略年表
年号

厚木市テニス協会

昭和52年 3月 厚木庭球協会として、加盟7団体
(1977)

として発足

厚木市
6月 小田急線本厚木駅新駅舎完成

4月 天安門事件

11月 緑の銀行開設

7月 ﾛｯｷ-ﾄﾞ事件田中角栄逮捕

団体名:厚木国際T.C.･加藤ｽｸ-ﾙ

初の静止気象衛星「ひまわり」打ち上げ

(後にﾄｼT.C)･ｿﾆ-

ﾎﾞﾙｸﾞ､ｳｨﾝﾌﾞﾙﾄﾞﾝ2連覇

東海大学･東洋ｿ-ﾀﾞ

8月 有珠山が大噴火

富士ｾﾞﾛｯｸｽ･ﾘｺ-

9月 王貞治756本塁打

3月 神奈川県庭球協会へ加盟

(ﾎ-ﾑﾗﾝ世界記録達成)

6月 第1回厚木庭球ﾄ-ﾅﾒﾝﾄ大会

国民栄誉賞第1号受賞

7月 厚木市体育協会へ加盟

9月 日本赤軍日航機をﾊｲｼﾞｬｯｸ

8月 厚木地区事業所対抗

12月 天皇在位50年式典

10月 第1回厚木庭球選手権大会

ﾚｺ-ﾄﾞ大賞「勝手にしやがれ」

秋季ﾃﾆｽ教室
昭和53年 3月 総会(加盟12団体)
(1978)

日本・世界

新規加盟 厚木部品･ﾘﾊﾋﾞﾘ･日本製粉
農協計算ｾﾝﾀ鳶尾T.C

流行語「翔んでる女」
4月 国道129号厚相ﾊﾞｲﾊﾟｽ開通
7月 全国で初めてのｶﾞﾝ集団検診を
実施

1月 伊豆大島近海で地震
5月 新東京国際空港（成田）開港
6月 宮城県沖地震

10月 本厚木駅北口広場ｵ-ﾌﾟﾝ

4月 春季事業所対抗

ｻｯｶ-ﾜ-ﾙﾄﾞｶｯﾌﾟｱﾙｾﾞﾝﾁﾝ大会開催
優勝ｱﾙｾﾞﾝﾁﾝ

7月 第1回厚木市民大会

7月 ﾎﾞﾙｸﾞ､ｳｨﾝﾌﾞﾙﾄﾞﾝ3連覇

8月 秋季事業所対抗

円急騰初の1ﾄﾞﾙ200円割れ

11月 厚木市ｽﾎﾟ-ﾂ人の集いに参加

8月 日中平和友好条約調印
12月 ﾚｺ-ﾄﾞ大賞「ＵＦＯ」
流行語「フィ-バ-」

昭和54年 3月 総会(加盟15団体)
(1979)

新規加盟 林業試験場(W.T.C)
毛利台T.C･仁厚会T.C

3月 小田急線と営団地下鉄千代田線
の相互乗り入れ開始
4月 飼いﾈｺの登録制度を開始
(全国でも珍しい)

1月 国公立大学初の共通一次試験
2月 ﾎﾒｲﾆ師指導のｲﾗﾝ革命成立
4月 植村直巳 単独で世界初の北極点到達
7月 ﾎﾞﾙｸﾞ､ｳｨﾝﾌﾞﾙﾄﾞﾝ4連覇

11月 厚木市文化会館ｵ-ﾌﾟﾝ

東名高速日本坂ﾄﾝﾈﾙ事故
12月 ﾚｺ-ﾄﾞ大賞「魅せられて」
流行語「キャリアウ-マン」

昭和55年 1月 第4回厚木正月ｵ-ﾌﾟﾝﾄ-ﾅﾒﾝﾄ
(1980)

大会を協賛
3月 総会(加盟16団体)
新規加盟 海老名ﾋﾟ-ﾌﾟﾙ
5月 厚木市ﾃﾆｽﾄ-ﾅﾒﾝﾄ女子一般ｼﾝｸﾞﾙｽ

2月 第7回市長選挙を執行
足立原茂徳氏が当選
7月 全国初の市民文化室と女性課長
の誕生

2月 冬季ﾚ-ｸﾌﾞﾗｼｯﾄﾞｵﾘﾝﾋﾟｯｸ開催
6月 東京ｻﾐｯﾄ開催
7月 ﾎﾞﾙｸﾞ､ｳｨﾝﾌﾞﾙﾄﾞﾝ5連覇
ﾓｽｸﾜｵﾘﾝﾋﾟｯｸ不参加

12月 市民朝市100回を迎える

加藤喜代子４連覇

9月 ｲﾗﾝ･ｲﾗｸ戦争勃発
12月 ﾚｺ-ﾄﾞ大賞「雨の慕情」
流行語「カラスの勝手でしょ」

昭和56年 3月 総会(加盟21団体)
(1981)

新規加盟 厚木病院･ｱﾝﾘﾂ
幾徳大学･全共連・T．K．C
4月 全国都市対抗ﾃﾆｽ大会に参加

6月 森の里地区(特定)の区画整理
事業を開始

2月 ﾛ-ﾏ法王初来日
3月 中国残留孤児初来日

9月 第1回あつぎ商工観光まつり開催
10月 初の女性教育委員誕生

5月 厚木市ﾃﾆｽﾄ-ﾅﾒﾝﾄ男子一般ﾀﾞﾌﾞﾙｽ

神戸ﾎﾟ-ﾄﾋﾟｱ81開会
4月 米国大統領にﾚ-ｶﾞﾝ就任
米国､ｽﾍﾟ-ｽｼｬﾄﾙ･ｺﾛﾝﾋﾞｱ打ち上げ

笠、中居３連覇

7月 ﾏｯｹﾝﾛ-､ｳｨﾝﾌﾞﾙﾄﾞﾝ優勝

8月 厚木市ﾃﾆｽ協会へと名称変更

10月 福井謙一ﾉ-ﾍﾞﾙ化学賞受賞

9月 第1回ｸﾗﾌﾞ対抗戦

12月 ﾚｺ-ﾄﾞ大賞「ルビ－の指輪」
流行語「クリスタル族」

昭和57年 3月 総会(加盟22団体)
(1982)

新規加盟 日産ﾃｸ
7月 厚木市民大会が在住在勤となる
9月 第1回ﾃﾆｽ研修会(山中湖忍野村)

4月 国道246号船子ﾊﾞｲﾊﾟｽ開通
5月 第1回市民ｽﾎﾟ-ﾂﾚｸﾘｴ-ｼｮﾝﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ
を開催

6月 ｻｯｶ-ﾜ-ﾙﾄﾞｶｯﾌﾟｽﾍﾟｲﾝ大会開催
優勝ｲﾀﾘｱ
7月 ﾏｯｹﾝﾛ-､ｳｨﾝﾌﾞﾙﾄﾞﾝ2連覇

6月 15万人目の市民誕生

千代の富士横綱昇進
12月 ﾚｺ-ﾄﾞ大賞「北酒場」
流行語「森林浴」
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昭和58年 3月 総会(加盟26団体)
(1983)

新規加盟 厚木市役所･ﾄ-ﾖ-ｿﾌﾗﾝ
NTT通研･毛利台ﾊｲﾂT.C
三和病院に事務局を設ける

7月 市環境整備事業所が金田に完成

4月 東京ﾃﾞｨｽﾞﾆ-ﾗﾝﾄﾞ開園

10月 ｱﾒﾘｶ ﾆｭ-ﾌﾞﾘﾃﾝ市長夫妻

6月 東北･上越新幹線開業

友好都市締結のため来訪

7月 ｺﾅ-ｽﾞ､ｳｨﾝﾌﾞﾙﾄﾞﾝ優勝

11月 文化会館小ﾎ-ﾙｵ-ﾌﾟﾝにより全館完成

11月 島勝一氏市ｽﾎﾟ-ﾂ功労賞受賞

9月 大韓航空機撃墜事件
12月 ﾚｺ-ﾄﾞ大賞「矢切の渡し」
流行語「いいとも」

昭和59年 3月 総会(加盟28団体)
(1984)

新規加盟 ﾌﾚﾝｽﾞT.C･北興化学
5月 厚木ｽﾎﾟ-ﾂﾚｸﾘｴ-ｼｮﾝﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙに

2月 中国揚州市の友好都市訪中団来訪

2月 冬季ｻﾗｴﾎﾞｵﾘﾝﾋﾟｯｸ開催

11月 第1回健康まつり婦人会館ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ

3月 ｸﾞﾘｺ森永事件

を開催

4月 ｢おしん｣ﾌﾞ-ﾑ

第1回目の協力(講習会)

5月 日本海中部地震発生､死者104名

厚木市ﾃﾆｽﾄ-ﾅﾒﾝﾄに男子45才

7月 ﾛｻﾝｾﾞﾙｽｵﾘﾝﾋﾟｯｸ開催

ｼﾝｸﾞﾙｽを追加

ﾏｯｹﾝﾛ-､ｳｨﾝﾌﾞﾙﾄﾞﾝ優勝

10月 第1回厚木ﾚﾃﾞｨ-ｽ大会

12月 ﾚｺ-ﾄﾞ大賞「長良川艶歌」

第2回ｸﾗﾌﾞ対抗戦

流行語大賞「オシンドロ－ム」

11月 第1回指導会(9名参加)
昭和60年 3月 総会(加盟30団体)
(1985)

新規加盟 まつかげ台T.C･宮の里T.C
4月 第1回加盟団体戦(ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝﾄ-ﾅﾒﾝﾄ)

1月 38年振りの大雪

2月 植村直巳ﾏｯｷﾝﾘ-にて消息を絶つ

4月 生きがいｾﾝﾀ-が完成

3月 科学万博（つくば博）開催

10月 県央初の地下道･ﾊﾞｽｾﾝﾀ-が完成

5月 厚木市ﾃﾆｽﾄ-ﾅﾒﾝﾄに男子45才
ﾀﾞﾌﾞﾙｽを追加

8月 日航ｼﾞｬﾝﾎﾞ機墜落事故

ﾌｧﾐﾘ-ｽﾎﾟ-ﾂ大会後援

10月 ｲﾝﾄﾞ ｶﾞﾝｼﾞ-首相暗殺

9月 第2回車椅子ﾃﾆｽ大会へ審判団派遣

関越自動車道全線開通

厚木市ﾃﾆｽ選手権に男子35才､45才

12月 ﾚｺ-ﾄﾞ大賞「ミ・アモ－レ」

ｼﾝｸﾞﾙｽ､男子35才ﾀﾞﾌﾞﾙｽを追加
昭和61年 3月 総会(加盟33団体)
(1986)

新規加盟 厚木ﾚﾃﾞｨ-ｽ(L.T.C)
ｻｯﾎﾟﾛﾋﾞ-ﾙ･森の里T.C
7月 厚木市ﾃﾆｽ協会強化練習(雨天中止)

流行語大賞「分衆」
3月 石井忠重氏､松川さく氏､和田氏が
名誉市民に決定

横手市と友好都市締結

ｿﾋﾞｴﾄ･ﾁｪﾙﾉﾌﾞｲﾘ原発事故
5月 ｲｷﾞﾘｽ ﾁｬ-ﾙｽﾞ皇太子夫妻来日
6月 ｻｯｶ-ﾜ-ﾙﾄﾞｶｯﾌﾟﾒｷｼｺ大会開催

9月 厚木市ﾃﾆｽ選手権に男子45才

優勝ｱﾙｾﾞﾝﾁﾝ

ﾀﾞﾌﾞﾙｽを追加

7月 ﾍﾞｯｶ-､ｳｨﾝﾌﾞﾙﾄﾞﾝ2連覇

11月 厚木市ﾃﾆｽ協会10周年記念式典

11月 伊豆大島三原山大噴火

(ﾛｲﾔﾙﾊﾟ-ｸ)

12月 ﾚｺ-ﾄﾞ大賞「ＤＥＳＩＲＥ」

坂井利郎氏講習会
昭和62年 3月 総会(加盟38団体)
新規加盟 ﾀﾞｯｸｽ･日本ﾊﾞﾙｶﾊｸｷﾞﾝ･ﾐﾂﾐ電気

流行語大賞「究極」
3月 郵政省ﾃﾚﾄﾋﾟｱ構想のﾓﾃﾞﾙ都市指定
(全国で19市が指定)
4月 市民活動保険(ふれあい保険)がｽﾀ-ﾄ

ｸﾘﾏ･富士通厚木
退会団体 ﾄｼT.C

12月 円高急進(1ﾄﾞﾙ123円)
ﾚｺ-ﾄﾞ大賞「愚か者」

第1回早朝ﾃﾆｽ教室

新規加盟 旭化成・ｻﾝT.C･ｻｶﾞﾐT.C

8月 石原裕次郎死去

ﾎﾞｽﾄﾝﾏﾗｿﾝで瀬古利彦優勝

厚木市民大会が在住者のみとなる

10月 近隣協会との親睦テニス大会

7月 ｷｬｯｼｭ､ｳｨﾝﾌﾞﾙﾄﾞﾝ優勝

11月 岡本綾子が全米女子ｺﾞﾙﾌ賞金女王

9月 第1回婦人指導会

昭和63年 3月 総会(加盟41団体)

4月 国鉄分割･民営化､JRｽﾀ-ﾄ

10月 利根川進教授ﾉ-ﾍﾞﾙ生理学賞受賞

7月 第1回ｼﾞｭﾆｱ指導会

(1988)

1月 米ｽﾍﾟ-ｽｼｬﾄﾙ｢ﾁｬﾚﾝｼﾞｬ-｣爆発
4月 男女雇用機会均等法施行

5月 市制施行30周年記念式典挙行

8月 日本車椅子大会後援

(1987)

4月 日本電信電話公社民営化
7月 ﾍﾞｯｶ-､ｳｨﾝﾌﾞﾙﾄﾞﾝ優勝

流行語大賞「マルサ」
6月 七沢自然教室がｵ-ﾌﾟﾝ

2月 冬季ｶﾙｶﾞﾘ-ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ開催

7月 厚木総合情報ｾﾝﾀ-を設立

7月 ｴﾄﾞﾍﾞﾘ､ｳｨﾝﾌﾞﾙﾄﾞﾝ優勝

11月 ごみ焼却施設｢環境ｾﾝﾀ-｣完成

11月 第1回代表者懇談会を開催する

ﾘｸﾙ-ﾄ疑惑発覚
ｿｳﾙｵﾘﾝﾋﾟｯｸ開催
12月 ﾚｺ-ﾄﾞ大賞「パラダイス銀河」
流行語大賞「ペレストロイカ」

平成元年 4月 総会(加盟43団体)
(1989)

新規加盟 東陽ﾃｸﾆｶ･TOP･南毛利60
島津製作所･赤羽根T.C
ﾌｫｽﾀ-T.C
退会団体 幾徳大学･富士ｾﾞﾛｯｸｽ

1月 ｢あつぎ女性ﾌﾟﾗﾝ21｣を策定

1月 天皇崩御元号｢平成｣と改元

3月 郵政省から｢ﾊｲﾋﾞｼﾞｮﾝｼﾃｨ-構想ﾓﾃﾞﾙ

2月 手塚 治虫死去

都市｣に指定

4月 一般消費税ｽﾀ-ﾄ（税率3%）

10月 荻野運動公園の競技場
ﾃﾆｽｺ-ﾄｵ-ﾌﾟﾝ

5月 ｿ連ｺﾞﾙﾊﾞﾁｮﾌ書記長中国訪問
6月 美空ひばり死去

東洋ｿ-ﾀﾞ･海老名ﾋﾟ-ﾌﾟﾙ

7月 ﾍﾞｯｶ-､ｳｨﾝﾌﾞﾙﾄﾞﾝ優勝

県央地区体育ｾﾝﾀ-にて中級指導ｺ-ﾅ-

9月 横綱千代の富士国民栄誉賞

を開設

11月 ﾍﾞﾙﾘﾝの壁崩壊

9月 厚木市ﾃﾆｽ選手権男子一般ｼﾝｸﾞﾙｽ

12月 ﾚｺ-ﾄﾞ大賞「淋しい熱帯魚」

寺崎弘一４連覇

流行語大賞「セクシャル・ハラスメント」
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平成2年
(1990)

2月 第1回県央地区ﾃﾆｽ協会連合会対抗
戦
4月 総会(加盟44団体)
新規加盟 武部

4月 環境ｾﾝﾀ-に｢ふれあいﾌﾟﾗｻﾞ｣ｵ-ﾌﾟﾝ

3月 北海道夕張鉱が閉山

6月 郵政大臣より情報通信への取り組み

6月 礼宮文仁親王と川嶋紀子さん結婚

に対し厚木市が表彰される
11月 ｢総合福祉ｾﾝﾀ-｣がｵ-ﾌﾟﾝ

8月 高井新治会長ご逝去

優勝:西ﾄﾞｲﾂ

ﾃﾆｽﾄ-ﾅﾒﾝﾄ大会･選手権大会が

7月 ｴﾄﾞﾍﾞﾘ､ｳｨﾝﾌﾞﾙﾄﾞﾝ優勝

6ｹﾞ-ﾑﾏｯﾁより8ｹﾞ-ﾑﾏｯﾁになる

自動車運転免許保有者数6000万人

厚木市ﾃﾆｽ選手権に男子55才､

突破

女子40才ｼﾝｸﾞﾙｽを追加

10月 ﾄﾞｲﾂ統一

厚木市ﾃﾆｽ選手権女子一般ﾀﾞﾌﾞﾙｽ

12月 ﾚｺ-ﾄﾞ大賞「恋唄綴り」

藤倉、佐藤３連覇

(1991)

ﾍﾟﾙ-大統領に日系ﾌｼﾞﾓﾘ氏
ｻｯｶ-ﾜ-ﾙﾄﾞｶｯﾌﾟｲﾀﾘｱ大会開催

9月 島副会長が会長代行に就任

平成3年

(秋篠宮家)

流行語大賞「ファジ-」

3月 総会(加盟42団体)

4月 ｢厚木21世紀ﾌﾟﾗﾝ｣がｽﾀ-ﾄ

1月 湾岸戦争勃発

8月 新規加盟 ﾐﾉﾙﾀ

5月 ｽﾎﾟ-ﾂ施設予約ｼｽﾃﾑｽﾀ-ﾄ

4月 新宿に新都庁開庁

退会団体 農協計算ｾﾝﾀ-･仁厚会

7月 20万人目の市民誕生

ｻｯﾎﾟﾛﾋﾞ-ﾙ

牛肉､ｵﾚﾝｼﾞ輸入自由化
5月 長崎普賢岳噴火

島会長代行が会長に就任

7月 ｼｭﾃｨﾂﾋ､ｳｨﾝﾌﾞﾙﾄﾞﾝ優勝

同大会での3年連続優勝者の表彰始まる

8月 ｿ連崩壊

9月 厚木市ﾃﾆｽ選手権に男子50才

12月 ﾚｺ-ﾄﾞ大賞「愛は勝つ」

ｼﾝｸﾞﾙｽ､ﾀﾞﾌﾞﾙｽを追加

流行語大賞「じゃあ-りませんか」

10月 厚木市ﾃﾆｽ選手権男子45才ﾀﾞﾌﾞﾙｽ
野口、霍間３連覇
平成4年
(1992)

2月 第2回県央地区ﾃﾆｽ協会ﾍﾞﾃﾗﾝ大会

4月 新座架依橋が開通

2月 冬季ｱﾙﾍﾞ-ﾙﾋﾞﾙｵﾘﾝﾋﾟｯｸ開催

3月 総会(加盟40団体)

10月 厚木ﾃﾚｺﾑﾊﾟ-ｸが発足

3月 暴力団対策法施行

新規加盟 ｷﾔﾉﾝ･新厚木T.C

5月 ｢ｻｻﾞｴさん｣の長谷川町子死去

退会団体 赤羽根T.C･日本製粉

7月 ﾊﾞﾙｾﾛﾅｵﾘﾝﾋﾟｯｸ開催

東海大学・T．K．C

ｱｶﾞｼ､ｳｨﾝﾌﾞﾙﾄﾞﾝ優勝

日本ﾃﾆｽ協会70年

8月 きんさんぎんさん100歳

4月 神奈川県選手権女子55才以上ﾀﾞﾌﾞﾙｽ

9月 自衛隊PKO部隊､ｶﾝﾎﾞｼﾞｱへ

上原、江口準優勝

12月 ﾚｺ-ﾄﾞ大賞「君がいるだけで」

5月 厚木市ﾃﾆｽﾄ-ﾅﾒﾝﾄ混合ﾀﾞﾌﾞﾙｽ

流行語大賞「きんさん・ぎんさん」

成田、藤倉３連覇
9月 厚木市ﾃﾆｽ選手権男子一般ｼﾝｸﾞﾙｽ
塩崎義樹３連覇
平成5年
(1993)

3月 総会(加盟40団体)
新規加盟 本厚木T.C
退会団体 島津製作所
5月 厚木市ﾃﾆｽﾄ-ﾅﾒﾝﾄ男子45才ｼﾝｸﾞﾙｽ
野口勝生４連覇

2月 第47回都市対抗駅伝競走大会で
厚木市が初の準優勝
7月 平成10年国民体育大会が神奈川県
で開催決定

1月 米国大統領にｸﾘﾝﾄﾝ就任
5月 Jﾘ-ｸﾞ開幕
6月 皇太子と小和田雅子さん結婚
7月 北海道南西沖地震発生

11月 荻野運動公園体育館ｵ-ﾌﾟﾝ

厚木市ﾃﾆｽﾄ-ﾅﾒﾝﾄ男子45才ﾀﾞﾌﾞﾙｽ

ｻﾝﾌﾟﾗｽ､ｳｨﾝﾌﾞﾙﾄﾞﾝ優勝
9月 全米ｵ-ﾌﾟﾝで伊達公子がﾍﾞｽﾄ8入り

野口、霍間４連覇

冷夏による米凶作のため緊急輸入決定

7月 厚木市民大会混合ﾀﾞﾌﾞﾙｽ

12月 田中角栄死去

高橋、田坂３連覇

ﾚｺ-ﾄﾞ大賞「無言坂」

9月 厚木市ﾃﾆｽ選手権に男子55才､

流行語大賞「Ｊリ-グ」

女子40才､45才ﾀﾞﾌﾞﾙｽを追加
厚木市ﾃﾆｽ選手権男子55才ｼﾝｸﾞﾙｽ
小澤透３連覇
厚木市ﾃﾆｽ選手権混合ﾀﾞﾌﾞﾙｽ
成田、藤倉３連覇
平塚ﾃﾆｽ協会30周年式典に会長･
副会長･理事長出席

3

平成6年
(1994)

3月 総会(加盟40団体)

1月 第40回厚木県央駅伝競技大会を開催

2月 冬季ﾘﾚﾊﾝﾒﾙｵﾘﾝﾋﾟｯｸ開催

4月 都市対抗県央体育ｾﾝﾀ-で開催

4月 厚木市体育協会財団法人となる

6月 ｻｯｶ-ﾜ-ﾙﾄﾞｶｯﾌﾟｱﾒﾘｶ大会開催

(主管 厚木市ﾃﾆｽ協会)

5月 東町ｽﾎﾟ-ﾂｾﾝﾀ-がｵ-ﾌﾟﾝ

第1回厚木市ﾆｭ-ﾐｯｸｽﾃﾆｽ大会後援

優勝:ﾌﾞﾗｼﾞﾙ
PL法成立

(障害者と健常者のﾐｯｸｽ大会)

7月 ｻﾝﾌﾟﾗｽ､ｳｨﾝﾌﾞﾙﾄﾞﾝ2連覇

朝日新聞に掲載される

9月 関西国際空港開港

5月 神奈川県選手権女子一般ｼﾝｸﾞﾙｽ

10月 大江健三郎ﾉ-ﾍﾞﾙ文学賞受賞

渥美美和子準優勝

12月 新進党発足

男子45才以上ｼﾝｸﾞﾙｽ 淵田孝一3位

ﾚｺ-ﾄﾞ大賞「ｉｎｎｏｃｅｎｔ ｗｏｒｌｄ」

厚木市ﾃﾆｽﾄ-ﾅﾒﾝﾄ女子一般ｼﾝｸﾞﾙｽ

流行語大賞「すったもんだがありました」

藤倉裕子６連覇
厚木市ﾃﾆｽﾄ-ﾅﾒﾝﾄ女子一般ﾀﾞﾌﾞﾙｽ
田中、藤倉３連覇
9月 厚木市ﾃﾆｽ選手権に女子45才､50才
ｼﾝｸﾞﾙｽを追加
平成7年
(1995)

3月 総会(加盟38団体)

1月 阪神大震災の現場へ市職員を派遣

1月 阪神淡路大震災

新規加盟 ﾁｬﾝｽT.C

2月 山口巌雄氏厚木市長選挙に当選

3月 地下鉄ｻﾘﾝ事件

退会団体 ﾊｸｷﾞﾝ･ﾀﾞｯｸｽ･ﾐﾉﾙﾀ

9月 厚木ｻﾃﾗｲﾄﾋﾞｼﾞﾈｽﾊﾟ-ｸ完成

4月 4月開催ｸﾗﾌﾞ対抗戦と11月開催
ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝﾄ-ﾅﾒﾝﾄ大会の開催時期を

10月 ｸﾞﾘ-ﾝｱｲﾙあつぎ'95｢花と緑の祭典｣
開催

警察庁長官狙撃事件
4月 円最高値更新(1ﾄﾞﾙ79円台)
6月 ﾌﾗﾝｽ南太平洋で核実験

変更する

7月 ｻﾝﾌﾟﾗｽ､ｳｨﾝﾌﾞﾙﾄﾞﾝ3連覇

7月 厚木市民大会がﾃﾆｽ協会主催となる

11月 野茂 米大ﾘ-ｸﾞで新人王

9月 第12回厚木ﾚﾃﾞｨ-ｽ大会

ｳｨﾝﾄﾞｳｽﾞ95発売

今年度にて目的達成の為､終了

12月 住宅金融専門会社不良債権発覚

厚木市ﾃﾆｽ選手権に女子50才

ﾚｺ-ﾄﾞ大賞「Ｏｖｅｒｎｉｇｈｔ Ｓｅｎｓａｔｉｏｎ」

ﾀﾞﾌﾞﾙｽを追加

流行語大賞「無党派」

11月 理事長が厚木市ｽﾎﾟ-ﾂ訪韓団として
韓国を訪問
平成8年
(1996)

3月 総会(加盟40団体)

1月 透明･半透明のｺﾞﾐ袋使用開始

2月 北海道古平町ﾄﾝﾈﾙ崩落事故

新規加盟 ｱﾌﾟﾛ-ﾁT.C･ｳｨﾝT.C･T.Adv

2月 あゆみ橋開通

3月 羽生善治が将棋7冠王

退会団体 ﾌｫｽﾀｰ

3月 国道412号線ﾊﾞｲﾊﾟｽ全線開通

HIV訴訟、東京・大阪両地裁で和解成立

内田司郎氏第3代会長に就任

7月 ｱﾄﾗﾝﾀｵﾘﾝﾋﾟｯｸに厚木から伊東浩二氏､

ｻｯｶ-日本五輪代表､ｱｼﾞｱ地区最終予選

島勝一氏顧問となる
4月 第20回都市対抗ﾃﾆｽ大会決勝

瀬戸山正二氏出場
11月 情報ﾌﾟﾗｻﾞがｵ-ﾌﾟﾝ

で28年ぶり五輪出場権を獲得
日産ABS全車標準装備化

ﾄ-ﾅﾒﾝﾄに進出

4月 ﾏﾂﾀﾞ､ﾌｫ-ﾄﾞの傘下で経営再建と発表

5月 厚木市ﾃﾆｽﾄ-ﾅﾒﾝﾄに男子55才

6月 病原性大腸菌O157が大流行

ｼﾝｸﾞﾙｽ､ﾀﾞﾌﾞﾙｽ､女子45才ﾀﾞﾌﾞﾙｽを追加

7月 ｳｨﾝﾌﾞﾙﾄﾞﾝで伊達公子ﾍﾞｽﾄ4

厚木市民大会に年令別が加わり在住

ｱﾄﾗﾝﾀｵﾘﾝﾋﾟｯｸ開催

在勤となる

ｸﾗｲﾁｪｸ､ｳｨﾝﾌﾞﾙﾄﾞﾝ優勝

7月 厚木市民大会に男子45才､55才､

8月 渥美 清死去

女子45才ﾀﾞﾌﾞﾙｽを追加

11月 伊達公子 引退を表明

9月 厚木市ﾃﾆｽ選手権に男子60才､

12月 厚生省事務次官逮捕

女子55才ﾀﾞﾌﾞﾙｽを追加

ﾍﾟﾙ-日本大使公邸人質事件発生

厚木市ﾃﾆｽ選手権女子45才ｼﾝｸﾞﾙｽ

ﾚｺ-ﾄﾞ大賞「Ｄｏｎ’ｔ ｗａｎｎａ ｃｒｙ」

都澤則子３連覇

流行語大賞「自分で自分をほめたい」

11月 厚木市ﾃﾆｽ協会の20周年記念式典
(ﾛｲﾔﾙﾊﾟ-ｸﾎﾃﾙ)
田村伸也氏、福井烈氏講習会
平成9年
(1997)

3月 総会(加盟39団体)
新規加盟 ｽﾘ-ﾊﾟ-ｽﾞ

3月 厚木北消防署に市内で2台目の
高規格救急車が配置

1月 ﾊﾞﾘ､ﾀﾞｶ-ﾙﾗﾘ-で篠塚建次郎が優勝
4月 消費税5%に引き上げｽﾀ-ﾄ

退会団体 全共連・WTC
5月 厚木市ﾃﾆｽﾄ-ﾅﾒﾝﾄに女子40才
ﾀﾞﾌﾞﾙｽを追加
7月 厚木市民大会女子一般ﾀﾞﾌﾞﾙｽ
藤倉、田中６連覇

4月 厚木中央公園が全面ｵ-ﾌﾟﾝ

6月 平木理化､全仏ｵ-ﾌﾟﾝ混合ﾀﾞﾌﾞﾙｽ優勝

5月 市営及川球技場がｵ-ﾌﾟﾝ

7月 ﾋﾝｷﾞｽ､ｳｨﾝﾌﾞﾙﾄﾞﾝ優勝

6月 市営猿ヶ島ｽﾎﾟ-ﾂｾﾝﾀ-が利用開始
7月 中央図書館が新装ｵ-ﾌﾟﾝ

9月 厚木市ﾃﾆｽ選手権に男子60才

ｻﾝﾌﾟﾗｽ､ｳｨﾝﾌﾞﾙﾄﾞﾝ4回目の優勝
8月 松岡修造が引退会見
11月 山一証券が経営破綻

ｼﾝｸﾞﾙｽを追加

12月 東京湾ｱｸｱﾗｲﾝ開通

厚木市ﾃﾆｽ選手権女子40才ｼﾝｸﾞﾙｽ

ﾚｺ-ﾄﾞ大賞「CAN YOU CELEBRATE?」

斉藤順子３連覇

流行語大賞「失楽園」

4

平成10年 3月 総会(加盟38団体)
(1998)

退会団体 東陽TC

7月 本厚木駅北口自転車等駐車場がｵ-ﾌﾟﾝ

2月 長野冬季ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ開催

9月 子育て支援ｾﾝﾀ-がｵ-ﾌﾟﾝ

4月 明石海峡大橋開通

5月 厚木市ﾃﾆｽﾄ-ﾅﾒﾝﾄに男子60才ﾀﾞﾌﾞﾙｽを追加 10月 かながわ･ゆめ国体秋季大会を開催
ジュニアシングルス追加

11月 厚木市郷土資料館がｵ-ﾌﾟﾝ

厚木市ﾃﾆｽﾄ-ﾅﾒﾝﾄ男子55才ｼﾝｸﾞﾙｽ

5月 若乃花が史上初の兄弟横綱へ
6月 ｻｯｶ-ﾜ-ﾙﾄﾞｶｯﾌﾟﾌﾗﾝｽ大会開催
優勝:ﾌﾗﾝｽ

渡邊修３連覇

7月 ｻﾝﾌﾟﾗｽ､ｳｨﾝﾌﾞﾙﾄﾞﾝ5回目の優勝

9月 厚木市ﾃﾆｽ選手権に男子40才ｼﾝｸﾞﾙｽ

8月 横浜高校が春夏連覇

40才ﾀﾞﾌﾞﾙｽを追加

9月 沢松奈生子が引退表明
11月 ﾀﾞｲﾑﾗ-･ｸﾗｲｽﾗ-誕生
12月 ﾚｺ-ﾄﾞ大賞「Wanna Be A Dreammaker」
流行語大賞「ハマの大魔人」

平成11年 3月 総会(加盟36団体)
(1999)

新規加盟 ﾌﾟﾚｽﾄ
退会団体 旭化成､ｿﾌﾗﾝ､北興TC

2月 第12回厚木市長選挙を執行
山口巌雄氏が再選
4月 国道412号ﾊﾞｲﾊﾟｽに新規ﾊﾞｽ路線開設

4月 神奈川県選手権女子55才ﾀﾞﾌﾞﾙｽ

成田正彦４連覇

3月 日産･ﾙﾉ-提携調印
4月 沖縄尚学､甲子園で初優勝

木村、竹繁優勝
5月 厚木市ﾃﾆｽﾄ-ﾅﾒﾝﾄ男子一般ｼﾝｸﾞﾙｽ

1月 ﾏｲｹﾙ･ｼﾞｮ-ﾀﾞﾝ引退
2月 中内ﾀﾞｲｴ-社長が退任

東京都知事に石原慎太郎氏
6月 図書館情報ｼｽﾃﾑがｽﾀ-ﾄ

7月 ｻﾝﾌﾟﾗｽ､ｳｨﾝﾌﾞﾙﾄﾞﾝ6回目の優勝

10月 介護保険要介護認定受付を開始

10月 小渕新連立内閣が発足

7月 厚木市民大会にA､B､Cｸﾗｽを新設

12月 ﾚｺ-ﾄﾞ大賞「Ｗｉｎｔｅｒ，ａｇａｉｎ」
流行語大賞「ブッチホン」

平成12年 3月 総会(加盟36団体)
(2000)

新規加盟 ﾁｪﾘ-､CXﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ
退会団体 武部､ﾊﾞﾙｶ-

4月 ぼうさいの丘公園がｵ-ﾌﾟﾝ
5月 資源化ｾﾝﾀ-｢しげん再生館｣が稼働
開始

3月 三菱自動車･ﾀﾞｲﾑﾗ-資本提携
横綱若乃花が引退
4月 森連立内閣が発足

野口勝生氏第4代会長に就任
落合一成氏、内田司郎氏顧問に就任
4月 公式ホームページ開設
5月 神奈川県選手権男子55才以上ｼﾝｸﾞﾙｽ
谷口幸一郎準優勝
10月 厚木市ﾃﾆｽ選手権男子55才ﾀﾞﾌﾞﾙｽ

6月 厚木市が湘南ﾍﾞﾙﾏ-ﾚのﾎ-ﾑﾀｳﾝの
一つになる

5月 小渕前首相が死去
7月 ｻﾝﾌﾟﾗｽ､ｳｨﾝﾌﾞﾙﾄﾞﾝ7回目の優勝

7月 荻野新宿老人憩の家がｵ-ﾌﾟﾝ

9月 ｼﾄﾞﾆ-ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ開幕

野口、霍間３連覇

10月 障害者生活支援ｾﾝﾀ-がｵ-ﾌﾟﾝ

10月 白川英樹氏にﾉ-ﾍﾞﾙ化学賞

朝日レディース全国大会、田中啓子優勝

11月 北消防署新庁舎が落成

12月 米大統領にｼﾞｮ-ｼﾞ･ﾌﾞｯｼｭ氏当選
ﾚｺ-ﾄﾞ大賞「ＴＳＵＮＡＭＩ」
流行語大賞「おっは-」

平成13年 3月 総会(加盟37団体)
(2001)

新規加盟 ｱｸﾃｨﾌﾞ､ﾈｯﾄｲﾝ
退会団体 厚木病院

3月 戸籍のｺﾝﾋﾟｭ-ﾀｼｽﾃﾑが始まる

1月 横綱曙が引退

4月 ｽﾎﾟ-ﾂ予約ｼｽﾃﾑが携帯電話でも可能

2月 宇和島水産高校実習船に米国原潜が

になる

衝突

AOPランキング公開
5月 トーナメント大会に男子シングルスAクラス 6月 成田空港行き直行ﾊﾞｽの運行開始

4月 小泉内閣が発足

100才混合ダブルス追加

9月 厚木商工会議所新会館がｵ-ﾌﾟﾝ

7月 ｲﾜﾆｾﾋﾞｯﾁ､ｳｨﾝﾌﾞﾙﾄﾞﾝ優勝

10月 ﾌｧﾐﾘ-ｻﾎﾟ-ﾄｾﾝﾀ-が開所

9月 新宿で雑居ﾋﾞﾙ火災､44人死亡
米で同時多発ﾃﾛ発生
狂牛病感染確認(国内初)

5月 厚木市ﾃﾆｽﾄ-ﾅﾒﾝﾄ女子一般ｼﾝｸﾞﾙｽ

11月 ｲﾁﾛ-､大ﾘ-ｸﾞ新人王とMVP

高橋友紀３連覇

12月 皇太子妃雅子様女児ご出産

厚木市ﾃﾆｽﾄ-ﾅﾒﾝﾄ男子一般ﾀﾞﾌﾞﾙｽ

ﾚｺ-ﾄﾞ大賞「Ｄｅａｒｅｓｔ」

岩波、藤代３連覇

流行語大賞「聖域なき改革」

厚木市ﾃﾆｽﾄ-ﾅﾒﾝﾄ女子一般ﾀﾞﾌﾞﾙｽ
高橋、藤本３連覇
9月 厚木市ﾃﾆｽ選手権に混合ﾀﾞﾌﾞﾙｽ
100才以上を追加
10月 厚木市ﾃﾆｽ選手権男子50才ｼﾝｸﾞﾙｽ
芳賀修３連覇
厚木市ﾃﾆｽ選手権男子60才ｼﾝｸﾞﾙｽ
渡邊修３連覇
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平成14年 3月 総会(加盟37団体)
(2002)

5月 神奈川県選手権男子50才以上ｼﾝｸﾞﾙｽ

2月 土･日曜戸籍証明書の発行を開始

2月 ｿﾙﾄﾚ-ｸ冬季ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ開幕

7月 第4回ｱｼﾞｱ太平洋ﾊ-ﾓﾆｶ大会2002厚木

5月 ｻｯｶ-ﾜ-ﾙﾄﾞｶｯﾌﾟ日韓大会開催

淵田孝一優勝

を開催

優勝:ﾌﾞﾗｼﾞﾙ

8月 住民基本台帳ﾈｯﾄﾜ-ｸｼｽﾃﾑが稼働
12月 年末年始市営ｽﾎﾟ-ﾂ施設(10施設)を
女子45才以上ﾀﾞﾌﾞﾙｽ田中、杉山優勝

無料開放

7月 ﾋｭ-ｲｯﾄ､ｳｨﾝﾌﾞﾙﾄﾞﾝ優勝
9月 ｻﾝﾌﾟﾗｽ､全米ｵ-ﾌﾟﾝ優勝
10月 小柴昌俊氏､田中耕一氏ﾉ-ﾍﾞﾙ賞受賞

厚木市ﾃﾆｽﾄ-ﾅﾒﾝﾄ男子45才ﾀﾞﾌﾞﾙｽ

ﾓｽｸﾜで劇場占拠､人質128人が犠牲に

高橋、斉藤４連覇

12月 ﾚｺ-ﾄﾞ大賞「Ｖｏｙａｇｅ」

7月 厚木市民大会女子45才ﾀﾞﾌﾞﾙｽ

流行語大賞「タマちゃん」

木村、竹繁３連覇
厚木市民大会男子45才ﾀﾞﾌﾞﾙｽ
高橋、斉藤４連覇
9月 厚木市ﾃﾆｽ選手権女子40才ｼﾝｸﾞﾙｽ
長嶋廣子３連覇
11月 神奈川県ビジネスパル大会主管
NTT R&D準優勝、富士通厚木ベスト４

平成15年 3月 総会(加盟36団体)
(2003)

2月 第13回厚木市長選挙を執行

新規加盟 HLTC
退会団体 ｷﾔﾉﾝ､WinTC
5月 神奈川県選手権

山口巌雄氏が再選
4月 厚木市立病院開設
11月 愛川町･清川村とごみ処理広域化協定

男子50才以上ﾀﾞﾌﾞﾙｽ島田、藤本準優勝
女子60才以上ﾀﾞﾌﾞﾙｽ木村、竹繁準優勝

を調印

1月 松井秀樹､ﾔﾝｷ-ｽ入り
横綱貴乃花が引退
横綱朝青龍が誕生
2月 米ｼｬﾄﾙ空中分解､7人死亡
3月 米英軍､ｲﾗｸ攻撃開始

12月 ITのまちあつぎｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝ50を策定

6月 杉山愛､ｸﾗｲｼｭﾃﾙｽ組､全仏優勝
7月 杉山愛､ｸﾗｲｼｭﾃﾙｽ組､全英優勝
ﾌｪﾃﾞﾗ-､ｳｨﾝﾌﾞﾙﾄﾞﾝ優勝

厚木市ﾃﾆｽﾄ-ﾅﾒﾝﾄ男子60才ﾀﾞﾌﾞﾙｽ

10月 ｼｭﾜﾙﾂﾈｯｶﾞ-氏がｶﾘﾌｫﾙﾆｱ州知事に

射場、鈴木３連覇

12月 松井稼頭央､ﾒｯﾂ入り

10月 厚木市ﾃﾆｽ選手権女子40才ﾀﾞﾌﾞﾙｽ

ﾚｺ-ﾄﾞ大賞「No way to say」

神崎、永廣３連覇
平成16年 3月 総会(加盟36団体)
(2004)

流行語大賞「毒まんじゅう」
2月 住民参加型ﾐﾆ市場公募債｢厚木まなび

2月 吉野屋が牛丼販売休止

立花秀夫氏第5代会長に就任
小林常良氏顧問に就任

5月 神奈川県選手権

債｣を発行

3月 長嶋茂雄氏が緊急入院

8月 消防本部で高機能消防通信指令ｼｽﾃﾑ

7月 ｼｬﾗﾎﾟﾜ､ｳｨﾝﾌﾞﾙﾄﾞﾝ優勝

男子35才以上ﾀﾞﾌﾞﾙｽ佐藤、長尾準優勝
男子40才以上ﾀﾞﾌﾞﾙｽ成田、川端優勝

ﾌｪﾃﾞﾗ-､全豪ｵ-ﾌﾟﾝ優勝

4月 南毛利学習支援ｾﾝﾀ-がｵ-ﾌﾟﾝ

を導入

ﾌｪﾃﾞﾗ-､ｳｨﾝﾌﾞﾙﾄﾞﾝ2連覇

10月 ITのまちづくりを進める市の新しい

女子40才以上ｼﾝｸﾞﾙｽ若松美雪準優勝

ｻ-ﾋﾞｽ｢ﾏｲﾀｳﾝｸﾗﾌﾞ｣が開始

女子40才以上ﾀﾞﾌﾞﾙｽ橋本、宮武優勝

8月 ｱﾃﾈｵﾘﾝﾋﾟｯｸ開幕
10月 ｲﾁﾛ-､年間最多安打大ﾘ-ｸﾞ記録更新
11月 ｱﾗﾌｧﾄ議長死去

7月 厚木市民大会女子45才ﾀﾞﾌﾞﾙｽ

12月 ｲﾝﾄﾞ洋大津波

木村、竹繁７連覇

ﾚｺ-ﾄﾞ大賞「Ｓｉｇｎ」

10月 厚木市ﾃﾆｽ選手権男子一般ﾀﾞﾌﾞﾙｽ

流行語大賞「チョ-気持ちいい」

井上、成田３連覇
厚木市ﾃﾆｽ選手権男子35才ﾀﾞﾌﾞﾙｽ
佐藤、長尾３連覇
厚木市ﾃﾆｽ選手権男子45才ﾀﾞﾌﾞﾙｽ
谷川、谷口４連覇
第２６回全国レディーステニス全国決勝大会
杉山・吉田、準優勝
平成17年 2月 県央地区テニス大会主管
(2005)

3月 総会(加盟36団体)

2月 市制50周年記念式典を開催

2月 ﾌｪﾃﾞﾗ-､全豪ｵ-ﾌﾟﾝ2連覇

4月 都市対抗神奈川県予選ベスト４

3月 愛知万博開催

5月 神奈川県選手権男子男子55才以上

7月 ﾌｪﾃﾞﾗ-､ｳｨﾝﾌﾞﾙﾄﾞﾝ3連覇

ﾀﾞﾌﾞﾙｽ高橋、芳賀準優勝
6月 内田司郎氏県央連合会会長に就任

10月 郵政民営化法案成立

10月 厚木市ﾃﾆｽ選手権男子55才ﾀﾞﾌﾞﾙｽ

12月 ﾚｺ-ﾄﾞ大賞「BUTTERFLY」

高橋・芳賀３連覇

流行語大賞「想定内、想定外」

テイジン第６７回全日本ベテランテニス選手権大会

５０歳ダブルス杉山豊子優勝
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平成18年 3月 総会(加盟36団体)
(2006)

1月 ﾗｲﾌﾞﾄﾞｱ社長堀江貴文氏逮捕

加盟団体 ＦＴＣ森の里

2月 ﾄﾘﾉ冬季ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ開幕

退会団体 まつかげＴＣ

荒川静香イナバウワーで金メダル

審判委員会設置

3月 WBC(ﾜ-ﾙﾄﾞﾍﾞ-ｽﾎﾞ-ﾙｸﾗｼｯｸ)

4月 都市対抗神奈川県予選、2年連続ベスト４

王JAPAN優勝

5月 神奈川県選手権

6月 ｻｯｶ-ﾜ-ﾙﾄﾞｶｯﾌﾟﾄﾞｲﾂ大会開催

男子55才以上ﾀﾞﾌﾞﾙｽ高橋、芳賀優勝

優勝:ｲﾀﾘｱ

厚木市ﾃﾆｽﾄ-ﾅﾒﾝﾄ男子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ

7月 ﾌｪﾃﾞﾗ-､ｳｨﾝﾌﾞﾙﾄﾞﾝ4連覇

成田、清水３連覇

9月 悠仁親王ご生誕

厚木市ﾃﾆｽﾄ-ﾅﾒﾝﾄ女子45才ﾀﾞﾌﾞﾙｽ

10月 安倍内閣発足

小泉、近藤３連覇

11月 ジャパンオープン、フェデラー優勝

10月 神奈川県ビジネスパル大会

12月 ﾚｺ-ﾄﾞ大賞「一剣」

準優勝、ソニー厚木女子

流行語大賞「品格」

11月 30周年記念行事、イベント・パーティ

平成19年 3月 総会(加盟35団体)
（2007）

退会団体 ＣＸﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ
5月 神奈川県選手権女子一般ｼﾝｸﾞﾙｽ
角田良美優勝

松坂レッドソックス入団決定

2月 小林常良氏第5代厚木市長就任

3月 ｻﾌﾞﾌﾟﾗｲﾑﾛｰﾝ問題 株価暴落

3月 上古沢緑地の愛称が「あつぎつつじの丘公 7月 ﾌｪﾃﾞﾗｰ ｳｨﾝﾌﾞﾙﾄﾞﾝ優勝5連覇
園」に決定

ﾋﾞｰﾅｽ ｳｨﾘｱﾑｽﾞ ｳｨﾝﾌﾞﾙﾄﾞﾝ優勝

4月 東丹沢七沢温泉郷が森林ｾﾗﾋﾟｰ基地に認定

新潟県中越沖地震

第81回関東ｵｰﾌﾟﾝﾃﾆｽ選手権女子一般ｼﾝｸﾞﾙｽ 環境保全公社と都市整備公社が統合し環境9月 福田内閣発足
青山修子優勝

みどり公社を設立

神奈川県選手権男子35才以上ﾀﾞﾌﾞﾙｽ

政策会議の結果などﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ等で情報

流行語大賞 「どげんかせんといかん」

公開を開始

「ﾊﾆｶﾐ王子」

長尾啓史 鈴木康之優勝
第62回神奈川県実業団対抗テニス大会
富士通厚木優勝
9月 厚木市ﾃﾆｽ選手権女子45才ｼﾝｸﾞﾙｽ
長島廣子3連覇
11月 ｿﾆ生命ｶｯﾌﾟ全国ﾚﾃﾞｨｰｽﾃﾆｽ団体戦決勝
高橋友紀優勝
平成20年 3月 総会(加盟34団体)
（2008）

新規加盟 ﾅｲｽｼｮｯﾄ ﾎﾟﾃﾄﾁｯﾌﾟｽ
退会団体 ｻｶﾞﾐＴＣ ｽﾘｰﾊﾟｰｽﾞ ｸﾘﾏＴＣ

12月 ﾚｺ-ﾄﾞ大賞

「蕾」

7月 にぎわい処・番屋がｵｰﾌﾟﾝ
8月 名誉市民の元厚木市長石井忠重さんが永眠
9月 熊野神社（愛甲）の石燈籠市指定文化財に指定
10月 厚木ﾊﾞｲﾊﾟｽ線開通
11月 市営住宅から暴力団を排除する
改正条例を施行
1月 初めて新成人でつくる実行委員会が企画・ 5月 日中共同声明
運営した成人式を開催
2月 連節ﾊﾞｽの運行ｽﾀｰﾄ（厚木ﾊﾞｽｾﾝﾀｰ

7月 ﾅﾀﾞﾙ ｳｨﾝﾌﾞﾙﾄﾞﾝ優勝
ﾋﾞｰﾅｽ ｳｨﾘｱﾑｽﾞ ｳｨﾝﾌﾞﾙﾄﾞﾝ優勝

ｱｸﾃｨﾌﾞＴＣ 南毛利60 毛利台ＴＣ

ーから厚木ｱｸｽﾄ間）

8月 北京夏季ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ開幕

松本憲明氏第6代会長に就任

愛甲、長谷のささら踊り盆唄保存会が「相

9月 ﾘｰﾏﾝ・ﾌﾞﾗｻﾞｰｽﾞ経営破綻

立花秀夫氏顧問に就任

模のささら踊り」県無形民俗文化財に指定

5月 厚木市ﾃﾆｽﾄｰﾅﾒﾝﾄ混合ﾀﾞﾌﾞﾙｽ
成田正彦 清水 文3連覇

麻生政権発足

松石寺（上荻野）の寺林の一部が県天然記10月 日本人ノーベル物理学賞、化学賞獲得
念物に追加指定

11月 ｵﾊﾞﾏ大統領誕生

厚木市ﾃﾆｽ選手権女子一般ﾀﾞﾌﾞﾙｽ

4月 土曜日開庁ｽﾀｰﾄ（市民課・国民年金課）

清水 文 高橋友紀3連覇

5月 愛甲宮前歩道橋完成

流行語大賞 「ｸﾞｰ」

厚木市ﾃﾆｽ選手権女子40才以上ｼﾝｸﾞﾙｽ

6月 ｾｰﾌｺﾐｭﾆﾃｨｰ推進協議会が発足

「ｱﾗﾌｫｰ」

野沢あさみ3連覇
8月 全日本学生ﾃﾆｽ選手権大会ﾀﾞﾌﾞﾙｽ
青山修子優勝
12月 全日本学生室内選手権大会ｼﾝｸﾞﾙｽ
青山修子優勝

12月 ﾚｺ-ﾄﾞ大賞

「Tiamo」

市と市内5 大学が包括協定を締結
11月 厚木国際大道芸始まる
中町花の公園ｵｰﾌﾟﾝ
「第3 回B-1 ｸﾞﾗﾝﾌﾟﾘin 久留米」で厚木
ｼﾛｺﾛ･ﾎﾙﾓﾝがｺﾞｰﾙﾄﾞｸﾞﾗﾝﾌﾟﾘ優勝

全日本学生室内選手権大会ﾀﾞﾌﾞﾙｽ
青山修子優勝
平成21年 3月 総会(加盟30団体)
（2009）

新規加盟 T-MACH 厚木HKF ﾁｬﾚﾝｼﾞ

2月 定額給付金・子育て応援特別手当実施

3月 定額給付金支給 ETC休日1000円乗り放題

4月 新総合計画「あつぎ元気ﾌﾟﾗﾝ」ｽﾀｰﾄ

5月 裁判員制度施行

退会団体 LET 本厚木ﾃﾆｽクラブ

睦合西公民館ｵｰﾌﾟﾝ

6月 WHO新型ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞﾊﾟﾝﾃﾞﾐｯｸ宣言

第45回島津全日本室内ﾃﾆｽ選手権ﾀﾞﾌﾞﾙｽ

中国揚州市へ市民訪中団派遣

7月 ﾌｪﾃﾞﾗｰ ｳｨﾝﾌﾞﾙﾄﾞﾝ優勝

青山修子優勝
9月 厚木市ﾃﾆｽ選手権男子60才以上ｼﾝｸﾞﾙｽ
中村泰司3連覇

6月 10%ﾌﾟﾚﾐｱ付き「あつぎ元気商品券」発売
7月 最新鋭ﾌﾟﾗﾈﾀﾘｳﾑ ｺｽﾓｼｱﾀｰｵｰﾌﾟﾝ
9月 自治基本条例ﾌｫｰﾗﾑ開催
10月 ごみ減量化・資源化新ｼｽﾃﾑ開始
11月 本厚木駅連絡所ﾘﾆｭｰｱﾙ

ｾﾘｰﾅ ｳｨﾘｱﾑｽﾞ ｳｨﾝﾌﾞﾙﾄﾞﾝ優勝
8月 ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ開幕
衆議院選挙 麻生内閣退陣
鳩山政権発足
12月 ﾚｺ-ﾄﾞ大賞

「somday」

流行語大賞 「政権交代」
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平成22年 3月 総会(加盟31団体)
（2010）

6月 厚木市ﾃﾆｽﾄｰﾅﾒﾝﾄ男子55才以上ﾀﾞﾌﾞﾙｽ
改 啓一 島田正美3連覇

2月 県央相模川ｻﾐｯﾄ始まる

1月 JAL会社更生法申請

3月 広町公園ﾘﾆｭｰｱﾙ

2月 ﾊﾞﾝｸｰﾊﾞｰ冬季ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ開幕

県道藤沢座間厚木線の一部と

4月 大阪維新の会発足

市道中津川左岸堤防道路が開通

5月 ｷﾞﾘｼｬ財政危機

4月 歯科保健ｾﾝﾀｰﾘﾆｭｰｱﾙ

6月 ｻｯｶ-ﾜ-ﾙﾄﾞｶｯﾌﾟ南ｱﾌﾘｶ大会開催

8月 あつぎｼﾞｬｽﾞﾅｲﾄ始まる

優勝 ｽﾍﾟｲﾝ

9月 第5 回B-1 ｸﾞﾗﾝﾌﾟﾘin 厚木開催

菅内閣発足

11月 ｾｰﾌｺﾐｭﾆﾃｨｰ認証取得（国内3番目）

7月 ﾅﾀﾞﾙ ｳｨﾝﾌﾞﾙﾄﾞﾝ優勝

清水小がｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙｾｰﾌｽｸｰﾙ
認証取得（国内2校目）

ｾﾘｰﾅ ｳｨﾘｱﾑｽﾞ ｳｨﾝﾌﾞﾙﾄﾞﾝ優勝
10月 たばこ税大増税

12月 自治基本条例施行

12月 ﾚｺ-ﾄﾞ大賞「I wish for you」

2月 市のﾏｽｺｯﾄｷｬﾗｸﾀｰ”あゆｺﾛちゃん”誕生

3月 東日本大震災

3月 東日本大震災震度5弱観測

7月 ｻｯｶｰ女子W杯なでしこｼﾞｬﾊﾟﾝ優勝

流行語大賞「ｹﾞｹﾞｹﾞのー」
平成23年 3月 総会(加盟31団体)
（2011）

5月 神奈川県選手権男子60才以上ﾀﾞﾌﾞﾙｽ
高橋 隆 芳賀 修優勝

小田急線運行停止

ｼﾞｮｺﾋﾞｯﾁ ｳｨﾝﾌﾞﾙﾄﾞﾝ優勝

厚木市ﾃﾆｽﾄｰﾅﾒﾝﾄ男子65才以上ｼﾝｸﾞﾙｽ

七沢自然ふれあいｾﾝﾀｰなどで避難者受入

ｸﾞﾋﾞﾄﾞﾊﾞ ｳｨﾝﾌﾞﾙﾄﾞﾝ優勝

石嶋鉱一3連覇
9月 厚木市ﾃﾆｽ選手権男子55才ﾀﾞﾌﾞﾙｽ
藤本順三 押見文明3連覇
厚木市ﾃﾆｽ選手権男子一65才以上ﾝｸﾞﾙｽ
石嶋鉱一3連覇
厚木市ﾃﾆｽ選手権女子一般ﾀﾞﾌﾞﾙｽ
高橋真波 高橋紀美江3連覇
厚木市ﾃﾆｽ選手権混合100歳以上
門田 隆 名取裕子3連覇
平成24年 3月 総会(加盟31団体)
（2012）

被災地へ職員派遣、支援物資の搬送を開始
東京電力の計画停電が開始

ｱﾅﾛｸﾞ電波による地上波放送終了

9月 野田内閣発足

市内公共施設の利用や行政サービスを制限
10月 1ﾄﾞﾙ75円 戦後史上最高の円高
東日本大震災支援基金・災害対策基金を設置
12月 ﾚｺ-ﾄﾞ大賞「ﾌﾗｲﾝｸﾞｹﾞｯﾄ」
6月 市内の小中学校など22 箇所の放射線量の

流行語大賞「なでしこｼﾞｬﾊﾟﾝ」

測定を開始
9月 県央地域市町村災害時相互応援等
に関する協定締結
11月 国際大道芸と花火大会〈延期分）開催
1月 暴力団排除条例施行

1月 錦織圭 全豪ﾍﾞｽﾄ8

渡部克典氏第7代会長に就任

3月 厚木市映画祭始まる

3月 尖閣諸島国有化 中国で反日暴動

松本憲明氏顧問に就任

4月 市民参加条例施行

5月 東京ｽｶｲﾂﾘｰ開業

5月 神奈川県選手権男子60才以上ﾀﾞﾌﾞﾙｽ
高橋 隆 芳賀 修優勝
9月 厚木市ﾃﾆｽ選手権男子45才以上ﾀﾞﾌﾞﾙｽ

新斎場ｵｰﾌﾟﾝ

7月 ﾌｪﾃﾞﾗｰ ｳｨﾝﾌﾞﾙﾄﾞﾝ優勝

7月 中町2丁目自転車駐車場ｵｰﾌﾟﾝ
鳥獣防護柵25km完成

高橋英敏 加藤政通3連覇

8月 市の公式ﾌｪｲｽﾌﾞｯｸﾍﾟｰｼﾞを開設

厚木市ﾃﾆｽ選手権男子65才以上ﾀﾞﾌﾞﾙｽ

9月 公共施設の使用料を変更する

山下昭男 飛鳥井光治3連覇

10月 市民協働推進条例・ｾｰﾌｺﾐｭﾆﾃｨｰ

厚木市ﾃﾆｽ選手権男子60才以上ｼﾝｸﾞﾙｽ
藤本順三3連覇

推進条例施行

ｾﾘｰﾅ ｳｨﾘｱﾑｽﾞ ｳｨﾝﾌﾞﾙﾄﾞﾝ優勝
ﾛﾝﾄﾞﾝ夏季ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ開幕
10月 山中教授ﾉｰﾍﾞﾙ生理学・医学賞受賞 IPS細胞
世界の人口70億人突破
12月 ﾚｺ-ﾄﾞ大賞「真夏のsound good」
流行語大賞「ﾜｲﾙﾄﾞだろー」

12月 文化芸術振興条例・子ども育成条例施行

衆院総選挙自民党圧勝 安倍内閣発足

12月 ﾖﾈｯｸｽﾚﾃﾞｨｰｽﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ2012全国大会
高橋真波 大屋江里子1位ﾄｰﾅﾒﾝﾄ優勝
平成25年 3月 総会(加盟31団体)
（2013）

退会団体 ﾎﾟﾃﾄﾁｯﾌﾟｽ
5月 神奈川県選手権男子45才以上才ﾀﾞﾌﾞﾙｽ
松井仁司 高橋義則優勝

1月 あつぎ街かど大道芸スタート

3月 安倍内閣 TPP参加を表明

2月 帰宅困難者対策訓練実施

6月 富士山 世界文化遺産決定

厚木市を含む9市2町がﾛﾎﾞｯﾄ産業特区に指定
7月 ﾏﾚｰ ｳｨﾝﾌﾞﾙﾄﾞﾝ優勝
3月 神奈中バス「妻田そりだ線」が開通

神奈川県選手権男子55以上才ｼﾝｸﾞﾙｽ

圏央道あつぎｳｫｰｸ開催

二見一由優勝

圏央厚木ｲﾝﾀｰﾁｪﾝｼﾞ開通

ﾊﾞﾙﾄﾘ ｳｨﾝﾌﾞﾙﾄﾞﾝ優勝
青山修子 ｳｨﾝﾌﾞﾙﾄﾞﾝ女子ﾀﾞﾌﾞﾙｽﾍﾞｽﾄ4
9月 国内の全原発停止

神奈川県選手権男子60以上才ｼﾝｸﾞﾙｽ

5月 あつぎﾌﾞﾗﾝﾄﾞものづくりﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ発足

淵田孝一優勝

7月 上古沢にﾒｶﾞｿｰﾗｰ「圏央厚木第一発電所」 12月 ﾚｺ-ﾄﾞ大賞「～こんな世界を愛するために～」

9月 全国ﾚﾃﾞｨｰｽﾃﾆｽ神奈川県大会
高橋真波 高橋紀美江優勝
10月 厚木市ﾃﾆｽ選手権女子50才以上ﾀﾞﾌﾞﾙｽ

完成

2020東京ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ・ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ開催決定

流行語大賞「今でしょ」 「おもてなし」

10月 全国朝一ｻﾐｯﾄ開催
12月 文化芸術振興条例・子ども育成条例施行

森 映子 伊藤寿恵3連覇
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「倍返し」

「じえじぇじぇ」

平成26年 3月 総会(加盟30団体)
（2014）

5月 神奈川県選手権女子40才以上ｼﾝｸﾞﾙｽ

2月 経営革新度調査で全国第一位を獲得

ﾌｨｷﾞｱｽｹｰﾄ男子羽生結弦金メダル

坂井晶子優勝

3月 北消防署依知分署が開署

神奈川県選手権男子一般ﾀﾞﾌﾞﾙｽ

4月 ｱﾐｭｰあつぎｸﾞﾗﾝﾄﾞｵｰﾌﾟﾝ

大木一史優勝

5月 本厚木駅東口大規模改修終了

神奈川県選手権混合ﾀﾞﾌﾞﾙｽ
大木一史優勝

高尾山ｲﾝﾀｰﾁｪﾝｼﾞ間が開通
圏央道・厚木ﾊﾟｰｷﾝｸﾞｴﾘｱｵｰﾌﾟﾝ

厚木市ﾃﾆｽﾄｰﾅﾒﾝﾄ女子一般ｼﾝｸﾞﾙｽAｸﾗｽ
高橋真波3連覇
７月 第88回関東ｼﾞｭﾆｱ選手権大会ﾀﾞﾌﾞﾙｽ
小宮山僚優勝
10月 厚木市ﾃﾆｽ選手権女子一般ｼﾝｸﾞﾙｽ

優勝 ﾄﾞｲﾂ
7月 ｼﾞｮｺﾋﾞｯﾁ ｳｨﾝﾌﾞﾙﾄﾞﾝ優勝

本厚木ﾐﾛｰﾄﾞｲｰｽﾄｵｰﾌﾟﾝ

関 弘優勝

NTT厚木R＆Dｾﾝﾀ硬式ﾃﾆｽ部優勝

6月 ｻｯｶ-ﾜ-ﾙﾄﾞｶｯﾌﾟﾌﾞﾗｼﾞﾙ大会開催

ｸﾞﾋﾞﾄﾊﾞ ｳｨﾝﾌﾞﾙﾄﾞﾝ優勝

6月 圏央道相模原愛川ｲﾝﾀｰﾁｪﾝｼﾞ～

神奈川県選手権男子35才以上ﾀﾞﾌﾞﾙｽ

5月 第76回神奈川県実業団対抗ﾃﾆｽ大会

2月 ｿﾁ冬季ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ開幕

（全国812市区中）

8月 錦織圭 全米準優勝
WHOｴﾎﾞﾗ出血熱緊急事態宣言
9月 御嶽山噴火

市制60 周年記念「NHK のど自慢」を公開 12月 ﾚｺ-ﾄﾞ大賞「R.Y.U.S.E.I.」
8月 婚姻届記念証書の贈呈サービスを開始

流行語大賞「ﾀﾞﾒよーﾀﾞﾒﾀﾞﾒ」

20 年ぶりに相模川の鮎つかみ取りが復活

「集団的自衛権」

10月 新あつぎ市民健康体操(あゆｺﾛちゃん体操
誕生
揚州市で友好都市締結30 周年記念式典が
開催され、51 人の市民団が訪問

高橋真波3連覇

11月 「あつぎ国際剣道祭」開催

厚木市ﾃﾆｽ選手権35才以上ｼﾝｸﾞﾙｽ

12月 新・市立病院 第一期工事完成

坂林貴之3連覇
厚木市ﾃﾆｽ選手権55才以上ｼﾝｸﾞﾙｽ
園田雅則3連覇
平成27年 3月 総会(加盟
（2015）

30団体)

あつぎ市民ふれあい都市宣言

5月 神奈川県選手権男子65才以上ｼﾝｸﾞﾙｽ

3月 相川中学校が環境教育の国際認証

谷口幸一郎優勝
神奈川県選手権女子一般ﾀﾀﾞﾌﾞﾙｽ
柳沼未央優勝
9月 全国ﾚﾃﾞｨｰｽﾃﾆｽ神奈川県大会
上田絢子優勝

ｸﾞﾘｰﾝﾌﾗｯｸﾞを国内の中学校で初取得
5月 県内初全国都市教育長協議会の定期
総会、研究大会を市内で開催

1月 錦織圭 全豪ﾍﾞｽﾄ8
3月 北陸新幹線開業
6月 錦織圭 全仏ﾍﾞｽﾄ8
7月 ｼﾞｮｺﾋﾞｯﾁ ｳｨﾝﾌﾞﾙﾄﾞﾝ優勝
ｾﾘｰﾅ ｳｨﾘｱﾑｽﾞｳｨﾝﾌﾞﾙﾄﾞﾝ優勝
9月 ﾗｸﾞﾋﾞｰW杯日本3勝

6月 市政60周年記念 開運なんでも鑑定団

安全保障関連法成立

出張なんでも鑑定団in 厚木開催

10月 ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰ制度関連法施行

全国健康福祉祭やまぐち大会

長崎市から送られた被ばく樹2世のｸｽﾉｷを 12月 ﾚｺ-ﾄﾞ大賞「Unfar World」

ねんりんピックおいでませ！山口２０１５

厚木中央公園に植樹

山下昭男 飛鳥井光治 1位ｸﾞﾙｰﾌﾟ3位

広域的防災訓練ﾋﾞｯｸﾞﾚｽｷｭｰかながわ実施

厚木市ﾃﾆｽ選手権女子45才ﾀﾞﾌﾞﾙｽ
橋本厚子 加藤千枝子3連覇
平成28年 3月 総会(加盟29団体)
（2016）

2月 市政施行60周年記念式典

退会団体 ﾚﾃﾞｨｰｽﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ（LTC)

山下昭男氏第8代会長に就任
4月 神奈川県選手権男子65才以上ﾀﾞﾌﾞﾙｽ
淵田孝一優勝
9月 厚木市ﾃﾆｽ選手権男子55才以上ｼﾝｸﾞﾙｽ

「ﾄﾘﾌﾟﾙｽﾙｰ」

10月 記念事業大相撲厚木場所
マイナンバーの通知が開始
1月 東京ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ・ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸの参加国と交流
するﾎｽﾄﾀｳﾝに登録
3月 「あつぎこどもの森公園」が開園
4月 厚木・清川消防広域化がｽﾀｰﾄ清川分署
を開設

1月 錦織圭 全豪ﾍﾞｽﾄ8
2月 冬季ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ開幕
6月 ｻｯｶ-ﾜ-ﾙﾄﾞｶｯﾌﾟ大会開催
優勝
7月 ﾏﾚｰ ｳｨﾝﾌﾞﾙﾄﾞﾝ優勝

園田雅則3連覇

6月 「ｽｰﾊﾟｰﾌｫﾐｭﾗinｱﾐｭーあつぎ」を開催

厚木市ﾃﾆｽ選手権男子35才以上ﾀﾞﾌﾞﾙｽ

8月 あつぎ鮎まつりが70回を迎える

浅見健司 磯尾洋介3連覇

9月 「いきものがかり」が荻野運動公園で

11月 厚木市ﾃﾆｽ協会40周年記念行事

流行語大賞「爆買い」

凱旋ﾗｲﾌﾞを開催

ｾﾘｰﾅ ｳｨﾘｱﾑｽﾞｳｨﾝﾌﾞﾙﾄﾞﾝ優勝
8月 ﾘｵﾃﾞｼﾞｬﾈｲﾛ夏季ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ開幕
錦織圭 ｼﾝｸﾞﾙｽ銅ﾒﾀﾞﾙ
9月 錦織圭 全米ベスト4

11月 市立病院の全ての医療機能が稼働
12月 ﾗｸﾞﾋﾞｰ女子日本代表の強化合宿受入
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12月 ﾚｺ-ﾄﾞ大賞「あなたの好きなところ」
流行語大賞「神ってる」

