちらから 《体験の例》

もらう

つかう

３2022(令和４)年３月15日

れ合い遊びを楽しむ。市内在住の
歩行可能な1歳児と保護者15組。
無料。申4月8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
　4月①8日②22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
ちゃんとの触れ合い方を学ぶ。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①３月16日～
4月1日②4月6～15日に子育て支援
センター☎225-2922へ。抽選。

春休み図書館ミニクイズラリー
　３月25～３1日、9～17時。中央図
書館。本や市に関するクイズ。全
問正解者にはプレゼントあり。小
学生と幼児（親子での参加も可）。
無料。申当日直接会場へ。問中央
図書館☎22３-00３３。

募　集
消費生活懇話会委員
　《対象》生活物資の販売に関わっ
ていない市内在住の18歳以上12人
《内容》消費生活懇話会への出席、
悪質商法未然防止の啓発活動など
（年8回程度）《任期》5月～2024年
３月《報酬》日額1800円（交通費
含む）。申消費生活センターや市
HPにある申込書を、直接または
郵送で4月15日（消印有効）までに
〒24３-0017栄町1-16-15消費生活
センター☎225-2155へ。書類選考
あり。

公開の場で市の事業を評価する委員
　《対象》①市内在住で応募日現
在18歳以上②平日昼間の会議（年
5回程度）に出席できる③他の審
議会などの委員でない④市の議
員・職員でない―の全てを満たす
方1人《任期》5月～202３年３月３1
日《報酬》日額7800円（交通費含
む）。申行政経営課や市HPにある
申込書を、直接または郵送、ファ

クス、Eメールで4月15日（必着）
までに〒24３-8511行政経営課☎
225-2160・ 225-３7３2・ 0600
＠city.atsugi.kanagawa.jpへ。 書
類選考・面接あり。

青少年問題協議会委員
　青少年の指導、育成などを審議
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他の審議会などの委員でない④
市の議員・職員でない―の全てを
満たす方2人《任期》6月1日～（2
年間）《報酬》日額7800円（交通
費含む）。申青少年課や市HPにあ
る申込書を、直接または郵送、ファ
クス、Eメールで4月18日（必着）
までに〒24３-0018中町1-1-３青少
年課☎225-2580・ 224-9666・
8700@city.atsugi.kanagawa.jpへ。
書類選考・面接あり。

総合計画審議会委員
　市総合計画の進捗状況などを審
議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
市の議員・職員でない―の全てを
満たす方３人《任期》6月1日～（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4月15日（必
着）までに〒24３-8511企画政策課
☎225-2455・ 225-３7３2・ 1100
＠city.atsugi.kanagawa.jpへ。書類
選考あり。

図書館協議会委員
　図書館の運営の諮問に応じ、意
見を述べ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4回程度）に出席できる
③他の審議会などの委員でない④
市の議員・職員でない―の全てを
満たす方2人《任期》7月1日～（2
年間）《報酬》日額7800円（交通
費含む）。申中央図書館や市HPに

ある申込書を、直接または郵送、
ファクス、Eメールで4月14日（消
印有効）までに〒24３-0018中町
1-1-３中央図書館☎22３-00３３・
22３-３18３・ 9000@city.atsugi.�

kanagawa.jpへ。書類選考、面接
あり。

七沢自然ふれあいセンター
夏休みの利用者
　《対象》成人の責任者が引率し、
20人以上で構成する市内または愛
川町・清川村の団体《利用期間》
7月21日～8月28日（日帰り～4泊5
日）。申4月6日までに七沢自然ふ
れあいセンター☎248-３500へ。4月
9日、10時～抽選会を実施。同日
利用団体があった場合は、4月16
日、10時～プログラム調整会あり。

空家等対策協議会委員
　空家等対策計画や空き家問題を
審議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2～4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）。申住宅課や市HPにある申
込書を、直接または郵送、ファク
ス、Eメールで4月15日（消印有効）
までに〒24３-8511住宅課☎225-
2３３0・ 224-0621・ 5550＠city.
atsugi.kanagawa.jpへ。書類選考・
面接あり。

厚木青少年音楽コンクール
出場者
　《部門》ピアノ、バイオリン、声楽、
木管、金管楽器など《日時》予選＝
7月３日、10～17時。本選＝7月24日、�
10～17時《場所》文化会館《参加
費》予選・本選各6000円（市外の方
は7000円）《参加資格》市内また
は周辺市町村在住の29歳以下70人
程度（音楽系の大学在校生、卒業
生は不可）。部門により課題曲あり。
申文化生涯学習課や市内楽器店に
ある申込書と参加費を、直接また
はEメール（参加費は口座振込）
で３月15日～5月27日に文化生涯学
習課☎225-2508・実行委員会
atsugi.music.contest@gmail.com
へ。先着順。詳細は市HPに掲載。
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お知らせ
固定資産課税台帳の閲覧・縦覧
　《期間》4月1日～5月31日、8時
30分～17時15分《場所》資産税課

《閲覧できる方》①市内にある固
定資産の納税義務者②土地・家屋
に賃借権などを持つ借地・借家人
（使用収益の対象になる資産に限
る）③2022年1月2日以降の新所有
者（②③は有料。該当する方は権
利関係を確認できる書類が必要）。
運転免許証や健康保険証などの本
人確認書類をお持ちください。代
理人は納税通知書または委任状が
必要《縦覧できる方》市内にある
土地または家屋の固定資産税の納
税義務者（土地のみの納税者は土
地価格等縦覧帳簿、家屋のみの納
税者は家屋価格等縦覧帳簿に限
る）《21年度分の固定資産税の価
格に関する審査申出の特例》価格
が上昇した土地であっても税額を
据え置く特別な措置が講じられた
ため、対象となった土地に係る21
年度の価格は、4月1日～8月10日
にも審査申し出ができます。問資
産税課☎225-2030。

一人親家庭などへの助成
■母子等福祉手当金
　《対象》市内在住の一人親家庭
または父母のいない家庭で、義務
教育終了前の児童と同居・養育し
ている方《支給月額》①就学前＝
1500円②小学生＝2000円③中学生
＝3000円《支給月》5・11月。
■家賃助成

　《対象》①市内在住の一人親家
庭で、2004年4月2日以降に生まれ
た子どもと同居し養育している②
毎月1～6万円の家賃を払っている
③生活保護法の住宅扶助を受けて
いない―の全てを満たす方《助成
月額》1300円～1万円（8段階）《支
給月》8・12月、23年4月に前月分
までを支給。所得制限あり。
　いずれも、今年度申請している
方も4月以降に再申請が必要。支
給対象は申請月から。申子育て給
付課にある申請書（継続の方には
3月末に郵送）と必要書類を、直
接または郵送で〒243-8511子育て
給付課☎225-2241へ。

妊婦さんに思いやりを
　妊娠初期は、外見からは妊婦で
あるかどうか分かりにくい場合が
あります。マタニティーマークを
付けている方を見掛けたら、「電車
やバスでは席を譲る」「近くでの
喫煙は控える」
などの配慮をお
願いします。問
健康づくり課☎
225-2929。

納税通知書の内容を点字で
お知らせ
　《対象税目》固定資産税、都市
計画税《内容》納税通知書に、納
税義務者氏名、納期限、税額など
を点字で表示した用紙を同封。封
筒には「固定資産税・都市計画税　
納税通知書在中」の点字シールを
貼ります。申3月31日までに資産
税課☎225-2030へ。

狂犬病予防定期集合注射
　生後91日以上の犬を飼っている

生活福祉課臨時特別給付金担当☎
225-2384へ。既に市から確認書が
郵送された方は4月19日までに返
送。詳しくは市HPに掲載。

宝くじ助成金で備品を整備
　宝くじのコミュニティ助成金
で、睦合南地区の瀬戸睦自治会に
プロジェクター、パソコン、テン
トなどの備品を整備しました。助
成金は、宝くじの社会貢献広報事
業です。問市民協働推進課☎225-
2101。

休日歯科診療の時間変更
　4月3日から日曜の歯科保健セン
ターでの診療時間が変わります。
　《診療時間》日曜、9～13時（祝
日、年末年始の時間は変更なし）。
問健康長寿推進課☎225-2174。

みんなのなんでも相談会
　4月3日、10～13時。中町公園。
コロナ禍での暮らし・生活、労働、
税金、年金、法律、子育てなどの
相談、食料配布。申当日直接会場
へ。問実行委員会事務局☎242−39�
92。

方は、登録と毎年1回の狂犬病予防
注射が義務付けられています。次
のとおり集合注射を実施します。
実施日 時間 会　場　名

4月12日

 9：30～10：00 下古沢児童館
10：20～11：10 里見台まる山公園
13：00～13：40 みはらし公園
14：10～14：40 緑ケ丘まる公園

13日

 9：30～10：20 依知神社
10：40～11：40 依知北公民館
13：20～13：50 あつぎ郷土博物館
14：10～14：40 睦合北公民館

14日

 9：30～10：00 宮前公園
10：30～11：20 相川公民館
13：10～13：40 旧市斎場
14：00～14：30 厚木中央公園

15日

 9：30～10：10 中依知自治会館
10：40～11：20 依知南公民館
13：10～13：40 睦合南公民館
14：10～14：40 睦合西公民館

16日  9：30～11：30 ぼうさいの丘公園
13：00～14：20 市役所本庁舎

18日

 9：30～10：10 玉川公民館
10：40～11：30 若宮公園
13：10～13：50 南毛利公民館
14：20～14：50 恩名スポーツ広場

19日

 9：30～10：10 上荻野分館

10：40～11：20 まつかげ台山の手
公園

12：50～13：50 荻野公民館
14：10～14：40 さぎさか公園

　《注意事項》①犬を制御できる
方が連れて来る②登録犬の飼い主
は、3月中に届く案内ハガキを持っ
て行く③1頭3650円（注射済票交
付手数料含む）、未登録犬は別途
3000円が必要④都合が悪い方は最
寄りの動物病院でも可（料金は病
院により異なる）。問生活環境課
☎225-2750。

国民年金手帳が廃止されます
　4月から新たに国民年金の1～3
号被保険者となる方には、年金手
帳の代わりに「基礎年金番号通知
書」を送付します。従来の年金手
帳は引き続き基礎年金番号を明ら
かにする書類として使えます。問
厚木年金事務所☎223-7171。

住民税非課税世帯などへの
臨時特別給付金
　21年12月10日時点で世帯全員の
21年度住民税均等割が非課税の世
帯（課税されている方の扶養親族
を除く）で、21年1月2日以降に転
入した方がいる場合は市HPにあ
る申請書と必要書類を、郵送で9
月30日（必着）までに〒243-8511

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）

4月7～12日 第22回やさしい水彩画教室展

4月27日～5月3日
第5回絵と絵本の二人展

畦
けい

州
しゅう

窯
よう

原田克治陶展

ロードギャラリー
（厚木地下道） 4月22日～5月18日

お絵描き教室ＭＯＭＯちゃん家作品展
ガモー展（油絵）

問あつぎ市民交流プラザ
☎225-2510

4月の

申文化生涯学習課や市HPにある申込用紙を、郵送、
ファクス、Ｅメールで3月15日～4月15日に、〒243-8511
文化生涯学習課 225-3130・ 0350@city.atsugi.kana�
gawa.jpへ。先着順。4月22日以降に結果などを連絡。
問文化生涯学習課☎225-2508。

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。4月

5・19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

6・20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

7・21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

8・22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

12・26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

13・27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

14・28日 長谷公園
毛利台児童館

14：30～15：10
15：30～16：00

1・15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

5日 中依知 18日 愛甲・小野

6日 上依知・妻田 19日 荻野新宿

7日 森の里・戸室 20日 下古沢・温水恩名

8日 鳶尾・上荻野 21日 愛甲原・上落合

11日 中戸田 22日 岡田・藤塚

12日 三田・まつかげ台 25日 浅間山

13日 宮の里 26日 毛利台・吾妻町

14日 飯山中部・及川 27日 下川入・上戸田

15日 妻田東・七沢 28日 山際・緑ケ丘・金田

　全て児童館。保護者・子ども同士の交流と子育て相談
の場。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
4月

　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

鯉のはなシアター 3月12～25日
Coda　コーダ　あいのうた 3月12日～4月1日

水
みな

俣
また

曼
まん

荼
だ

羅
ら

3月19日～4月1日パワー・オブ・ザ・ドッグ
弟とアンドロイドと僕
グレート・インディアン・キッ
チン

3月26日～4月8日ジギー・スターダスト
テレビで会えない芸人
夢みる小学校 4月2～15日
中島みゆき　劇場版　ライヴ・
ヒストリー　2007-2016　歌旅
～縁会～一会

4月2～22日

問交通安全課☎225-2760

■2022年交通事故件数�（1月未日時点）
　件　数　　41件（前年比10件減）
　死亡者数� 0人（前年比増減なし）

・住宅街は周囲に注意して走行を
・�夕方や夜は必ずライトを点灯

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》
■市立病院の診療費等に関する条
例の一部改正
　《閲覧期間》3月18日～4月17日

《閲覧場所》市立病院、市政情報
コーナー、公民館、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、市立病院HP《応募方法》
閲覧場所にある用紙で確認。問医
事課☎221-1570。

交通事故に注意



５2022(令和４)年３月15日

申必要書類を持ち、直接会場へ。
・助成はいずれか一つのみ
・申請月で交付枚数が異なる
・「かなちゃん手形購入費助
成」「高齢者タクシー事業」
との重複受給は不可
・施設入所中の方は対象外

4月以降は障がい福祉課へ。

申文化生涯学習課や市HPにある申込用紙を、郵
送、ファクス、Ｅメールで3月15日～4月15日に、
〒243-8511文化生涯学習課 225-3130・ 0350@
city.atsugi.kanagawa.jpへ。先着順。4月22日以降
に結果などを連絡。問文化生涯学習課☎225-
2508。

　子どもたちの自由な発想と豊かな
表現を育むため、あつぎ市民交流プ
ラザで作品を展示します。

作品
募集

きみの絵でつくる美術館

あつぎこども美術展
市議会への検討約束事項

《対象》市内在住在学の未就学児～高校生
《募集内容》絵画（技法は自由）。四ツ切サイズ
の画用紙、縦横自由。学校などで未発表の物
《テーマ》夏の思い出、夏休みにやりたいこと
《募集点数》30点（1人1点）《出品料》無料
《展示期間》6月1日～8月31日

　市では、資金の収支情報を簡潔に表す決算書の他、資産や債務の情
報を分かりやすくする貸借対照表など四つの財務書類を作り公表して
います。一般会計などの一部を紹介します。問財政課☎225-2170

　資産（公共施設、道路、ソフトウェア、現金預金など）がどのく
らいあり、どのように調達したかを表しています。純資産は、これ
までの世代の負担により形成されたことを表しています。
※資産形成…将来にわたる建物や道路などへの投資

　現金支出が伴う費用（給与費や物件費）だけでなく、現金の伴わ
ない費用（減価償却費・引当金など）も表します。市民サービスに
かかった費用からサービスを受けた人の自己負担分を差し引いた純
行政コストは、税収や補助金などで賄っています。

検索厚木市　財務書類

市の財政状況
2020年度決算

純資産
税収など（純行政コスト）

公共施設、道路、学校、ソフト
ウェア、基金、出資金、現金預
金など

市民サービス（資産形成を除
く）の提供にかかったコスト

地方債（借金）、退職手当引当
金など

使用料、手数料などサービスを
受ける人が払ったもの

資産形成※に
使った返済す
る必要がない
お金

受益者負担などで賄えず税収や
補助金などで賄うもの

資産
31973197億円億円

2475億円
1009億円

負債 収益費用722722億円億円 3939億円億円10481048億円億円

1年間のお金の動き（資金収支計算書）

財産（資産）と借金（負債）
（貸借対照表）

市民サービスに対する費用と収益
（行政コスト・純資産変動計算書）

市民1人当たり

32万円

市民1人当たり

143万円

市民1人当たり

111万円

人にかかるコスト（給与費・
退職手当引当金繰入など）
� ………158億円
物にかかるコスト（物件費・
維持補修費・減価償却費など）
� ………285億円
補助金・社会保障
給付金・その他
� ………605億円
※資産形成を除く

主な内訳
市税収入………… 488億円
国県補助金……… 452億円

市民サービス
にかかるお金

収入 税収など 1057億円
支出 人件費など 986億円

差引（Ａ） 71億円

建物建設・工事
にかかるお金

収入 国県補助金など 62億円
支出 工事費など 157億円

差引（Ｂ） △95億円

資金調達に
かかるお金

収入 地方債の発行 90億円
支出 地方債の償還 56億円

差引（Ｃ） 34億円

2020年度収支（Ａ+Ｂ+Ｃ） 10億円

財務書類で
見る

■福祉タクシー利用券助成
　《対象》①身体障害者手帳1・2級（視覚・腎臓機能障害は3級まで）②
療育手帳A1・2③身体障害者手帳3級で療育手帳B1④精神障害者保健福
祉手帳1級⑤障害福祉サービス受給者証の障害種別5（難病）で、障害支
援区分がある―のいずれかに該当する方
　《助成》福祉タクシー利用券（1枚400円）を年間72枚交付
　《必要書類》身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、
障害福祉サービス受給者証
■自己運転ガソリン購入券助成
　《対象》自己所有車を運転する身体障害者手帳1～3級の方

　4月から使える福祉タクシー利用券・自動車ガソリン購入券を
公民館で交付します。問障がい福祉課☎225-2221・ 224-0229

障がいのある方へ
福祉タクシー・
ガソリン券助成の申請を

　《助成》ガソリン購入券（1枚1200円）を年間24枚交付
　《必要書類》身体障害者手帳、運転免許証、車検証
■家族運転ガソリン購入券助成
　�《対象》①身体障害者手帳1・2級（視覚・腎臓機能障害は3級まで）②
療育手帳A1・2③身体障害者手帳3級で療育手帳B1―のいずれかに該
当し生計を共にする家族の所有車に乗車または運転する方

　《助成》ガソリン購入券（1枚1200円）を年間12枚交付
　《必要書類》身体障害者手帳、療育手帳、運転免許証、車検証

要望・提言などの内容 対応など 担当部

2月

筋萎縮性側索硬化症（ALS）
患者の支援用具

済コミュニケーション支援用
具を給付対象品目に追加 福祉部

市街化調整区域内の分家住宅
の存続

関係各課で構成する検討会を
開催

まちづくり
計画部

6月 市の情報システム体系図の公
開

済情報システムの分類の精査
と体系図の公開 政策部

9月 消防用設備の設置に係る必要
な周知

済消防用設備の設置が必要と
なる事例や申請の手続などを
市HPで公表

消防本部

12
月

災害時（通信障害発生時）にお
けるA

あ つ ぎ

tsugi�F
フ リ ー

ree�W
ワイ

i-F
ファイ

iや小
中学校のWi-Fiのリアルタイ
ムでの稼働状況

済災害時や通信障害発生時に
稼働状況を公開

市長室
政策部

環境教育等推進協議会の設置 設置条例を議会第1回会議（2
月定例会議）に提案 環境農政部

行政などが設置した立て看板
などの管理

済設置者にパトロールなどの
実施と適正な維持管理を依頼

まちづくり
計画部

《対象》保健師の資格を持つ方若干名
《勤務内容》高齢者や介護者の健康
相談など

《任用期間》4月～（1年間）
《勤務時間》平日8時30分～16時30分
で1回3～4時間程度（年間数回）

《給料》時給1857円（通勤手当、会
場までの交通費支給あり）
申市HPにある申込書を介護福祉課
☎225-2220へ。

�地域包括支援センターと一緒に健
康相談を受ける保健師を募集します。

保健師保健師
（会計年度職員）（会計年度職員）
をを募集募集

日時 会場

9時30分～16時

3月24日 依知北公民館
　 25日 南毛利公民館
　 29日 睦合西公民館
　 30日 荻野公民館

　市では、市議会で今後の検討などを約束した事　市では、市議会で今後の検討などを約束した事
項の対応状況を公開しています。詳しくは市政情項の対応状況を公開しています。詳しくは市政情
報コーナーや市HPで見られます。報コーナーや市HPで見られます。
� 問� 問行政総務課☎225-2181行政総務課☎225-2181
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　集団接種会場でキャンセルが発生したとき、予約の空き情報をお知
らせします。市公式アカウントの友だち登録が必要です。

　一部業務は3月20日から移
転先で行います。
新住所：水引2-11-7

４月１日～

問厚木児童相談所☎240-6430

厚木児童相談所が
移転します

厚木中央公園

市役所
至本厚木駅

厚木中学校
厚木合同庁舎

厚木警察署

市立病院

厚木児童相談所

JAあつぎ

43

603

→

高齢者の
皆さんへ

空き情報をお知らせ
L
ラ イ ン

INEでキャンセル情報を発信

《情報を受け取る方法》
①スマートフォンなどにラインのアプリをインストール
　「App Store」または「Google Play」で「LINE」を検索しインストール
②アプリを起動しユーザー登録
③市公式アカウントを友だち登録
　「ホーム」上部の検索窓にID「atsugi_city」を入力
　または右の二次元コードから友だち登録
④受信設定
　トーク画面の「受信設定」→「お知らせ受信設定」
　を押し、「市からのお知らせ」「医療・保健・福祉」
　がオン（青色）になっていることを確認
⑤空き情報が届いたら左記の方法で予約

公式アカウント

《ワクチンの種類》　ファイザー社製（子ども用）

《接種回数》　2回（通常3週間の間隔）

《実施場所》　市内・愛川町の18医療機関

《予約方法》　接種券に同封する医療機関一覧表に掲載

　個別・集団接種での接種が始まっています。接種券が届い
たら予約をしてください。

■ワクチン接種の詳細

　2回目接種から6カ月後に3回目を受けられるようになりました。
接種券が届いたら、中身を確認してください。
３回目の接種までのスケジュールの例
　2回目を9月に接種した方…3月中旬に接種券送付、3月に接種開始
　2回目を10月に接種した方…3月下旬に接種券送付、4月に接種開始
《封筒の中身》ワクチン接種券、予診票、追加接種のお知らせ

■接種券の発送

シルバーチケット
タクシー利用券を交付

5～11歳のワクチン接種

3回目のワクチン接種

新型コロナウイルスワクチン接種情報
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

　1・2回目と異なるワクチンを接種できます。
集団接種
　《日時》　 水・木・金曜、11時30分〜18時
　　　　　月・火・土・日曜、10時〜16時30分
　《場所》　保健福祉センター
　《ワクチン》　モデルナ社製
個別接種
　かかりつけ医などで接種できます。
　《ワクチン》　ファイザーまたはモデルナ社製
申希望する医療機関へ。
　申し込み方法は医療機関によって異なる。

・接種には、保護者の同意と立ち合いが必要
　 　効果と副反応を理解した上で、保護者と本人の意思で

判断してください。詳しくは市HPに掲載。
・接種当日は母子健康手帳を
　　接種履歴を管理するため、忘れずにお持ちください。
・疑問や不安はかかりつけ医に相談
　 　他のワクチンとの接種間隔や、基礎疾患がある場合な

どは、相談してください。

　3月上旬に接種券を送付しています。5〜11歳は接種する
よう努める「努力義務」の対象ではありません。

■接種方法

個別接種実施
医療機関はこちら

■シルバーチケット（保養施設等利用助成券）
《対象》市内在住の65歳以上
《交付期間》4月1日〜2023年3月31日
申地域包括ケア推進課や公民館（厚木北公民館除く）､
文化会館で交付。
■高齢者タクシー利用券
《対象》4月1日現在市内在住で①2022年度に85歳以上になる②介護度が
要介護4・5―のいずれかに該当する方（一部要件あり。詳細は市HPに掲載）
《交付期間》4月1日〜2023年3月31日
《助成内容》1枚400円の利用券12枚交付
申要介護4・5の方は介護保険証、代理申請の場合は代理の方の身分証
明書を持ち、地域包括ケア推進課へ。

◀防災訓練
　感染症対策を踏まえ、地
震や風水害を想定した訓練

　地域の連帯感は、いざと
いうときの力になります。
自治会を通じて地域との絆
を深めませんか。

地域行事▶
　コロナ禍では規模を縮小し
てイベントを実施し、地域の
つながりを強化
▼ 他、子どもの登下校の見守りや

ごみ集積所の管理など
　加入を希望する場合は地域の自治会長へ連絡
してください。連絡先が分からない場合は、市
民協働推進課☎225-2141へ。 4月上旬は窓口が混雑します

　市HPのトップページま
たは下の二次元コードから
予約サイトへ

　接種券番号（10桁）と接
種する方の生年月日を入力。
氏名、電話番号などを入力
して予約完了

②ログイン、日時選択

①予約ページにアクセス

申 8時30分〜17時15分にコールセンター☎0570-054-666へ。
手元に接種券を準備して電話してください。

■集団接種の予約方法
◆電話予約

◆インターネット予約

自治会に
入りませんか

　高齢者の方へ、宿泊・入浴施設などの指定保養施設
などの料金を助成するチケットや、タクシーの利用券
を交付します。 問地域包括ケア推進課☎225-2224

対象施設はこちら

※情報は3月1日時点
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　自治会参加で人とつながろう

　3月は「自治会加入促進月間」というこ
とで、仲町南自治会の防災訓練を見させて
いただきました。防災訓練では備品庫の在
庫確認と災害時に使う発電機の点検をし
ました。発電機に燃料を入れると無事に起
動し、照明を点灯させ電力の供給も確認で
きました。

　リポートでは仲町南自治会長の曾田さん
に話を聞きました。自治会では年間を通し
て、防災訓練、河川敷の美化清掃、夏祭り、
運動会などのさまざまなイベントを開催
し、住人のつながりや有事の際に助け合え
る関係を築いています。
　曾田さんに話を聞き、災害に備えた訓練
や、地域の皆さんで力を合わせて取り組む
大切さを学べました。自治会は地域の皆さ
んの声をくみ
上げる最も身
近な団体です。
ぜひ自治会に
加入して住み
よいまちをつ
くっていきま
しょう。

市民リポ
ーター

市民リポ
ーターがが

活動活動をを紹
介紹介

訓練の様子をリポート

◆厚木太極拳同好会　土曜、11〜13時。東町スポー
ツセンター他。太極拳を楽しむ。月会費2500円（4月2
日から2カ月間無料体験あり）。問毛利☎248-4221。
◆南毛利柔道スポーツ少年団　水・土曜、18〜20
時。南毛利スポーツセンター他。柔道で青少年の健
全育成。中学生まで。入会費2000円、月会費2000円、
年1回2800円（保険代）。問川村☎090-5593-5282。
◆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。認知機能低下の予防運動や笑いヨ
ガ。定員40人。1回500円（資料・会場代）。問佐久間
☎090-6100-0725。
◆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。

伝言板
サークルの情報
などを紹介。

市民リポーター
對馬　綾野さん（24・恩名）

　強い感染力を持ち、ワクチン2回接種による発症予防効果が
低いオミクロン株の感染者が増えています。

　第5波に比べ、1〜2月は10代以下と60代以上の感染が増えて
います。

・ 人と会う時は十分な距離を保つ
・ 混雑している場所や時間を避ける
・ オンラインの利用や時差出勤など

を実施
・ 屋外でも密接、密集を避ける
・ 体調に異変を感じる場合は外出を

控える

《会話時は必ず着用》
・鼻出し・顎マスクはしない
・隙間なく付けるなど正しく使う
・ワクチン接種済みでも着用を徹底

《３密の回避》
・ 密接、密集、密閉の一つの密でも避ける
・人と人との距離は十分にとる
・定期的に換気をする

《手洗い・消毒は小まめに》
・ 指先や爪・指の間、手首も忘れずに洗う
・ 共用物に触った後や食事の前後、公共交通

機関の利用後などは必ず実施

・ パーテーションの設置や換気などの
感染対策を徹底し、ガイドラインを
守った店舗を利用

・  できるだけ少人数、短時間で、大声
で会話しない

・ 飲食以外はマスクを着用
・ 屋外でも密接、密集を避ける
・ テークアウトやデリバリーを積極的に活用

■オミクロン株による感染が拡大

■10代以下と60代以上の陽性者の割合が増加

■市内の新規陽性者数（月別）

◇人との接触を減らす

◆マスクの着用 ◆ゼロ密を心掛ける

◆手洗い ・手指消毒を徹底

◇飲食の場面に注意

新型コロナウイルス
感染症専用ダイヤル 音

　
声
　
案
　
内

1全日（24時間）
2全日（9〜17時）
348平日（9〜17時）

経営相談

営業時間短縮要請・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

協力金第13・14・15・16・17弾に関すること

1

2

8

3
4

0570-056-774
045-285-0536☎

9月 10月 11月 12月 1月

26人 1人 22人

1258人

2月

6194人

404人

新型コロナウイルス感染症の情報
は市HPに掲載

感染を防ぐ対策を
新型コロナウイルスの感染を防ぐには一人一人の基本的な予防が大切です。

問健康長寿推進課☎225-2174

引き続き基本的な感染予防策の徹底を
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20代
30代
40代
50代
60代以上
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第6波（1〜2月）　陽性者の年代別割合
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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、13～15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18・28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
4月7日、９時～12時 要予約（前日まで）
4月18日、13時～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

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）
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
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4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 4月11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

3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 3月18・25日、4月8・15日。13～16時
行 政 3月24日、4月14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 4月7日、13～16時
公 証 人 3月18日、4月1・15日。13～15時
行政書士 4月4日、13～16時
人 権 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1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  

※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

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

現在は30人のメンバーが在籍し公民館などで練習に励ん
でいる

伝統の太鼓を未来につなぐ
相模国飯山白龍太鼓保存会　会長

鈴木 由美さん（42・飯山）
　小学４年生の頃から、飯山白龍太鼓の活動に
携わっています。感染症の影響で公演の機会は
減っていますが、伝統ある太鼓を未来につなぐ
ため、仲間たちと練習を続けています。
　白龍太鼓は、飯山温泉のあるじたちが、地域
に親しみを持ってもらおうと始め、昨年45周年
を迎えました。私が太鼓を始めたのは、二つ年
上の姉が文化会館で公演する姿を見たことが
きっかけです。その公演は、障がいがある人た
ちとの共演でした。迫力ある音はもちろんです
が、みんなで一つのステージを作り上げている
姿に憧れ、私もその一員になりたいと思いました。
　初めて人前で太鼓を披露した時のこともよく
覚えています。一曲を必死に覚え、たたき終え

た時、熱心に教えてくれていた指導者の方が褒
めてくれたんです。そのうれしさがずっと残り
続け、太鼓が私にとって大切なものになってい
きました。就職しても、結婚しても太鼓を続け、
今は３人の子どもたちも会の一員です。
　保存会の活動は、多くの地域の皆さんに支え
られています。来年
こそは、新しくなっ
た桜の広場のステー
ジで、白龍太鼓の魅
力であるメンバー同
士の気持ちが通じ
合った演奏を披露で
きたらうれしいです。

2017年のあつぎ飯山桜まつり
での鈴木さん（左）


