令和２年８月１５日 ☆第270号☆
厚木市立睦合西公民館
厚 木 市 及 川667番地

TEL 046-243-5355
FAX 046-243-5331

コロナ対策情報

Stop
コロナ

知っていますか

「感染防止対策取組書」
各お店や施設が取り組んでいる感染防
止対策の内容を表示しています。

暑い夏がやってきました。
コロナ対策で夏のマスク着
用は、熱中症の危険があり
ます。水分補給や冷房等を
利用して乗り越えましょう。

お出かけの際には、事前にその場
所で、どのような対策がされている
のか、確認してから出かけるように
しましょう。
感染防止対策取組書

コロナ禍

睦合西地区地域福祉推進委員会
委員長 小泉 京子

の

避難対策

避難所でも
マスク着用

災害時の備えをしましょう

普段から災害時の備えは大切です。
コロナ禍での在宅避難も念頭に入れて、避難場所へ
の持ち出し品を用意しましょう。もし、停電したら、
水道や火が使えなくなったら、トイレが使えなくなっ
たらどうしたらよいか家族で考えておきましょう。
「厚木市防災ポケットブック」は公民館でも配布して
います。確認しておきましょう。

地震、風水害時の
睦合西地区の避難場所
避難所は被災状況に応じて、変更す
る場合があります。
詳しくは 「厚木市防災ポケット
ブック」をご覧ください。

□
□
□
□
□
□
□

睦合西公民館（※洪水時は２階のみ）
及川児童館
及川老人憩の家
林老人憩の家
清水小学校
林中学校 （※洪水時は２階のみ）
厚木東高等学校
（※崖崩れ、土石流時は除く）

□ 及川球技場

（※洪水時は除く）

公民館で配布してます

避難所持参品リスト
在宅避難時にも使える
□ マスク、除菌グッズ、体温計 □ ヘルメット
□ 飲料水（１日約３ℓが必要） □ 軍手
持ち運び用はペットボトル入り □ 靴・スリッパ
□ ロウソク・マッチ
□ 非常食（缶詰等）
□ ティッシュ
火を通さず食べられるもの
□ 洗面用具
缶切り、栓抜きを忘れずに
（歯ブラシ等）
□ 救急医薬品・常備薬
□
毛布
□ 携帯ラジオ（予備電池）
□ 簡易トイレ
□ 懐中電灯、充電器
□ 生理用品、おむつ
□ 現金、貴重品
□ 粉ミルク、哺乳瓶
□ 預金通帳、印鑑
□ ポリ袋、サランラップ
□ 免許証、保険証
□ 紙コップ、紙皿、はし
□ タオル・下着・靴下

令和２年８月１５日 ☆睦 合 西 公 民 館 だ よ り☆ 第２７０号 ☆

中止のお知らせ

お休みのお知らせ

新型コロナウイルス感染拡大を防ぐため

① 図書室は９/14（月）９/21（月）
９/22（火）がお休みです。

8/20（木）軽体操(動画配信予定)
8/26（水）ふらっとスポーツ

【問合せ】 図書室 ２４１－９５０１

② 証明等発行事務は
９/21（月）９/22（火）がお休みです。
事前予約の貸館は通常どおり行います。

９月以降の開催を、中止します。
今後の再開については公民館だよりで
お知らせします。
第９回

【問合せ】 公民館 ２４３－５３５５

募集
出張！天体観測会～街中で惑星を観よう～

厚木市レディースグラウンド・ゴルフ大会
明るく、笑顔をもって、健康づくりに努めましょう
【主 催】 厚木市グラウンド・ゴルフ協会
【主 管】 第９回厚木市レディースグラウンド・ゴルフ大会
実行員会
【日 時】 ９月25日（金） 雨天予備日 30日（水）
【会 場】 厚木市営 及川球技場 予備日も同会場
【参加資格】 当協会会員及び市内在住の方で、
スコアカードに記入できる女性
【参加費】 ６００円（傷害保険料、賞品ほか）
なお、納入された参加費は返金しません。
【申込締切】 ９月４日（金）
【留意事項】 用具のある方は、各自持参してください。
なお、用具のない方は、協会で用意しますの
で、申込みと同時に責任者へ連絡してください。
また、昼食や飲物等は、各自で用意してく
ださい。なお、雨天が予想される場合、前日に
判断して連絡します。
【交流会】 スコアカードの記入に不安がある方は、次の会
場で「初心者教室」を行っていますので、お問合
わせください。
① 南毛利スポーツセンターグラウンド
② 及川球技場 ③ 荻野運動公園多目的広場
④ ぼうさいの丘公園多目的広場
⑤ つつじの丘公園多目的広場
【問合せ】 責任者 坂田マツエ
℡ 228-2333（手続きを説明します。）

「秋を彩る寄せ植え体験」
【日 時】 ９月26日（土）10時～11時30分。雨天決行
【会 場】 ぼうさいの丘公園 講義室AB
【対象者】 市内在住、在勤、在学の方30人
※ 応募多数の場合は抽選
【参加費】 １人2,000円
【申込み】 直接電話または、ハガキ若しくはFAXに、〒住
所、氏名、年齢、電話番号、参加人数を記入し送
付。市講座予約システム（ID2047003）から申込み
できます。 ９月９日（水）まで。
【問合せ】 環境みどり公社 みどり課 厚木市長谷626-1
℡225-2774、FAX248-9502

『厚木中央公園で「土星」「木星」を観よう』
【日 時】 10月２日（金）18時～20時
【会 場】 厚木中央公園（厚木市寿町3-424-1）
【内 容】 天体望遠鏡を使用した30分程度の天体ミニツ
アー。８人程のグループに分け、10分おきにス
タートする予定
【対 象】 市内在住・在学・在勤の方
（中学生以下は保護者同伴） 40人
※ 応募多数の場合は抽選
【参加費】 １人100円（材料費、保険料）
３歳未満は45円（保険料のみ）
【申込み】 直接、電話またはFAXに催し名、〒住所、電話
番号、参加者全員の氏名（ふりがな）、性別、年齢
を明記し送付。市講座予約システムからも申込み
できます。管理番号1902022 ９月11日（金）まで。
【問合せ】 七沢自然ふれあいセンター
TEL248-3500 FAX248-4708

「秋のハーバリウム講座」
【日
【会
【講
【対

時】
場】
師】
象】

９月19日（土）10時～11時30分
ぼうさいの丘公園 講義室
近藤 裕子氏
市内在住・在勤・在学の方30人
※ 応募多数の場合は抽選
【参加費】 １人1,500円
【申込み】 環境みどり公社ホームページ（イベント講座申
込み）、直接電話または、ハガキ若しくはFAXに、
〒住所、氏名（ふりがな）、年齢、電話番号、メー
ルアドレス（ハガキの方は不要）を記入し送付。
市講座予約システム（ID2047002）から申込みで
きます。８月31日（月）まで。
【問合せ】 環境みどり公社 企画政策係 厚木市長谷626-1
℡225-2778、FAX248-9502

