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各地区の公民館だよりが、厚木市ホームぺージ（https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/）でご覧になれます。 公民館だよりへのリンク集 

令和 ３年 １１月 １５日号（９９２号） 
発行 厚木市立玉川公民館 〒２４３－０１２１ 厚木市七沢１７５番地６ 

電話 ２４８－０００６  ＦＡＸ ２７０－２３００ 

玉川地区文化振興会 

 

【日 時】12 月４日（土）９：30～11：30 

【場 所】玉川公民館 ２階集会室 

【内 容】しめ縄づくり 

【講 師】七沢在住 高橋増次さん 

【対象者】市内在住・在学・在勤の 16 歳以上 15 人 

（申込み多数の場合は抽選） 

【参加費】500 円（材料費） 

【持ち物】マスク、花ばさみ１つ、洗濯バサミ２つ 

【申込み】11 月 24 日（水）までに公民館窓口、電話（248-0006）

または講座予約システム（講座 ID：2125013）のいず

れかでお申込みください。 

伝統文化として根づいている、お正月に飾るしめ縄の作り方を学びます。

お正月飾りはいつ飾って、いつしまうの？ 
            

▼年末までに飾り付けを済ませるのが一般的ですが、大晦日

は「一夜飾り」と言って、せわしなく神様を迎えては失礼

にあたるということで、30 日までに飾り付けをするのが

よいとされています。29 日は「苦立て」「二重苦」と言

って避けた方がよいと考えられています。 
 

▼しまうのは一般的には７日までとするところが多いよう

です。15 日までの地方もあるようです。 

【問合せ】玉川公民館 電話 248-0006 

玉川公民館学級・講座／地域ぐるみ家庭教育支援 事業 

農家さんが大切に育てたジャガイモを収穫して、農業

の楽しさと大変さを体験しよう！ 

収穫した後は、蒸かしたホックホクのジャガイモの試

食を行います。 

【日 時】   月   日（土） 

10：00～12：00 

【集 合】 玉川公民館 

【対 象】 玉川地区在住・在勤・在学の親子 10 組 

      ※ 申込者多数の場合は抽選 

【参加費】 親子 1 組につき２００円 

【講 師】 七沢在住 三橋 政行さん 

【持ち物】 マスク、軍手、飲み物、長ぐつ、雨具等 

【その他】(1) 原則、雨天の場合も実施します。 

    (2) 収穫したジャガイモはお持ち帰りいただけます。 

(3) 畑まで、公民館から 7 分程度歩いて移動します。 

【問合せ】 玉川公民館 248-0006 

12 月 8 日（水）までに公民館窓口、電話または講

座予約システム（講座 ID：2125014）のいずれ

かでお申し込みください。 

地域福祉推進委員会 子育て部会 

【日 時】 12 月 1 日（水）10:15～12:00 

【会 場】 七沢児童館 

【参加費】 無 料 

【対 象】 玉川地区在住の乳幼児と保護者 

     先着 10 組 

【申込み】 11 月 26 日(金)までに公民館窓口へお申し込

みください。 

【問合せ】 玉川地区市民センター 電話：248-0006 

◆ 保護者の方はマスクを着用ください。 

◆ 当日、体調の悪い方の参加は出来ません。 

 
10 月 9 日（土）シルバー人材センター玉川地区班の皆さん

により、玉川公民館の草刈りが 

行われました。10 月第 3 土曜 

日の「シルバーの日」に行われ 

る社会奉仕活動の一環として、 

毎年ボランティアで作業を行っ 

ていただいております。 



   

不自由な生活を強いられている学生や一人親家庭などの

生活困窮者を支援するため、フードバンクあつぎが皆さま

からの食品等を募集します。 
【受付日時】11 月 21 日（日）10：00～１４：00 まで 

【食品等を提供してくださる方】 

受入場所・・・厚木市役所 本庁舎 来庁者駐車場 

（厚木市中町３-17-17） 
※お車でお越しの方の受け渡しは、ドライブスルー形式で行います。 

※徒歩、自転車でお越しの方の受け渡しは、駐車場内に受取り場を設けます。  

【受入品】 

お米、調味料、缶詰、お菓子、レトルト食品、飲料水等の

食品（保存可能なもの）、ペーパー類、洗剤などの日用品 

【問合先】フードバンクあつぎ事務所（厚木市中町 1-8-10-1F） 

電話：080－6602－2163（10：00～15：00） 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                       
                                                       
                                                       
                                                       
                                                       
                                                       
                                                       
                                                       
                                                       
                                                       
                                                       
                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

 
 

12 月３日から 12 月９日までは障害者週間です。誰もが平

等に生きがいを持って暮らせる社会をつくるため、障がいへの

理解を深めましょう。 

◆障がいに対する理解◆ 

①障がいは誰にでも生じ得るものです。 

②同じ障がいでも一律ではありません。 

③外見では分からない障がいもあります。 

④周囲の理解や配慮があればできることがあります。 

 

 
          

売り上げは、障がい者の生活支援につながります。 

【日 時】12 月３日（金）、６日(月)から７日（火）までの 

３日間 10：00 から 14：00 まで 

【場 所】市役所 本庁舎 正面玄関前 

また、アミュー地下１階「あつまる」におきまして 

は、常時障がい者の手づくり製品を販売しておりま

すので、そちらへもぜひお立ち寄りください。 

【問合せ】障がい福祉課  

電話：225－2221  FAX：224－0229 

  

大人のための外遊びクラブ ～木のフォーク作り・非常食クッキング～ 
      

 
      

【日 時】1 月１６日（日） 10：00～15：00 

【会 場】七沢自然ふれあいセンター 

【内 容】木のフォーク作り、非常食クッキングなど 

【対 象】市内在住、在学、在勤の 18 歳以上（高校生不可） 

25 人 ※応募多数の場合は抽選 

【参加費】1 人 1,500 円（材料費、保険料） 

     講座番号 2002027 
 

キッズキャンプ➀・➁ 

 
         

【日 時】① 1 月 29 日（土）～1 月 30 日（日） 

 10：00 ～ 翌 15：00 

    ② 2 月 5 日（土）～2 月 6 日（日） 

 10：00 ～ 翌 15：00 

【会 場】七沢自然ふれあいセンター 

【内 容】クラフト、野外炊事、キャンプファイヤーなど 

【対 象】市内在住の小学 1～3 年生 ①、②各 24 人 

 ※応募多数の場合は抽選 

【参加費】1 人 4,500 円（材料費、リネン代、保険料） 

講座番号➀2002006  ➁2002007 

 

 

 

 

 

  

≪令和３年度ヒューマン・カレッジ（人権講座）第３回≫ オンライン講座（YouTube） 
              

アサーションという言葉をご存知ですか？自分を大切に、同時に相手のことも大切に行うコミュニケーションのことです。

人間関係がラクになる、さわやかな気持ちの伝え方。自分も相手も大切にするコミュニケーション術を学んでみませんか。 

【開催方法】 YouTube（限定公開）※１時間 17 分程度の動画 

【視聴期間】 令和４年１月 20 日（木）～令和４年２月 10 日（木） 

【対 象】 市内在住・在勤の方 

【講 師】 創価大学大学院 園田 雅代 教授 

【申込み】 令和３年 12 月 17 日（金）までに厚木市電子申請システムからお申し込みください。 

     申し込み用ＱＲコードまたは直接ＵＲＬを入力して厚木市電子申請システムにアクセスしてください。 

１月６日（木）以降、動画配信の準備が整いましたら申し込み時に入力いただいたメールアドレスに、動画が視 

聴できる URL を送付させていただきます。 

【問合せ】社会教育課 〒243-8511 厚木市中町 3－17－17  電話：225－2511 Fax：223－0044  

メール 8600＠city.atsugi.kanagawa.jp 

申込み用 URL https://dshinsei.e-kanagawa.lg.jp/142123-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=21964 

                               

厚木市在住の 2020 年４月２日以降生まれのあかちゃん

とその保護者の方が対象です｡生後４か月頃からが最適で

す。 新型コロナウイルス感染防止のため、当面の間、読み

聞かせはせず、絵本等のお渡しのみになります 。 

 ０歳のときに厚木にお住まいでしたら､１歳を過ぎても

受けられます。おひとり一回です。 

 母子健康手帳をお持ちください。予約はいりません。 
   

【利用時間】10：00～12：30 13：30～17：00 

【休室日】11 月 15・23 日、 

12 月 20・29・30・31 日 

【問合せ】電話：250－8559（図書室直通電話） 
     

【申込み】講座予約システムまたは、電話で催し名、〒住所、 

電話番号、参加者全員の氏名（ふりがな）、性別、 

年齢を明記し、１２月２３日（木）までに七沢自

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 

                    

【募集人数】２名 

【勤務内容】ごみ収集作業 

【勤務場所】厚木市環境センター 

【雇用期間】令和３年 12 月１日～ 

令和４年３月 31 日（月曜日～金曜日） 

【勤務時間】８：00～17：15 の間で (７時間 45 分勤務) 

【応募方法】まずは、環境センターまでご連絡ください。 

【問合せ先】環境事業課 電話：225－2790 

申し込み用 QR コード 


