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公民館
から

お知らせ

公民館正面入口付近の床シートの取替を行います。
工事期間中は、正面入口は利用できませんので、裏口
から出入りをお願いします。ご利用の皆様にはご迷惑
をおかけしますが、ご協力をお願いいたします。

【期 間】３月７日(月)８日(火)２日間
【場 所】公民館 正面入口

裏口
正面入口

裏口

×

お知らせ

ベイスターズの現役スコアラー
が考えるコト(オンライン同時開催)

地域の皆様の学習を支援するた
め、公民館では、さまざまな学級
講座を開催しています。今後も睦
合西地区独自の講座を開催します
ので、ぜひ、ご参加ください。

図 書 室

通常どおりです。
【時間】
10時～12時30分
13時30分～17時
【２月の休み】
11日(金・祝) 21日(月)
23日(水・祝)

証明書発行等

住民票等の発行業務は、

通常どおりです。

【時間】

８時30分～17時15分

【２月の休み】

11日(金・祝) 23日(水・祝)

車の充電は20時45分
で終了となります。
【時間】
８時30分～20時45分
【期日】
２月13日(日)まで

貸 館

貸館は、21時までに

短縮となります。

【時間】

９時～21時

【期日】

２月13日(日)まで

産業振興課 ☎225-2830図書室 ☎241-9501公民館 ☎243-5355

１月に実施した学級講座の紹介 【参加者からの声】
元プロ野球投手、現在

ベイスターズスコアラー
兼打撃投手の三橋直樹氏
から、普段は知ることが
できないプロの考えを聞
ける、貴重な経験でした。

体育室

正面入口

中庭

×

〇

〇

まん延防止等重点措置の区域に厚木市が指定され、公民館の開館時間
は２月13日(日)まで、一時間短縮した21時までとなりました。
皆様には、公民館の利用にご不便をおかけしますが、新型コロナウイ

ルス感染症の感染拡大防止のため、ご理解とご協力をお願いいたします。
なお、感染拡大等の状況により、公民館だよりに掲載した各種事業が

変更や中止等になる場合があります。詳しい内容等は、公民館までお問
い合わせください。

公民館 ☎243-5355

市・県民税の申告相談
睦合西公民館での

お知らせ
正面入口の工事
睦合西公民館の

【期 日】２月２日(水)
９時～14時

【場 所】睦合西公民館 集会室

【内 容】① 市・県民税の申告

② 所得税の確定申告

(年金・給与収入のみの方)

【持ち物】① 市民税・県民税申告書

② 顔写真付きの本人確認書類

③ マイナンバーがわかるもの

④ 収入を証明する書類

⑤ 控除を証明する書類

【その他】会場内は感染対策のため、定期的に換気

を行いますので体温調整がしやすい服装

でお越しください。

【問合せ】市民税課 ☎ 225-2010 駐車場

【お車でお越し方】

右図のように公民
館駐車場に面して
いる正面入口は使
用できません。
体育室に沿って中
庭に向かっていた
だき、裏口から
出入りを
お願いい
たします。

急速充電器
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小・中学校 庁務用務員募集
未経験者歓迎 40～60代活躍中

【職務内容】 小・中学校内の清掃や除草等
【対 象】 18才以上の心身ともに

健康で熱意のある方
【勤務時間】 月10日程度

７時30分～16時
(うち休憩45分)

【勤務場所】 市内小・中学校(応相談)
【任 期】 令和４年４月１日(金)～

令和５年３月31日(金) 
勤務実績等により、再度任用の
可能性あり

【報 酬 等】 日給8,443円
通勤・期末手当あり(条件あり)

【申 込 み】 事前に電話連絡の上、申込者が教
育総務課または市ＨＰにあるエン
トリーシートを持参

【問 合 せ】 教育総務課 ☎ 225-2600

助産師または保健師資格者募集

【職務内容】 産婦・新生児訪問における
保健指導及び保健相談

【条 件】 助産師または保健師の資格(必須)
普通自動車免許(あれば尚可)

【勤務場所】 市保健福祉センター
【勤務時間】 平日(月曜～金曜)

① ９時～13時
② 13時～17時
※ シフト制、相談可

【任 期】 令和４年４月１日(金)～
令和５年３月31日(金)

【報 酬 等】 時給1,856円(通勤手当あり)

【申 込 み】 面接と書類により行いますので
事前に電話でお問合わせください。

【問 合 せ】 健康づくり課 ☎ 225-2597

こども・女性相談員募集

【職務内容】 児童虐待事案の支援業務
女性のためのＤＶ相談業務

【条 件】 ① 社会福祉士、精神保健福祉士、
保健師、助産師、看護師、保育
士(条件あり、要照会)のいずれか
② 教育職員免許法による普通免
許状(実務経験必須)

【勤務場所】 家庭相談課(市役所第二庁舎７階)
【勤務時間】 月15日、平日(月曜～金曜で調整)

９時～17時(うち休憩１時間)
【報 酬 等】 時給1,770円

通勤・期末手当あり
【申 込 み】 ２月28日(月)まで(必着)

市ＨＰにあるエントリーシートを
直接または郵送
詳しくは家庭相談課へ

【問 合 せ】 家庭相談課 ☎ 225-2244

エントリーシートは
こちらから→

児童や女性に寄り添う

再募集

【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

オンライン(Zoom)開催

睦合西公民館では学級講座の参加者を再募集し

ています。関心のある方でもZoom講座と聞いて、

参加に不安を感じていませんか。

この講座は、開催時間になると、Zoomの操作方

法を講師の木下さんが解説するところから始まり

ますので、初めての方でも安心です。

講座の内容は、子育て、家事、仕事など、毎日

忙しく過ごすママを対象に、どんな相手にも使え

る「コミュニケーション術」をお伝えします。

Zooｍで楽しく学んでみませんか。

【日 時】 ２月14日(月) 10時～正午
【定 員】 30人(先着順)
【参 加 費】 無料
【対 象】 市内在住、在勤の

子育て中のママ
【申 込 み】 ２月９日(水)まで

直接または電話

【問 合 せ】 睦合西公民館 ☎ 243-5355

ママ塾サロン

産婦・新生児訪問


