
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                  

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

発行 厚木市立森の里公民館  

〒243-0122 厚木市森の里 1-31-1 

TEL 250-5262 FAX 250-5599   

e-mail アドレス 

8624@city.atsugi.kanagawa.jp 

～公民館へ行こう！世代を超え、つながる森の里～ 第 547 号 令和４年６月１日号 

 
 

市では「かなちゃん手形(１年券 10,800 円)」の購入費用のうち、4,800 円を助成します。  
対象者（令和４年４月１日現在厚木市在住で、令和４年度内に満７０歳以上の方）には、 
前もって市からご案内を郵送しますので、受付日程及び受付会場等をご確認ください。 
また、当日は高齢者タクシー利用券の申請も受け付けます。 
会場では新型コロナウイルス感染拡大防止にご協力ください。 
 

◎森の里地区市民センター(公民館)での受付 

【日 時】６月 23 日（木）９時 30 分～15 時 30 分 
【問合せ】地域包括ケア推進課 電話：２２５－２２２４ 
 

楽しみながら健康づくり！ 
 
 
 
 

健康づくりで 30 ポイントを貯めると抽選で特典
が当たる「あゆコロちゃんＧＥＮＫＩポイント」が
６月１日から始まりました。 

健(検)診・コロナワクチン等の予防接種、ウォー
キング、指定の市のイベントへの参加、自分で決め
た目標へのチャレンジ、健康につながる講座やイベ
ントへの参加等でポイントが貯まります。 
 
※詳しくは、公共施設に配架のリーフレット等又は

市ホームページをご覧ください。なお、各公民館
等に応募箱が設置してあります。 
 

【対 象 者】 市内在住・在勤・在学者（全年齢対象） 

【実施期間】 ６月１日～令和５年２月 15 日 

【応募締切】 第１回：９月 30 日（必着） 

 第２回：令和５年２月 19 日(消印有効) 

【問 合 せ】 健康長寿推進課  

電話：225－2174 

講師の方々をお招きしホタルの生態、生育環境を 

学習します。 

    ホタル 確認！ 

榎田川 見頃時期 ６月上～中旬 19 時～

 ホタル観賞  事前学学習習  参加者募集！ 

 

【日  時】６月４日（土）14 時～15 時 45 分 

【場  所】森の里公民館 ３階会議室 

【学  習】①ゲンジボタルの生態とその他ホタル 

について 

     講師：秦野市くずはの家 高橋孝洋館長 

      ②古地図で見る森の里の川＝細田谷戸 

      講師：森の里４丁目自治会 岡本剛介会長 

【募集人員】20 名  ※ 参加費無料 

【募集期間】６月３日（金）まで 

【申 込 先】担当：樋口 

電話：248－2867 

新型コロナウイルスワクチンの４回目接種を実施します 
 
３回目接種の完了から５か月以上経過した～ ①満 60 歳以上の

方、②基礎疾患がある方、③感染後重症化リスクが高いと医師が認

めた方を対象に、新型コロナウイルスワクチンの４回目接種を実施

します。実施場所は、医療機関での個別接種（市内 70 か所以上）

及び保健福祉センター（７月まで）・老人福祉センター寿荘（８月

から）での集団接種を予定しています。 

①に該当する方の接種券は、３回目接種日から５か月経過後に順

次送付します。 

 

 

 
 

上記の②③に該当する 18 歳～59 歳で４回目接種を希望する方

は、接種券を発行するため、基礎疾患の状況・３回目接種日などの

情報を、次の方法で申請してください。 

接種時に医師が基礎疾患の状況を確認します。かかりつけ医に事

前に相談の上申請してください。なお、60 歳以上の方、基礎疾患

がない方は申請不要です。 

（※基礎疾患の種類については、広報あつぎ６月１日号、市ホーム

ページをご覧ください。） 
 

【対 象 者】 

18 歳～59 歳で基礎疾患等があり接種を希望する方 

【申請方法】 

相談窓口への電話・来庁又はインターネット 

からの電子申請（右下二次元コード参照） 

※申請の際は、接種券番号・３回目接種日が 

必要ですので接種済証をご用意ください。 

【申請期間】 

３回目接種完了が 1～２月の方→６月 10 日まで 

３回目接種完了が３月の方→７月 10 日まで 

３回目接種完了が４月の方→８月 10 日まで 

３回目接種完了が５月の方→９月 10 日まで 

【問 合 せ】 

新型コロナウイルスワクチン接種相談窓口 

電 話：225-2792 

受付時間：８時 30 分～17 時 15 分 

厚木市中町１-４-１ 保健福祉センター５階 

休館日：毎月第３土曜日（７月は第２・第３土曜日） 

18 歳～59 歳で基礎疾患がある方等は接種券発行の 

申請が必要です 

インターネットからの電子申請 

接種済証（接種券の右側部分） 

あつぎ家庭の日 
毎月第３水曜日は 

☆ウェブで公民館だよりのカラー版をチェック！ 森の里公民館だより 検索 



【対 象】厚木市、愛川町、清川村在住の方 

     ※直接、お近くの会場にお越しください。 

【参加費】無料。 

初回の方に、公式ルールブック（500 円） 

の購入をお勧めしています。 

【用 具】用具のない方には、協会で無料で貸出して

います。 

【主 催】厚木市グラウンド・ゴルフ協会 

【問合せ】地区担当 山田 電話：247－8829 
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会 場 開 催 日 受付・時間 

ぼうさいの丘公園 
多目的広場 

6 月 ３・17 日 金曜日 

９時～ 

13 時 

荻野運動公園 
多目的広場 

６月 1・15 日  水曜日 

及川球技場 ６月 14・21 日 火曜日 

南毛利スポーツセン
ターグラウンド 

６月 7・28 日 火曜日 

つつじの丘公園 
多目的広場 

６月 10 日   金曜日 
13 時～ 

16 時 

セーフコミュニティ認証都市 あつぎ 
厚木市は安心・安全なまちづくりを推進しています。 

《６月の休室日》  20 日（月） 

 

 

５月に予定しておりました『日帰りバスツアー』は、日程と 

行先を変更し、あらためて参加者を募集することになりました。 

参加希望の方は、森の里公民館１階ロビーのミニデイポスト 

に申込書を入れてください。前回申込みされていた方もあらた 

めて申込みをお願いします。 
 

【日 時】６月 21 日（火）７時 40 分集合出発 
【集 合】森の里郵便局前（道路側） 
【行 先】国宝赤坂離宮ほか 
【募 集】75 人（希望者が 75 人を超えた場合は抽選） 
【参加費】6,800 円（入館料、昼食代、バス料金等含む。） 
【申込み】ミニデイポスト横に専用申込書があります。 
【問合せ】担当 田中 電話：090-3067-0072 

日帰りバスツアーのお知らせ（再募集） 

厚木市グラウンド・ゴルフ協会は、協会員の合同 

練習日に一般市民の方を対象として、初心者教室を 

開催し、指導員が楽しく親切に指導しています。 

児童館を使う子どもたちへの適切な遊びを提供し、子ども

たちの指導育成、施設管理などをするお仕事です。 
 
【対  象】18 歳以上の心身共に健康で児童の健全育成に 

熱意のある方 

※簡単なパソコン入力(word、excel)ができる方 

【勤務期間】令和５年３月 31 日まで  ※更新あり 

【勤務時間】週 15 時間程度 10～17 時のうち４時間程度 

※複数人による交代制勤務で、土・日・祝日の勤務あり 

【時  給】1,075 円 ※通勤手当あり（条件あり） 

【応募方法】エントリーシート（市ホームページから印刷又

は青少年課窓口で配布）を持参又は郵送にて。

郵便番号 243-8511 厚木市中町１-１-３ 

青少年課（厚木シティプラザ６階）まで。 

【問 合 せ】青少年課 電話：225－2581 
 

森の里朝市の愛称が決まりました！ 
 

５月上旬に募集した森の里朝市愛称が決定しました。 

応募総数は 35 件でした。 

５月 14 日（土）開催の森の里朝市運営委員会役員会で厳

正な審査を行った結果、下記の愛称に決定しました。 

ご応募くださった皆様には心から感謝申しあげます。決定

した愛称は、地域の皆様に親しまれるように積極的に活用さ

せていただきます。 
 

【朝市の愛称】 

森もり市（もりもりいち） 
 
【命名の理由】 

１ ｢森もり｣の｢森｣は、｢森の里｣であることがすぐにわか

る。 

２ ｢もりもり｣には、｢モリモリ食べる｣ことがイメージされ

て、活気と元気があり、子どもの成長を祈念している。 

３ ｢もりもり｣には、｢盛り上がる｣が連想されて、朝市や地

域を盛り上げる意味がある。 

４ ｢もりもり｣は短くて、子どもにもわかりやすく、親しみ

やすい。 
 
【問合せ】hatipapa4085@gmail.com（担当：髙村） 

市内児童館の指導員を募集 

（お願い） 
ご利用にあたっては、休憩時

間をはさみ、午前、午後の入れ
替え制となります。 

なお、お弁当の注文は当分の
間、中止させていただきます。 

666 月月月 111444 日日日   
（（（火火火）））   
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