
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

令和 ４年 ８月１日号（１００９号） 

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

申 込 み 8 月１4 日までに、玉川公民館窓口または電話（248-0006）、

講座予約システムのいずれかでお申込みください。 

※応募多数の場合は抽選。 

★日 時 8 月 23 日（火）7：00～８：00 

★場 所 七沢観音寺（七沢２７４１番地）  

★内 容 七沢観音寺の住職から座禅の方法について学びます。 
★対 象 市内在住・在勤・在学の方 15 人（小学 4 年生以上） 

     ※正座が困難な方の参加はご遠慮ください。 

 

公民館の 自分自身を見つめて心を整える 

▲優勝に輝いた加藤さん 

夏の暑さに負けない！規則正しい生活で、心身のリ

フレッシュ！！座禅の方法と心構えを学びます。 

安心・安全な子どもの居場所づくり
や地域とのふれあいの推進などを趣
旨に、年間を通して各種事業を展開す
る地域子ども教室。本年度第 1 回目は
子供たちの放課後の時間帯に合わせ
「エコバック教室」を 7 月 6 日に開校
しました。 

無地の布製バックに漢字の成立ち
が分かる古代文字をモチーフにした
カタチを好きな色で書いてに、オリジ
ナルなエコバックをつくる工程でし
たが、参加者は手際よく作品を仕上げ

7 月 7 日「夏季スカットボール大会」を 3 年ぶり
に開催しました。地域福祉推進委員会健康部会・中
村泰巳部会長の「熱中症など体調には十分に気を付
けて、大会を楽しんでください」とのあいさつの後、
参加者 48 人は 3 グループに分かれ一人 3 回ずつプ
レー、その合計得点で優勝を競いました。 

優勝から第 6 位までの表彰を受けた皆さんは上記
のとおりです。参加者の皆さんお疲れさまでした。 

≪参加無料≫ 

ていました。 
小学 6 年生の参加者は「古代文字

で『歩く』を書きました。好きな色で
とてもきれいに書けたので、早くバッ
クを持って出掛けたいです」と笑顔で
話しました。指導に当たった中島裕子
さん【写真右】は「文字の書き方、色
の使い方も上手で、皆それぞれオリジ
ナルなバックができました。世界に一
つのバックです。大切に使ってくださ
い」と子供たちの感性にしきりに感心
していました。 

地域子ども教室 

当日、マスクを 

お持ちください。 

  
 

 

 

 

 

 

 

★子どもコーナー★『夏の絵本』 

★文学賞・ミステリー・時代小説 

 

 

 新 刊 案 内                   

◎『鎌倉１３人衆の真実』本郷 和人／著 

◎『歩くだけで効く！おさんぽ整体』小林篤史／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 

【 電 話 ・ F a x 】２５０－８５５９   

【今月の休室日】8 月 11 日(木)、15 日(月) 

図図図書書書室室室コココーーーナナナーーー   

今月の特集 

≪表彰≫ 

優 勝 加藤 正躬さん  

準優勝 荻山 照子さん 

第３位 前場ユキ子さん 

第５位 山室  正さん 

第４位 中村 保美さん 

第６位 東  キミさん 

 

地域福祉事業 

8 月 6 日・7 日に開催を予定していた「第 76 回あつぎ鮎まつり」は、新型コロナウイルスの感染が急拡大し
ていることから、開催を延期することになりました。延期日程は未定です。なお、編集等の都合により広報あつ
ぎ 8/1 号で関連記事が掲載されています。               【問合せ】観光振興課☎225-2820 

 

世世世界界界ににに一一一つつつのののバババッッックククつつつくくくるるる    

≪作品を披露する子供たち≫ 

スポーツを楽しむ 

読みだしたら止まらない！文学賞受賞作、話題のミス

テリー小説や、時代小説をご用意しました。 

 

第76 回 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

令和４年（2022 年）8 月１日発行 

届けよう、服のチカラ・プロジェクト 

 

夏季休業中における学校閉庁日について 
市立小・中学校では、教職員の日常業務の多忙化緩和と

休暇取得促進のため、次の期間を学校閉庁日とします。 

事故などで緊急に連絡を要する場合は、教育委員会へ御

連絡ください。（平日のみ対応しています。） 

【期間】８月 13 日（土）から 15 日（月）まで 

【問合せ】 

◆学校閉庁に関すること  教育総務課☎225-2663 

◆児童・生徒に関すること 教育指導課☎225-2660  

◆転入・転出に関すること 学 務 課☎225-2650 

６月下旬から９月中旬までがヤマビルの生
息・活動に最も適した気象条件となり、特に雨
中、雨後の活動が活発です。ヤマビルは吸血被
害のほか、形態的な嫌悪感や集団で這い上がっ
てくる姿から恐怖感を抱くことも……。 

こうした被害を防ぐには、ヤマビルが生息し
にくい環境を作ることが大切です。たとえば、
道路に堆積した落ち葉を除去したり、道端の草
刈りをしたりして地表面を乾燥させることが、
ヤマビル対策に有効といわれています。 

玉川地区では平成 21 年に七沢地区 9 自治会
の会員が主体となって、ヤマビル対策協議会
（加藤隆会長）を組織し、草刈りや落ち葉かき
など年 4 回の作業を行ってきています。 

▲堤防の斜面を丁寧に草刈りする佐藤自治会長 

▲道端の落ち葉を撤収 

睡眠力アップ基礎講座 

～眠れるココロとカラダの作り方～ 
「なかなか疲れがとれないな～」「なんだかやる気がでない…」と感じる

のは、睡眠に原因があるのかもしれません。今回の講座は、睡眠の質を高め

るポイントに「香りのサシェ」作り体験をプラス、さらに悩みを抱える大切

な人のサインに気づき、必要な支援につなげ見守る、ゲートキーパー養成講

座を同時開催します。 

睡眠の基礎知識だけでなく、あなた自身も身近な人も元気になる、ココロ

とカラダのつくり方のお話です。 

また、血管年齢と骨健康度を測定できますので、お気軽にご参加ください。 

【日 時】令和４年８月 23 日（火）14：00～15：30 

【会 場】玉川公民館 集会室 

【対 象】市内在住の 40～64 歳の方 

【申込み】健康づくり課窓口、電話、講座予約システム（2211007）にて

受付 定員 15 人（抽選） 

【問合せ】健康づくり課☎225－2201 

「子どもの人権 110 番」強化週間 

 学校における「いじめ」や家庭内における児童虐待など、

様々な相談を受け付ける、全国一斉「子どもの人権 110 番」

強化週間を次のとおり実施します。子どもだけでなく、大

人のご利用も可能です。 

 相談には、人権擁護委員及び法務局職員が電話で応対し、

秘密は厳守します。 

【期  間】８月 26 日（金）～９月１日（木） 

【受付時間】午前８時３０分～午後７時       

ただし、土・日曜日は午前 10 時～午後５時 

【電話番号】０１２０－００７－１１０（通話料無料） 

【問 合 せ】横浜地方法務局人権擁護課☎045-641-7926 

▲河川敷の雑草も刈り取る 

第 19 回全日本一般男子ソフトボール大会 

 
 

地域の皆様のご声援をお願いします。 

 

 

 

『玉川ＢＢ』全国大会出場へ！ 

玉川ＢＢは創部４０年の玉川ソフトクラブの下部組織で、玉川地区在

住、出身者を中心に 20～50 代で構成されたチームです。5 月に開催さ

れた神奈川県大会は安定した投手陣と強力打線で勝ち上がり、4 年ぶり

4 回目の全国大会出場を決めました。一戦必勝で初のベスト 8 を目指し

ます。皆様のご声援をお願いします。    玉川ＢＢ監督 福澤克則 

地地地域域域ををを挙挙挙げげげててて   
駆駆駆除除除ににに取取取りりり組組組むむむ 

４年ぶり４回目 

ヤマビルのイメージ 

TTTaaammmaaagggaaawwwaaa ゴゴゴルルルフフフコココンンンペペペ 

申し込み方法など詳しくは９月１日発行の公民館だよりでお知らせします。 

 

11 月 1 日開催決定 

８月１1 日（木/山の日）
は祝日のため諸証明の交付

はできませんので、ご注意

ください。 

今年度 2 回目の活動日となった 7 月 17 日
（一部区域は 24 日）は 170 人余りが参加し、
地区内 25 か所のポイントに分かれ、それぞれ
担当のエリアで作業に汗を流しました。この
日、玉川小学校周辺で作業した大畑・日向川一
部自治会の佐藤和男会長（写真左）は「ヤマビ
ル対策は地域を挙げて、継続的に広範囲で行う
ことが効果的です。特に子供たちが登下校して
いるエリアなので、いつも念入りに作業してい
ます」と子供たちが気持ちよく学校へ通えるよ
うに意を尽くします。加藤会長は「地域の皆さ
んには自宅周辺の草刈りや、ヤマビルを家に持 

ち込まないように」と協 
力を呼び掛けました。 

 玉川公民館ではヤマ
ビルの忌避・除去剤と
して「木酢液」を無料
配布しています。ご希
望の方は公民館窓口で
お申し出ください。 


