
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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１５日号（１０１０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

訓練当日は小野・岡津古久地区と七沢地区に分か
れ、自主防災隊訓練を実施します。 

また、子どもたちや多くの地域の皆さんの防災意
識の向上を図るため、市と民間事業者が締結してい
る災害協定に基づき、車中泊を可能とするキャンピ
ングカーを玉川小学校で特別展示します。 

7 月 25 日開講 参加者 12 組 26 人 

扇子に扇型の絵をどうやって

描くかの説明を聞いてから、まず

「鮎」をテーマとする下絵を制

作。その後、親子でデザインを相

談したり、指導者からアドバイス

をもらったりして、それぞれ思い

思いの作品を仕上げていきした。 

参加者アンケートで、ほとんど

の方が「満足した」と回答し、ま

た指導者の教え方も「とても良か

った」と回答していました。 

保護者の方は「子供と一緒に楽

しく学べました。扇子を持って夏

休みの思い出作りをしたいです」

と嬉しそうに話していました。 

夏の大山トレッキングは玉川地区の恒例事業。7 月 23 日、新型コロナの
感染拡大などから 3 年ぶりの開催となった今年は、親子連れなどの参加者と
体育振興会役員を合わせて 23 人が参加しました。山頂の眺望は濃霧に阻ま
れましたが、山の清澄な空気を呼吸し、樹間を流れる風にあたり、登頂を果
たした皆さんは心も体もリフレッシュできたのではないでしょうか。相模平
野の眺望は来年のお楽しみに……。 

7 月 30 日開講、参加者 15 組 30 人 
地元七沢にある厚木市森林組合「木木館」

を会場に開講している木工教室は、夏休み恒
例で人気の高い事業です。材料の板をビス止
めして箱を組み立て、蓋は丁番で固定。最後
に表面にはシールを張ったり、模様を描いた
りして宝箱を仕上げました。参加者は「丁寧、
親切に指導いただき、素敵な宝箱を作れて、
親子で感激しています」「子どもと何かを作る
ことはなかったので、良い機会になりました」
など夏休みのよい想い出ができたようです。 

【日 時】９月 4 日（日）8：30～ 

【訓練会場】各地域の訓練場所 

(1)小野・岡津古久…玉川中学校 

(2)七沢………………玉川小学校 

※訓練内容などは訓練会場で異なります。 

 ※訓練前 7：30～安否確認表示板の掲出訓練を行いま

すので、ご協力願います。 

 

 

キャンピングカー(１台)  

【展示場所】玉川小学校 

【展示時間】10：00～11：30（予定） 
※参加してくれた中学生以下の子どもたちにオリジナル

あゆコロちゃん缶バッヂと携帯できるリュックサック
を先着 20 人にプレゼント。 

夏本番となった８月、皆さんと大山
に登る機会が得られました。下社まで
は蒸し暑く、前進が思いやられました
が、最年少参加者の A ちゃんが急坂を
ものともせず、「わーい！」と楽しん
でいて、私たちも元気をもらいまし
た。山頂の展望はあいにくでしたが、
また来年もぜひ参加したいです。 

    矢部 恵さん 

新型コロナ感染拡大などの影響で、
今回は３年ぶりの開催となりました。
早朝から大山頂上を目指してスター
ト。無風で湿度も高く、山登りには厳
しいコンディションでしたが、体調不
良者もなく、全員無事に下山すること
ができました。参加者、そして体育振
興会の皆様、大変お疲れさまでした。 

（体育振興会会長）半谷 竜作さん 

≪作品作りに取り組む参加者の皆さん≫ 

≪親子で作品を披露する参加者ら≫ 

▲課題作品は１８㎝

四方の宝箱。 

≪大山山頂で記念撮影≫ 

登登登頂頂頂者者者の 

声声  

力を合わせて宝箱作る 自分が描いた扇子で 涼涼涼むむむ   

特特特別別別展展展示示示    
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交 流 ・ 教 室 会 場 10 月の開催日 受 付 ・ 時 間 

ぼうさいの丘公園 多目的広場   7・２１ 金曜日 

9：00 ～ 13：00 
荻野運動公園 多目的広場 5・１９  水曜日 

及 川 球 技 場 １１・２５ 火曜日 

南毛利スポーツセンターグラウンド 4・１８  火曜日 

つつじの丘公園 多目的広場 １４・２８ 金曜日 13：00 ～ 16：00 
   
◎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々

を対象に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。 
【参 加 対 象】市内及び愛川町・清川村在住の方々。直接、会場へお出掛けください。 

【参 加 費】無料 ※初めての方には公式ルールブック 500 円で、購入をお勧めしています。 

【用  具】用具の無い方は、協会が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】三瓶 正孝☎090-8440-0598 

市立小・中学校消防設備及び緊急地震速報システム 

点検のお知らせ 
 学校施設の維持管理に係る消防用設備及び小・中学校の緊急地震速報受信シ

ステムの点検を次のとおり実施します。 

 点検当日は試験であることを放送した上で警報等の音声が流れますので、御

承知おきください。 

【点検場所】市立小・中学校（36 校） 

【点検期間】① 消防用設備：７月末～８月 

（夏休み期間中を含む、１校当たり１日又は２日間) 

② 緊急地震速報受信システム：８月 23 日（火） 

【問合せ先】教育施設課学校管理係☎225-2601 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※直接、会場へお越しください 

【問合せ】 玉川地区市民センター☎２４８－０００６ 

※今後の新型コロナウイルス感染症の情勢等によっては中止する場合があります。 

※今年度の合同ミニデイは、中止します。 

地域福祉 
推進委員会 

 

【日 時】9 月 2 日（金）１０：１５～１１：４５ 

【会 場】七沢児童館  

【参加費】 無 料 

【対 象】乳幼児と保護者 

※申し込み不要、直接会場へお越しください。

【問合せ】玉川地区市民センター☎２４８-０００６ 
※今後の新型コロナウイルス感染症の情勢等によっては 

中止する場合があります。 

地域の子供たちやお母さんたちが一緒に

遊んだり、おしゃべりしたりする場所です。 

子育てサロン 

開催日 時  間 会 場 

１０月 20 日(木)   

 

10：00 ～ 

小野児童館 

１１月１７日(木) 七沢老人憩の家 

１月１９日(木) 岡津古久老人憩の家 

２月１６日(木) 小野児童館 

３月１６日(木) 七沢老人憩の家 

 

スケジュール 参加無料 

令和４年度 

～認知症への理解を深めよう～ 

あつぎオレンジ フェスタ 
２０２２ 

●９月 23 日（金・祝）、10 時～16 時。 

あつぎ市民交流プラザ６階。 
世界アルツハイマー月間に合わせて、認知機能測定や認知
症に関係するパネルの展示など。無料。 

・志摩宙人氏による認知症サポーター養成講座。 
10 時～11 時 30 分。 
先着 50 人。【事前申込 無料】 

・認知症ＶＲ体験会 
14 時～15 時 30 分。 
先着 40 人。【事前申込 無料】 

・管理栄養士による参加型食生活セミナー 
① 10 時 30 分～11 時 15 分 
② 14 時 30 分～15 時 15 分。 
各回先着 50 人。【申込不要  無料】 
 

10 月５日（水）14 時～15 時 30 分 
・丹野智文氏による講演会＆志摩 宙人氏との対談 
あつぎのえいがかん kiki。（アミューあつぎ 9 階） 
先着 100 人。【事前申込  無料】 

 
【問】地域包括ケア推進課（電話＝225-2047・FAX＝
221-2205・MAIL＝1910@city.atsugi.kanagawa.jp）
へ。 ※事前申込は８月 15 日から受付となります。 

～君の想いを“大きな大きなキャンバス”に描こう！～ 

あつぎキッズゲルニカプロジェクト 
参加者募集 

たて３.５ｍ×よこ７.８ｍのキャンパスを使って、世界の

恒久平和を願いう市民の皆さんの手による大型絵画を制作

します。 

【学習会や制作活動】８月下旬～（9 月以降は土日に活動） 

【募集人員等】約 30 人（市内在住、在学、在勤の１９歳以下の方） 

【会場】アミューあつぎ、厚木シティプラザなど 

【申込み】電子メール、はがき、ＦＡＸで福祉総務課へ 

【問合せ】福祉総務課☎２２５－２２００ 

E-mail 1900@city.atsugi.kanagawa.jp 


