
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

令和４年１月15日 第３０４号

睦合西公民館の図書室では、２歳児までの赤
ちゃん向けの絵本を集めた特集を、２月末日ま
で行っていますので、皆さんのご利用をお待ち
しています。なお、お越しの際は、お気軽に手
に取ってみてください。

【時 間】 10:00～12:30 13:30～15:00
【問合せ】 公民館図書室 ☎ 241-9501

バレンタイン特別企画

ママ塾サロン

ふらっとスポーツ

【日 時】２月４日(金) 24日(木)

【会 場】公民館 体育室

【定 員】20人程度

【対 象】睦合西地区在住の方優先
【持ち物】体育館履き、タオル、飲み物

【申込み】１月28日(金)まで
直接または電話
※応募者多数の場合抽選

公民館 ☎ 243-5355

集まった仲間と楽しく卓球などを

【日 時】２月７日(月) 17日(木)

【会 場】公民館 体育室 【定 員】30人程度

【対 象】睦合西地区在住の方優先
【講 師】介護福祉士 佐々木 祥子氏

【持ち物】体育館履き、タオル、飲み物

【申込み】１月28日(金)まで
直接または電話
※応募者多数の場合は抽選

公民館 ☎ 243-5355

軽たいそう
集まった仲間と楽しく運動を

10:00～12:00

募集

子育てを頑張るお母さんの応援講座として
「親子コミュニケーション術」をZoomで開催し
ます。 NLP (脳科学に基づく実践心理学)を学び
子育てだけでなく、夫婦関係や仕事にも役立つ
内容です。ぜひ、お聞きください。

【日 時】２月14日(月)
10:00～12:00

【会 場】自宅 【定 員】30人程度

【対 象】市内在住、在勤の子育て中のママ

【申込み】２月４日(金)まで
直接または電話
※応募者多数の場合は抽選
公民館 ☎ 243-5355

子育てサロン

ぽっぽちゃん
２月の子育てサロンは、おもちゃ遊び

をします。親子で楽しめてリフレッシュ
出来るぽっぽちゃんに、遊びに来ません
か。子育ての不安を相談できます。

募集

【日 時】２月４日(金)
10:00～11:30

【会 場】公民館 集会室

【対 象】未就学児とその保護者 15組
【申込み】１月28日(金)まで

直接または電話
※応募者多数の場合は抽選

公民館 ☎ 243-5355

募集募集

2/11  (金) 
建国記念日

2/21 (月) 2/23  (水)
天皇誕生日

貸 館 〇 〇 〇

諸証明 × 〇 ×

図書室 × × ×

【講師】木下山多 氏
合同会社un-Limited School 代表
元商社マンで元中学校教師

14:00～15:00

お知らせ

公民館の事業につきましては、新型コロナウイルスの感染状況により、参加する方々の健康と

安全を最優先に考え変更や中止する場合がありますので、ご理解とご協力をお願いします。

皆様におかれましては、引き続き、新しい生活様式を取り入れた感染予防を徹底してください。

参加費
無料

参加費
無料

参加費
無料

参加費
無料

公民館の祝日等の
業務は次のとおりです

「赤ちゃん絵本・おひざで読む絵本」
特集を実施します



公民館活動展

令和４年１月１５日 ☆睦 合 西 公 民 館 だ よ り☆ 第３０４号

【日 時】 ３月５日(土) 10:30～

【会 場】 七沢自然ふれあいセンター

【内 容】 クラフト、森探検、野外炊事等

【対 象】 市内在住の年中、年長 24人
※応募多数の場合は抽選

【参加費】 １人 4,500円
（材料費、リネン代、保険料）

【申込み】 ２月３日(木)まで

講座予約システムNo2002035）
または 電話

【問合せ】 七沢自然ふれあいセンター

☎ 248-3500

あゆコロちゃん

ＧＥＮＫＩポイント
健(検)診やコロナワクチン等の予防接種、

ウォーキングなどの健康づくりで30ポイン

トを貯めて応募すると、抽選で特典が当た

る「あゆコロちゃんＧＥＮＫＩポイント」

の応募締切りが迫ってきました。応募し忘

れたカードはありませんか？

期間内なら何枚でも応募は可能！詳しく

は、公共施設に配架のリーフレットまたは

市ホームページﾞをご覧ください。

【対 象】 市内在住・在勤・在学者

【応 募】 各公民館等に応募箱があります。

（スマホからも可）

【期 限】 ２月19日(土)
（当日消印有効）

【問合せ】 健康長寿推進課

☎ 225-2174

みどりの講習会

【日 時】 ２月11日(金) 19日(土) 全２回

13:30～15:40 雨天決行

【会 場】 ぼうさいの丘公園 講義室ＡＢ

【内 容】 みどりの大切さについて

庭木の剪定方法について

（剪定の実技あり）

【対 象】 市内在住、在勤、在学の方30人

【参加費】 無料

【申込み】 〈講座予約システムNo 2147005〉

または ハガキ、ファックスで

〒住所、 氏名(ふりがな)、年齢、

電話 番号、参加人数を記入して

環境みどり公社〈FAX〉248-9502

【期 限】 １月25日(火)まで申込多数の場合

は抽選。抽選結果は当選者のみ

に１月31日(月)までに発送します。

【問合せ】 (公財)厚木市環境みどり公社

☎ 225-2774

講座予約システム
ＱＲコード

【問合せ】 公民館 ☎ 243-5355

１/31
(月)まで

３月４日(金)５日(土)６日(日) に

開催する公民館活動展に
参加してみませんか。
コロナ禍だからこそ動画や作品展示で

想いや感動を伝えられるチャンスです。

お知らせ

お知らせ 募 集

募 集

公民館活動団体（サークル）の

動画と作品を募集

公民館活動展では、来場者が選ぶ

人気投票 と来場者抽選会 を

実施します。

抽選会の賞品には、地元のおいしい

パンや、厚木産のお米、野菜などを

予定しています！どうぞお楽しみに！

活動展お楽しみ企画を紹介

剪定の実技もあります

ななさわ森のようちえん

森のたんけん隊

お泊りにチャレンジして、七沢の自然の

中をみんなで思いきり楽しみませんか。

６日(日) 15:00【１泊２日】


