
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

時 間 内   容  （会  場） 

12:30～ ゲーム他の参加受付（野外ステージ） 

13:00～14:30 人探しゲーム＆落ち葉拾い（四季の路） 

15:00 開会式（野外ステージ） 

15:10～15:30 森の里中学校吹奏楽部演奏 

15:30～15:50 厚木西高等学校吹奏楽部 アンサンブル演奏 

15:50～16:10 ドリーム・シンガーズ・ジャパン 

16:10～16:30 厚木ブルーエンジェルス 

16:30 閉会式（野外ステージ） 

-かんたん・たのしい・健康増進・転倒防止・交通事故防止！- 

高齢者交通安全教室 参加者募集 

トラビック(おなじみの童謡に交通安全の歌詞をつけ、事故に

遭わないための行動を取り入れたエアロビック)で軽く体を動

かしながら、楽しく交通安全を学びます。 

参加者には、交通事故防止グッズをプレゼント！ 

【日 時】１月 31 日（火）10 時から 11 時まで 

【場 所】森の里公民館 集会室 

【講 師】神奈川県警察交通安全教育隊、厚木警察署 

【対 象】森の里地区在住の 65 歳以上の方 20 人（先着順） 

【申込み】12 月 19 日(月)から１月 10 日（火）の８時 30 分～17

時の間に森の里公民館へ直接又は電話（250－5262）で。

※ 年末年始の休館期間を除く。 

【主 催】交通安全課 電話：２２５－２７６０ 

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 

第559 号 令和４年12 月15 日号 ～公民館へ行こう！世代を超え、つながる森の里

～ 

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 

12 月 29 日（木）から１月３日（火）までは、貸館業務や証明書の発行など

を含めて完全休館になります。 

この期間中は、図書の返却ボックスもご利用いただけませんので、ご注意ください。 

※ 図書室は、12 月 19 日(月)も休室日です‼ 

１等賞(ホットサンドメーカー) １番 ２等賞(今治タオルセット) 288 番、399 番 

３等賞(ワンタッチボトル) ９番、62 番、447 番 

４等賞(入浴剤) 31、60、66、70、110、118、150、162、168、180、189、228、246、247、266、290、

291、408、429、434（各番号の番は、省略しています。） 

５等賞(食品保存密閉容器) ６、12、25、30、53、112、123、125、146、151、166、167、171、178、183、

194、203、204、208、265、270、359、373、376、404、413、438、451、452、453（各番号の番は、省略しています。）

当選された方は抽選券【控え】を持参し、次の期間内に公民館窓口で賞品と交換してください。 

【期 間】12 月 15 日(木)から 12 月 28 日(水)までの８時 30 分から 17 時まで。  

※期間を過ぎますと交換ができません。 

【問合せ】森の里公民館 電話：250-5262 

年末年始のごみや資源の収集等について 
 

年末は令和４年 12 月 30 日（金）まで、年始は令和５

年１月４日（水）から収集カレンダーどおりにごみや資源

を収集します。 

また、環境センターでの粗大ごみ及びせん定枝等の持込

みは年内 12 月 28 日（水）が最終日で、粗大ごみについ

ては、完全予約制です。（持込時間は８時 30 分～正午、

13 時～16 時） 

なお、もえるごみやもえないごみ、資源は持込みできま

せんので、ご注意ください。 

【問合せ】厚木市環境センター 電話：225-2790 

ご当選の方 

おめでとうございます 

【主催】森の里地区自治会連絡協議会 【主管】森の里クリスマスまつり実行委員会 

野外ステージでの演奏・演舞と、四季の路で小学生中心の 
人探しゲーム・落ち葉拾いを行います。 

 
【時 間】12 時 30 分～16 時 30 分 小雨決行 
【雨天時】野外ステージは雨天中止で、延期はありません。 

四季の路のゲーム等は、小雨決行です。 
【内 容】①野外ステージの催し物 

②人探しゲーム＆落ち葉拾い（野外ステージがゴール） 

（お願い） 
・参加にあたっては、マスク着用と人同士の密集・

密接しすぎないように注意をお願いします。 
・野外ステージの観客席は、定員の半数程度に制限し、

子ども優先とさせていただきます。 
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【日 時】①１月 14 日（土）②１月 15 日（日）両日とも 13 時 30 分～16 時 

     ※お一人様、①か②の開催日を選んでください。両日を選ぶことはできません。 

【場 所】森の里公民館 ２階会議室 【内 容】スマートフォン・タブレットの基礎、簡単な操作方法 

【対 象】森の里地区在住の方 各回 16 人 

【持ち物】スマートフォンかタブレット（お持ちでない方は要相談）、筆記用具 【参加費】無料 

【講 師】厚木市マルチメディアボランティア 

【申込み】12 月 16 日（金）から 12 月 27 日（火）の８時 30 分から 17 時の間に、参加できる日を森の里公民館ま

で直接又は電話でお申し込みください。各回、先着順の受付です。 

【その他】受講中は、マスク着用です。受講前の検温で、37.5 度以上の方、は受講をお断りする場合もあります。 

新型コロナウイルス感染症の感染状況により中止する場合もあります。 

【問合せ】森の里公民館 電話：250-5262 

交流・教室会場 開催日《１月》 受付・時間 

ぼうさいの丘公園 多目的広場 6 日・20 日 金曜日 

９時～13 時 

荻野運動公園 多目的広場 1８日 水曜日 

及川球技場 10 日・17 日・24 日・31 日 火曜日 

南毛利スポーツセンター 

グラウンド 
全休 

つつじの丘公園 多目的広場 13 日・27 日 金曜日 13 時～16 時 

 ◎ 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。 

◎ 参加対象：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】用具の無い方には、協会が無料で貸出しいたします。 

【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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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。 

 毎年、好評のスマートフォンやタブレットの初心者向け基礎講座です。 
基本的な操作方法、セキュリティ、アプリケーションや通信費用などについて学びます。 
ガラケーからスマホに買い替えようかとお悩みの方、スマホやタブレットを買ってみたけど、 

使い方があまりよく分からない方は、受講してみてください。 

 

ボランティアで日本語講師として活動されている方、活動を再開す

る予定の方を対象に、講師としての知識と技術の向上を目的に学ぶ講

座です。ぜひ、お気軽に御参加ください。 

※ 新型コロナウイルス感染症の感染状況により、中止となる場合が

あります。 

【日 時】２月７日(火)・14 日(火)全２回 18 時 30 分～20 時 30 分 

【場 所】あつぎ市民交流プラザ６階 ルーム 606・607 

【対 象】次のいずれかに該当する方 

     (１)現在、市内で日本語講師として活動されている方 

     (２)日本語講師として活動されていた方で、市内で活動を

再開予定の方 

【定 員】30 人（申込み多数の場合は、抽選） 【参加費】無料 

【申込み】講座予約システム、窓口又は電話、ハガキに講座名、〒住 

所、氏名（ふりがな）、電話番号を書き、１月 20 日（金） 

《必着》までに、〒243-8511 市民協働推進課へ。 

【問合せ】市民協働推進課 電話：225-2215 

 

 

 

 

【日 時】１月 10 日（火）  

幼 児 15 時～15 時 30 分 (受付 14 時 50 分) 

小学生 15 時 50 分～17 時  (受付 15 時 45 分)  

※ 幼児は保護者同伴となります。 

【場 所】森の里公民館 集会室 

【対 象】小学生は 15 時 30 分～ 

（幼児対象者は 14 時 30 分～15 時 15 分） 

【参加費】無料 

【内 容】みんなで、わらべうたで遊ぶ 

【先 生】二階堂 恵子さん 

【持ち物】すいとう、タオル 

【申込み】１月６日（金）までに直接又は電話で森の

里公民館へ。※年末年始の休館期間を除く。 

【問合せ】森の里公民館 電話：250-5262 

犬を飼っている皆様へ 

毎日の楽しいお散歩で、 

ふん尿の処理を忘れていませんか？ 

ふん尿で近隣に迷惑をかけている場

合があります。散歩のときは、次のこと

を守りましょう。 

〇リードは必ずつけましょう。 

〇犬のふんは必ず家に持ち帰り、おし

っこをしたところには、ペットボト

ルの水で流しましょう。 

〇むやみに吠えたりしないよう、日頃

からしつけをしましょう。 

【問合せ】生活環境課 電話：225-2750 

 

【応募作品】俳句・短歌ともにお題は原則「梅」又は「春」。（それ以外の題材の作品も応募可） 

【応募方法】公民館備え付けの応募用紙に作品を記載し、公民館備え付けの応募ポストに投函願います。 

【応募期間】12 月 25 日(日)まで。 【問合せ】森の里公民館 電話：250-5262 

日本語講師ブラッシュアップ講座を開催します 

 わらべうたであそぼう 

地域福祉推進委員会 梅見会 短歌・俳句大会の作品 ただいま募集中です！ 


