
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 11 月 １5 日号（１０１６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

3 年ぶりの開催となった公民館の体育振興事

業として恒例の「地区館長杯ゴルフコンペ」。

中津川カントリークラブを会場に地域のゴル

フ愛好家 43 人が参加し、地区館長杯を競いま

した。優勝は福澤克則さんが制しました。以下

6 位までの上位入賞者は右のとおりです。 

髙橋正一地区館長は「久々に地域の皆さんと

プレーを楽しめました。これからも感染対策を

徹底した中で公民館事業も展開していきたい

です」と抱負を語りました。 

申 込 み 

 
【日 時】12 月 3 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】高橋 増次さん（七沢在住） 

【対象者】玉川地区在住・在学・在勤の 16 歳以上の方 15 人 

※申込み多数の場合は抽選/地区在住の方優先 

【参加費】500 円（材料費） 

【持ち物】花ばさみ１つ、洗濯バサミ２つ、マスク 

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。  

≪上位入賞者の皆さん≫ 

第 1 位 福澤 克則さん 

第 2 位 三橋 新一さん 

第 3 位 髙橋 正一さん 

第 4 位 小瀬村延勝さん 

第 5 位 澤本  治さん 

第 6 位 髙橋  登さん 

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！今年は収穫したジャガイ

モの試食は行いません。家に持ち帰っ

て味わってください。 

【日 時】12 月 10 日（土） 

10：30～12：00 

【集 合】玉川公民館 ※会場は公民館近くの畑 

【対 象】玉川地区在住・在勤・在学の親子 10 組※子は 18 歳以下 

      ※申込者多数の場合は抽選（玉川地区の方優先） 

【参加費】親子 1 組につき２００円 

【講 師】三橋 政行さん（七沢在住） 

【持ち物】軍手、飲み物、長ぐつ、雨具、マスクなど 

公民館

11 月 22 日までに、直接または電話で玉川公民

館（☎248-0006）へ。 

応募多数の場合は抽選。 

手作りのしめ縄で新しい年を迎えませんか。 

申 込 み 

11 月 24 日までに、直

接または電話で玉川公民

館（☎248-0006）へ。 

応募多数の場合は抽選。 

【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。 

 

申込み 直接または電話で玉川公民館☎248-0006
へ。先着順 

LINEアプリの操作法等について学んだ第1回（10
月 30 日開講）はきめ細かな指導がとても好評でし
た。ぜひこの機会にご参加ください。 

★日程と内容 

回 日時と内容 

２ 
12 月 25 日（日） 13：30～16：30 

基本的な操作方法やインターネット販
売等の注意点等について学ぶ。 

３ 
2 月 ５日（日） 13：30～16：30 

基本的な操作方法や講座予約システム
の利用方法等について学ぶ。 

★場 所 玉川公民館   
★講 師 マルチメディアボランティア会員の皆さん 
★対 象 市内在住の 60 歳以上の方、各回若干名 
 

内容 

内容 

第２回・第３回を追加募集します 

≪参加無料≫ 

若干名 

結果報告 

Tamagawa 

ゴゴゴルルルフフフコココンンンペペペ 
▲優勝した福澤さん

（左）と一緒にプレー

した皆さん 

※今後の新型コロナウイルス感染状況で変更または中止する場合があります。 
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～認知症への理解を深めよう～ 
認知症サポーターステップアップ講座 

認知症サポーター養成講座を受講済みの方のステップアップ講

座です。どちらかの日にちを選んで申込みください。発症リスク

の減らし方や認知症の理解をステップアップします！ 

●11 月 27 日 10 時～15 時 30 分。あつぎ市民交流プラザ６

階。定員 20 人。認知症カフェの運営（お茶代として実費がかか

る場合があります）も体験します。 

●11 月 28 日 10 時～15 時 30 分。あつぎ市民交流プラザ５

階。定員 40 人。ＶＲ（バーチャルリアリティ）体験もします。 

対象者：認知症サポーター養成講座受講済の厚木市民。 

電話、ファックスで〒住所、氏名、電話番号、受講希望日、11

月 24 日まで 

【問合せ】地域包括ケア推進課☎225-2047・FAX221-2205

へ。 

地域の居場所マップの公開について 
身近な地域で、気軽に立ち寄れる「居場所」や「サロン」。厚木

市内に住民同士の交流を目的に、子どもから大人まで集える居場

所があります。 

今回、多くの方に知っていただけるよう、地域の居場所・サロ

ンなどの 15 地区別マップを作成しました。厚木市社会福祉協議

会ホームページからご覧いただけます。自分に合った活動を見つ

けて、ぜひ参加してみてください。 

※コロナ禍で休止中の活動もありますので、 

ご興味のある方は、地域福祉係までお問 

い合わせください。 

詳しくはこちら 

【問合せ】厚木市社会福祉協議会（地域福祉係）☎225-2949 

～特設人権相談～ 
人権週間（１２月４日～１０日）にちなんで、特設人権相談を

開催します。人権擁護委員が悩みごとや近所のもめごとなどの相

談に応じます。 

予約不要ですのでお気軽にご相談ください。秘密は厳守します。 

【期 日】令和４年 12 月７日（水） 

【時 間】９：00～12：00、13：00～16：00 

【会 場】厚木市役所本庁舎１階 総合相談コーナー 

【問合せ】市民協働推進課（人権男女相談係）☎２２５－２２１５ 

第 20 回あつぎスポーツレクリエーション

フェスティバル 
子どもから大人まで気軽にできるスポーツやレクリエーション

を楽しんでみませんか。各コーナーでスタンプを集めて賞品がも

らえるスタンプラリーを開催。お気軽にご参加ください。 

【日 時】11 月 26 日（土） 10：00～15：00 

※雨天時は室内種目のみ実施。 

【会 場】荻野運動公園 

【参 加】当日参加自由（無料） 

【持ち物】室内履き 

【種 目】テニス、ペタンク、ティーボール、ボッチャ、卓球、

ニュースポーツ、バドミントン、体力測定、健康診断、

健康マージャン、運動教室 など 

★SCD スポーツクラブが運動教室を同時開催します。 

★横浜ボッチャ協会から講師が参加。未体験の方も楽しめます。 

【問合せ】スポーツ推進課☎225-2531 

『冬を楽しむギャザリング講座』 
【日 時】12 月 2 日(金) 午前の部/10：00～11：30  

午後の部/13：00～14：30 

【場 所】ぼうさいの丘公園 センター施設（温水７８３－１） 

【内 容】リース型にヒューケラやビオラなどをギャザリングし

ます。 
【対象者】市内在住、在勤、在学の方 各１５人 

【参加費】３,０００円 

【申込方法】厚木市講座予約システム、ハガキ、FAX で〒住所、

氏名（ふりがな）、年齢、電話番号、参加人数を書き環

境みどり公社施設課〈FAX〉248-9502 

〈厚木市講座予約システム〉No 2247002(午前)･No.2247004(午後） 

【募集期間】11 月 10 日～18 日(必着)。申込多数の場合は抽選。 

【問合せ】市環境みどり公社（施設課）☎225-2774 

※新型コロナウイルスの影響により、中止になる場合があります。 

10 月の第 1 回ではせんみ凧のいわれや作り方など

の話しを聞き、せんみ凧発祥の寺・大宝寺（伊勢原市）

を訪問しました。また、11 月 4 日の第 2 回は凧作り

に欠かせない竹ひごを作るための竹を調達するため、

学校の近くの竹林を訪ねました。玉川せんみ凧保存会

の役員らと切り出した 6 本の竹をのこぎりで一定の

長さに切断して持ち帰りました。【写真左】今後、骨

組みや紙張り、色塗り、糸目付けなど 8 回の授業で凧

を完成させ、2 月には卒業の思い出とすべく、凧揚げ

大会で出来栄えを確かめることにしています。 

玉川せんみ凧保存会の前場政行会長は「お節句のせ

んみ凧の凧あげを地域の風物詩として守り伝えると

ともに、子供たちに凧作りにも興味をもってもらえれ

ばうれしいです」と目を輝かせて語ります。 

玉川小学校の卒業記念のせんみ凧制作は平成 18年

から行われ、今年で 17 回目。玉川せんみ凧保存会は

せんみ凧を伝承し、後世に伝えていくことを目的に平

成１７年に発足。子どもたちの指導は保存会会員が行

っています。 

玉川地域に伝わる「せんみ凧」づくり

を玉川小学校６年生（29 人）が挑戦す

る特別授業がスタートしました。 

▲子どもたちにのこぎりの

使い方を指導する前場会長 


