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玉川地区体育振興会・玉川青少年健全育成会連絡協議会共催事業 

◆開催日時    月     日（日）8 時～17 時（予定）    
◆目的地 小田原市（小田原城とその周辺） 

◆対 象 玉川地区在住・在勤・在学の小学生以上 20 人 

※ 申込多数の場合は抽選 

◆参加費 大人(高校生以上)1,500 円／小中学生 500 円 

     ※ バス代、保険代を含む 

◆持ち物 マスク、運動靴、飲み物、タオル、着替え、 

雨具など 

◆申込み 11 月 17 日（水）までに玉川公民館窓口、電話及び講

座予約システム（講座 ID：2125009）のいずれか

でお申し込みください。 

※ 参加が確定した後に参加者の都合でキャンセルとな
った場合、キャンセル料をいただくことがあります。 

◆問合せ 玉川公民館 電話 248-0006 

小田原の歴史と豊かな自然を感じながら、小田原城周

辺を約 8km ウォーキングします。 

玉川公民館 ～ 小田原城バス駐車場 ～ ウォーキン

グ 約８ｋｍ【小田原城 – 石垣山一夜城歴史公園（一

夜城ヨロイヅカファーム）– 小田原漁港（自由昼食）

– 小田原城・小田原駅周辺散策（自由行動）】～ 小田

原城バス駐車場 ～ 玉川公民館 

※ 玉川公民館から貸し切りバスで移動します。 

※ 行程は予定です。天候等により行き先・行程が変更になる

場合があります。 

※ ウォーキングのコース内に、約 1.8 ㎞続く上り坂がありま

すので、足腰の弱い方の参加はご遠慮ください。 

※ 昼食は小田原漁港で自由昼食となります。 

※ 緊急事態宣言の発出等、新型コロナウイルスの感染状況に

より中止になる場合があります。 

新型コロナウイルス感染予防として、体調の悪い方の参加

は不可（受付で検温）、参加者のマスク着用・手指の消毒、

バス車内の換気・消毒を徹底します。 

 

【日時】11月５日（金）10：15～11：45 

【場所】七沢児童館 

公民館だより10月 15号におきまして、「リヤカーの寄贈に感謝状！」

の記事内にあります、リヤカーの荷台寸法に誤りがありました。 

申し訳ございませんでした。       
【誤り】荷台寸法／全長×全幅×全高(ｍｍ)9000×6000×3100 

【正しくは】荷台寸法／全長×全幅×全高(ｍｍ)900×600×310 

地域福祉推進委員会 子育て部会・ふれあい部会 

【日時】11月 18 日(木) 10：00～11：00 

【場所】七沢老人憩の家 

【内容】楽しく体を動かしましょう 

・各事業とも申し込みは不要です。直接、会場へお越しください。 

・参加者の方はマスクを着用ください。 

・体調の悪い方の参加はご遠慮ください。 

・密を避けるため、参加人数の制限をかける場合があります。     
【問合せ】玉川地区市民センター 電話 248-0006 

【日 時】    月   日（木）10：30～12：00 

【場 所】 玉川公民館 屋外工作室 

【対 象】 市内在住・在学・在勤の方 １0 人 
       ※ 申込者多数の場合は抽選。玉川地区優先 
【参加費】 1,000 円 
【講 師】 岩崎種苗株式会社（厚木町 5-11） 

金牧 亜耶さん 
【その他】 ・エプロンを着用するなど、汚れてもよい服装でご参

加ください。 
・完成したものはお持ち帰りいただけます。 
・当日、体調の優れない方の参加は出来ません。 

また、参加される方はマスクをご持参ください。 
【問合せ】 玉川公民館 電話 248-0006 

《申込み》11 月 17 日（水）までに玉川公民館窓口、電

話及び講座予約システム（講座 ID：2125012）のいずれ

かでお申し込みください。 

玉川公民館学級・講座 



眼科健診を受けて、緑内障を予防 
                              

40歳以上の 20人に１人が緑内障にかかると言われています。 

緑内障は、視覚障害の原因第１位の病気です。多くの場合は

自覚症状がなく、症状が進行した段階で発見されることも多い

病気です。 

緑内障で一番大事なことは、早期発見・早期治療です。対象

の方は、この機会に受診をして、緑内障の早期発見につなげま

しょう。    

【対 象】市内在住で、今年度40・45・50・55歳になる方 

【期 間】令和４年２月 15 日まで 

【費 用】2,300 円（費用免除制度あり） 

【内 容】視力・眼底・細
さい

隙
げき

灯
とう

顕微鏡・眼圧検査等 

【申込方法】直接または電話で健康づくり課へ 

【受診方法】申込後に送付される受診券を持ち、直接実施医療機 

関へ（予約が必要な場合があります）実施医療機関 

は受診券、市ホームページに記載 

【申込み・問合せ】健康づくり課 電話：225－2201 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            
 
 
～子どもが好きな方、保育所で働いてみませんか？    

【勤 務 先】相川保育所、小鮎保育所、玉川保育所、南毛利保育所 

【勤務内容】 

➀保育士【クラス担任】(フルタイム) ➁保育士(パートタイム) 

➂保育補助員(パートタイム)         ➃給食調理員(パートタイム) 

【勤務日時】 

①月～金 8：30～17：00（休憩 45 分） 
※ 早・遅番勤務有、土曜日交代勤務有 

②月～土のうち１～５日  
7：30～19：00 のうち勤務可能時間 

③月～金のうち１～５日 
  7：30～18：30 のうち勤務可能時間 

④月～土のうち１～５日 
   8：30～16：30 のうち勤務可能時間 

【報酬等】①月額 195,738 円  ②時間額 1,200 円 

③時間額  1,057 円   ④時間額 1,097 円  

【申込み】市ＨＰにあるエントリーシート、保育士証の写し 

（保育士のみ）を直接又は郵送（11 月 15 日必着） 

で保育課へ 

【問合せ】 保育課   電話：225－2768 

 

 

    

企画展示  「大人になっても心に残る子どもの本」 
 

新刊案内  ・サラダのアイデア帖 

驚くほどシンプルでおいしくなる 
        小竹 貴子//著 
   

      ・「後伸びする子」に育つ親の習慣 

           柳沢 幸雄//著 
   

みなさまのご利用をお待ちしております！ 
  

【開室時間】 10：00～12：30／13：30～17：00 
  

【今月の休室日】 3 日（水）、１５日（月）、２３日（火） 
  

【問 合 せ】 電話：２５０－８５５９ 

 
            

個人住民税（市民税・県民税）課税事務のお手伝いをしてくださる、短期の会計年度任用職員を募集します。 
    
【募集人数】若干名  【勤務内容】① 郵便物の開封、資料仕分け・整理、資料・器物の搬入搬出等 

               ② 申告会場での出張受付・案内等 

               ③ 電話受付（申告会場の予約受付を行っていただきます）  
【応募資格】個人情報を取り扱う事務補助で、新聞記事よりも細かい字で書かれた膨大な資料を確認する作業を 

長時間続けるため、根気強く集中してスピーディーかつ正確に作業していただける方。申告にいら 

っしゃった方の受付や案内等をお願いするため、立ち仕事や体力に自信のある方。  
【勤務場所】厚木市役所 本庁舎等  
【雇用期間】令和４年１月中旬～令和４年３月末の間で、１箇月８～12 日程度（原則、平日勤務）  
【勤務時間】原則として、９：00～16：00 の間で６時間勤務（間に休憩時間１時間を挟むため拘束時間は７時間）となります。 

ただし、②の業務に従事する際は、早出・残業等、時間外勤務を伴う場合があります。  
【賃 金】時給 1,048 円（交通費、時間外手当、休日勤務手当等別途支給）※短期のため、社会保険の適用はありません。  
【応募方法】市ホームページにあるエントリーシートに顔写真を貼り、必要事項をご記入の上、11 月 12 日(金)までに直接また 

は郵送で、市民税課（市役所本庁舎２階）までご提出ください。 

※ 後日、面接を行いますので、履歴書には必ず平日日中にご連絡のつく電話番号を記載してください。   
【問合せ・申込み】〒243-8511 市民税課 電話：225―2010・2011   

親子でわら細工 
 
                          

【日 時】12 月 12 日（日）10：00～15：00 

【会 場】七沢自然ふれあいセンター 

【内 容】しめ縄とミニほうき作り 

【対 象】市内在住の親子 45 人※応募多数の場合は抽選 

【参加費】1 人 500 円（材料費、保険料）、 

3 歳未満は 45 円（保険料のみ） 

【申込み】11 月 18 日（木）までに講座予約システム 

（管理番号 2002011）、または電話で七沢自然ふれあ 

いセンターへ 

【問合せ】七沢自然ふれあいセンター 電話：248―3500 

 

 
      

【日 時】12 月３日（金） 10：00～11：30 雨天決行 

【会 場】ぼうさいの丘公園 講義室ＡＢ（温水７８３－１） 

【内 容】冬のお花を用いて、クリスマスをイメージしたギャザ 

リングの寄せ植えを作ります。 

【対 象】市内在住、在勤、在学の方 30 人 

※応募多数の場合は抽選 

【参加費】1 人 2,000 円 

【申込み】講座予約システムまたは、ハガキかファックスで〒住 

所、氏名（ふりがな）、年齢、電話番号、参加人数を

書きお申込みください。（管理番号 2147001） 

【募集期間】11 月 1 日(月)～15 日(月)まで 

【問合せ】(公財)環境みどり公社 みどり課 

 電話：225―2774  ＦＡＸ：248－9502 


