
  
 

 

 

 
 
 
 
 

 

■■公公民民館館ままつつりり催催しし物物一一覧覧 ■開始時間 □終了時間 
２月29日（土） 

 13:00                                16:00  

文化作品展 
開  会 

１３：００ 

■13：00                   □16：00 
短歌･俳句・書道･絵画・手工芸等展示（集会室・ 
会議室）、子ども会特別展示、小鮎中学校部活
動展示（体育室） 
■13：00                  □15：00 
体験コーナー（材料がなくなり次第終了です。） 
ちぎり絵（集会室）、はがき絵（集会室） 
押し花：はがき作り（会議室） 

１Ｆ・２Ｆ 

各部屋 

３月１日（日） 

 9:15  10:00  11:00  12:00  13:00  14:00  15:30  

文化芸能 
発表式典 

■９：15 小鮎中学校吹奏楽部 
■９：30 開会式・主催者あいさつ□10：00 

■11：40 昼休み□12：20   
■12：20 公民館表彰式□12：50 

詳しくは右の文化芸能発表プログラムをご確認ください。 

体育室 

ステージ 

文化作品展 

■９：30                           □15：00 
短歌･俳句・書道･絵画・手工芸等展示（集会室・会議室）、
子ども会特別展示・小鮎中学校部活動展示（体育室）      

■10：00  □12：00  ■13：00  □14：00  
体験コーナー（材料がなくなり次第終了です。） 
ちぎり絵（集会室）、押し花（会議室） 
はがき絵（集会室）（はがき絵は午前のみ） 

１Ｆ・２Ｆ 

各部屋 

模 擬 店 

■10：00（準備完了後販売開始）   □13：30 (売り切れ終了) 

タピオカドリンク・ジュース・ポップコーン・ラーメン・

焼きそば・蒸しパン・たい焼き・パフェ・駄菓子・ 
焼きとり・あげもち・缶バッジ 

多目的 

広場 

地震体験 

コーナー 
■ 10：15  地震体験コーナー    □13：45  

多目的 

広場 

地域活性化

物産店 

■ 10：00   地域活性化物産店                  □14：00 (売り切れ終了) 

地域の特産品を紹介・販売する“地産地消”企画 
２Ｆ 

ロビー 

福祉バザー    ■ 10：00     福祉バザー                 □14：00 (売り切れ終了) 
体育室前 

ロビー 

Ｐ   Ｒ 
コーナー 

■９：30                                   □15：00 

ホール 

廊 下 

２階 
愛の一声みちびき運動・明るい選挙推進協議会・

占いコーナー・ごみ対策協議会 

１階 

小鮎・緑ヶ丘地域包括支援センター・デイサービ
スみどり・つばき作業所・厚味会・厚木市消費生
活センター・人権擁護委員会・更生保護女性会 

 

№ 時間 出演者 演 題 種目 

１ 9:15 小鮎中学校吹奏楽部 
①青空と太陽 ②となりのトトロ 

③勇気 100％ 
吹奏楽 

開会式・主催者あいさつ （９:30～10:00 予定) 

２ 10:00 小鮎小学校 
①ヤーレンソーラン 

②ソーラン節 舞踊 

３ 10:10 小鮎保育所 
①たてよこななめっ！みんなのちから 

②ぼくたちぶどう 
踊り 

４ 10:20 
日本國誠流詩吟尚吟会 

髙野 登志紀 
白虎隊 詩吟 

５ 10:30 清剣会 
①日本剣道形 

②木刀による基本技 
剣道  

６ 10:40 飯山剣道教室 
①杖道制定 

②杖道古流 
杖道 

７ 10:50 ナニマカナ 
①クイーンズ ジュビリー 

②ナニヴァイ アレアレ 
フラダンス 

８ 11:00 
飯山小ダンス・    

ミュージッククラブ 

①男の勲章  ②トライ・エヴリシング  

③パプリカ 
創作 

ダンス 

９ 11:10 千波 永松 風に立つ      舞踊 

10 11:15 
相模国飯山白龍太鼓 

保存会 
白龍乱れ打ち 和太鼓 

昼休み （11:40～12:20）予定 

公民館表彰式 （12:20～12:50）予定 

11 12:55 BIG８ 
①上を向いて歩こう 

②宇宙戦艦ヤマト 他 
バンド演奏 

12 13:15 友遊会 秋田音頭 他  民謡 

13 13:25 聖心館 小鮎合気クラブ 合気道 演武 合気道 

14 13:35 
小鮎地区しあわせ  

クラブ連合会 お座敷小歌 コーラス 

15 13:45 
七桜寿々香      

（関野宏子） 
華があっての人生さ 舞踊 

16 13:50 磨吟詠会 
①川中島 

②楓橋夜泊 
詩吟 

17 14:00 ＣｏＣｏ♡ペリ Ｍｅ Ｔｏｏ ダンス 

18 14:05 髙木 ヨシヱ 輪島朝市 カラオケ 

19 14:10 大沢 旭（６歳） 男・新門辰五郎 舞踊 

20 14:15 千波 朱永        俵星玄蕃 舞踊 

21 14:25 ジュ－ン・エコーズ 
①早春賦 ②花 ③お菓子と娘 

④パリの空の下 
コーラス 

22 14:40 ＧＫＢ４０ 白浪五人男 歌舞伎 

全体合唱 「花は咲く」(15:00～15:05)予定 

閉会式 （15:05～15:10）予定 

※ 発表時間は進行の都合上、前後する場合があります。 

また、文化作品展、文化芸能発表、模擬店などの全ての 

プログラムに変更が生じることがありますので、 

あらかじめご了承ください。 

ゴミの分別・資源化にご協力お願いします！ 
 まつり会場では、『ゴミの分別回収』を行います。 

食事後のお皿、はし等は、指定のゴミ箱に入れていただきます

ようご理解、ご協力をお願いします。 

 駐駐車車場場２２月月 2299 日日((1122 時時～～))、、３３月月１１日日((８８時時～～))小小鮎鮎小小学学校校ををごご利利用用

くくだだささいい。。ななおお、、駐駐車車台台数数にに限限りりががあありりまますす。。車車ででののごご来来場場

ははななるるべべくくごご遠遠慮慮くくだだささいい。。  

公民館敷地内は駐車できません！ 

■■文文化化芸芸能能発発表表ププロロググララムム（（３３月月１１日日））  
 

３月１日(日)は、文化作品展、文化芸能発表、

模擬店などを開催します。 

２月 29 日(土)は、文化作品展です。 小 鮎 地 区 

公民館まつり 

発行■厚木市立小鮎公民館 
  電話■(046)241－1265 FAX■(046)243－1013 
     Ｅ-Mail■8618＠city.atsugi.kanagawa.jp 
各地区の公民館だよりは、厚木市ホームページをご覧ください。 
. 

小鮎地区ふれあい宣言の合言葉 「小鮎からつなげようみんなの絆」 

令和２年２月 15 日号  １   ＫＯＡＹＵ ＫＯＵＭＩＮＫＡＮ ＤＡＹＯＲＩ            この用紙は再生紙を利用しています。 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    【Ｂチーム】 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 

メンバー   監督 中村 保博   

 【 Ａチーム (１時間 09 分 36 秒) 】  優勝 

第１区 堀田 勇陽、第２区 勝碕 玄、第３区 安倍 立矩、 

第４区 長橋 寿々菜、第５区 村井 大洋、第６区 石塚 颯太 
 

【 Ｂチーム(１時間 23 分 49 秒) 】  １９位 

第１区 矢野 航平、第２区 黒阪 一彦、第３区 殿村 暁、 

第４区 江藤 和、第５区 安達 樹、第６区 矢野 海太 

＜補欠選手＞橋本 萌、齊藤 広大、出口 夏帆、宇都宮 光希、 

中村 保博、永島 佑真、矢野 正秋、飯山 竜一 
 

監督・選手・体育振興会委員の皆様、大変お疲れ様でした。 

山口館長・中村監督・山田自治連会長 

遠藤自治連副会長・体育振興会委員 

Ａ・Ｂチームメンバー 

１月 26 日(日)に、荻野運動公園を発着点として、第 66 回あつぎ駅伝競走大会が開催されました。小鮎地区は、地区対抗の部に２チーム 

出場し、小鮎Ａチームは優勝という見事な成績を収め、第２区勝碕選手と第３区安倍選手は、みごと区間賞を受賞することができました。ま

た、小鮎Ｂチームも他地区と熱戦を繰り広げ、19 位と健闘しました。寒い中、応援してくださった地域の皆様、ありがとうございました。     

【Ａチーム】 

一緒に冬のバードウォッチングを楽しんでみませんか。 

【日 時】 ２月 15 日(土) ９時～12 時【雨天中止】 

      ３月 21 日(土) ９時～12 時【雨天中止】 

【対 象】 どなたでも参加可(小学生以下は保護者同伴) 

【講 師】 白鳥 浩二 氏 

【内 容】 小鮎公民館から小鮎川周辺を散策し、山野の鳥 

      と水辺の鳥を観察します。 

【申込み】 不要です。９時までに小鮎公民館にお集まり 

 ください。 

【問合せ】 小鮎公民館 ＴＥＬ ２４１－１２６５ 

令和２年２月 15 日号   ２                                                 ＫＫＯＯＡＡＹＹＵＵ  ＫＫＯＯＵＵＭＭＩＩＮＮＫＫＡＡＮＮ  ＤＤＡＡＹＹＯＯＲＲＩＩ  

◆２月のお知らせ◆ 
■各種証明発行のお休み  

23 日(日・天皇誕生日)、24 日(月・振替休日) 

 

■公民館図書室のお休み  

17 日(月)、23 日(日・天皇誕生日)、 

24 日(月・振替休日) 

図書室の開室時間   

10 時～12 時 30 分、13 時 30 分～17 時  

℡ ２４２－１４０３ 
 

 レザークラフト(革細工)であなただけの「ショルダ

ーポーチ」をつくりませんか。 

【日  時】 ３月８日(日) 10 時～12 時 

【場  所】 小鮎公民館 集会室 

【対  象】 市内在住在勤の方 ８人 

【参加費】 3,500 円(材料費・当日納入) 

【講 師】 金子 友弥先生 

【申込み】 ２月 25 日(火)までに、窓口(祝日を除く８時

30 分～17 時 15 分)または、TEL (２４１－１

２６５)、マイタウンクラブ【イベント番号 №

１９２８４５】のいずれかの方法でお申込み

ください。申込み多数の場合は、小鮎地区の

方優先・抽選とします。抽選結果は２月 27 日

以降ハガキで通知いたします。 

【問合せ】小鮎公民館 ＴＥＬ ２４１－１２６５ 

Ａチーム 第２区 勝碕   玄 選手 
 

Ａチーム 第３区 安倍 立矩 選手 

区間賞 受賞！！ 

過去の作品です。 
今年はショルダーポー

チを作ります。どのよ

うな作品になるか当日

のお楽しみ！ 


