
柔道教室を開催

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12月１日 ☆第325号☆

お知
らせ

しめ飾りづくり教室

【日 時】 12月26日(月） 9:00～13:00

【会 場】 公民館集会室

【対 象】 20人程度 市内在住の方(先着順)

【講 師】 栗原 富栄 氏

【参加費】 1,000円(材料費)

【持ち物】 万能ハサミ、作品を持ち帰るための袋

※汚れてもよい服装でお越しください。

※座布団に座っての作業となります。

【申込み】 12月16日（金）までに、窓口または電話

公民館 ☎ ２４３-５３５５

日頃、意識することのない部分をストレ
ッチすることで体を整え、親子でリフレッ
シュしてもらい、ライフスキルの向上を目
指しましょう。
皆さんのご参加をお待ちしてます♪

親子ヨガ教室

【日 時】 令和５年１月12日(木） 10:30～12:00

【会 場】 公民館集会室

【対 象】 未就学児とその保護者 10組

睦合西地区の方優先(先着順) 

【講 師】 倉持 早樹子 氏

ヨガ・背骨コンディショニングインストラクター

【参加費】 無料

【持ち物】 タオル

【申込み】 12月19日（月）までに、窓口または電話

公民館 ☎ ２４３-５３５５

「しめ飾り」は、年末に玄関へ飾ることで、新年を
迎えた際に 「幸せを届けてくれるもの」 とされてい
ます。
昔から伝わる作り方で、飾りを手作りして新年を
迎えてみませんか。

【日 時】 令和５年１月21日(土)

９:00～12:00

【会 場】 林中学校 明林館(武道場)

【対 象】 小・中学生25人程度

高校生以上10人程度

(睦合西・荻野地区優先、抽選)

【内 容】 柔道選手による演舞

柔道の基本についての体験

【参加費】 無料

【持ち物】 柔道着 （お持ちでない方は

貸出ししますので、申し込みの際に身長

と体重をお知らせください。）

【申込み】 12月20日(火)までに窓口、電話また

は講座予約システム（No.2223003）

公民館 ☎ 243-5355

日本発祥の国際的な武道である柔道に触れてみ
ませんか。

学級講座・コミュニテイづくり推進事業共催 学級・講座 親子でリフレッシュ！

「軽たいそう」に参加していただいている方から
「体力測定をしたい」という声がありましたので、
講師の佐々木さんと調整し、12月13日はいつも
の体操の前に健康あつぎ推進リーダーによる「カ
ラダ快活★講座」を実施します。(30分延長)
ぜひ、参加していただき、ご自身の健康管理に
役立ていただきたいと思っています。
既に申込みをしている方は、一部内容を変更し
て開催しますので、ご承知おきください。

詳細等の不明なことは、お問合せください。

【日 時】 12月13日(火) 14:00～15:30

第1部 14：00～ 「健口体操」と「体力測定」

第2部 15：00～ 「軽たいそう」

【会 場】 公民館体育室

【申込み】 窓口または電話

(先着順40人程度)

公民館 ☎ 243-5355

軽たいそう と 文化生涯学習出前講座 のコラボ ❕

「健口体操」 「体力測定」
睦合西地区地域福祉推進事業

学級・講座 睦合西公民館・荻野公民館共催
募集

【お知らせ】11月15日号公民館だよりに掲載した「元プロ野球選手から教わる投げ方講座」の対象者を
一部変更して実施します。 変更後：中学生20人 変更前：中学生５人・高校生５人



令和４年12月１日 ☆睦 合 西 公 民 館 だ よ り☆ 第３２５号☆

【対 象】 18歳以上で心身ともに健康で熱意のある方
【勤務先】 市内小・中学校
【時 間】 月10日程度 7:30～16:00

（うち休憩時間45分）
【報 酬】 日額8,451円

（地域手当込み。月末締め翌月21日支給）
※期末手当、時間外勤務手当及び通勤
手当は別途支給。

【任 期】 任用開始日から３月31日まで
【申込み】 面接を行いますので、事前に電話連絡して

ください。
【その他】 今回の募集以外に、令和５年度から庁務用

務員の募集も行っています。興味のある方は
広報あつぎ（令和５年１月15日号） に掲載し
ますので、ご確認ください。

【問合せ】 教育総務課 ☎225-2600

市立小・中学校で清掃や校地内の除草等を行ってい
ただける職員を募集します。
詳しい内容は、お問合せください。

自分がお世話している猫が、ふん尿や鳴き声、ゴミをあ
さる、車に乗るなどで、知らないうちに近隣住民に迷惑を
かけていることがあります。飼い猫は原則室内で飼い、飼
い主のいない猫に、ただ餌を与えるのではなく、次のことに
気を付けましょう。

庁務用務員（会計年度任用職員)

「かなちゃん手形」
６ヶ月券購入費助成

【発 行】 12月20日（火）から開始
【対 象】 令和４年４月１日現在、市内に住民登録が

あり、令和４年度内に満70歳以上の方。
（助成券を使用し１年券を購入済の方・他の
交通費助成を受けている方を除く。）

12月21日（水）から発売される「かなちゃん手形」
６ヶ月券5,900円の購入費のうち、2,400円を市が助成
します。対象の方は、地域包括ケア推進課 （市役所
第２庁舎１階）にお越しください。
なお、「かなちゃん手形」は、12月21日（水）から神奈
中本厚木駅前のサービスセンターで購入できます。

日本語講師養成講座の開催

ボランティアで日本語講師として活動を希望され
ている方、活動されたばかりの方を対象に、講師とし
ての基本知識を学ぶ講座を参加費無料で開催しま
す。ぜひ、お気軽にご参加ください。
※新型コロナウイルス感染症の感染状況により、中止
する場合があります。

【日 時】 １月10日・17日・24日・31日
(毎週火曜日、全４回）
各日程：18:30～20:00

【会 場】 あつぎ市民交流プラザ６階 ルーム610
【対 象】 次のうち、いずれかに該当する方

(1)市内で日本語講師として活動を希望されている方

(2)現在、市内で日本語講師として活動されたばかりの方

【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、窓口または電話、

ハガキに講座名、〒住所、氏名（ふりがな）
電話番号を書き、12月26日（月）【必着】
〒243-8511市民協働推進課へ

【問合せ】 市民協働推進課 ☎225-2215

12月の日程 会場 開催日 受付・時間

ぼうさいの丘公園
多目的広場

２日（金）

9:00～13:00
荻野運動公園
多目的広場

７日・21日
（水）

及川球技場
13 日・27日

（火）

南毛利スポーツセンター
グラウンド

６日・20日
（火）

つつじの丘公園
多目的広場

９日・23日
（金）

13:00～16:00

グラウンド・ゴルフ教室
厚木市グラウンド・ゴルフ協会

【対 象】 厚木市・愛川町・清川村在住の方は直接

お近くの会場へお越しください。

【参加費】 無料（初回の方:公式ルールブック500円

の購入をお勧めします。）

【用 具】 ない方には協会で無料で貸出します。

【問合せ】 牟田口 洋嗣 ☎ 241-0136
【主 催】 厚木市グラウンド・ゴルフ協会

猫の管理、飼育している方
～ご協力をお願いします！～

・置き餌はしない

・ふんの始末や清掃をする（トイレの設置も有効）
・不妊去勢手術の実施
（市では手術費を一部助成、県では無料で手術を実施）
※ メスは年に4回出産し、年間20匹の子猫を産むことが

あります。困る前に不妊去勢手術を検討しましょう。

【問合せ】 地域包括ケア推進課 ☎ 225-2224 【問合せ】 生活環境課 ☎225-2750


