
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５年１月１５日 ☆第３２８号☆

市制施行記念

あつぎ駅伝競走大会第69回
お知
らせ

新春の厚木路を舞台に、選手たちが熱いバトルを繰り広げます。
睦合西地区からは10人の選手が参加します。沿道から温かい声援をお願いします。

【日時】１月29日(日) 10：00スタート ※雨天決行
【部門】①地区対抗 … … …６区間 21.5km

②高等学校・一般 …５区間 22.0km(６区中継所は通過)

区間 中継所等 予定時刻
選手

敬称略、(補)は補欠

１区 荻野運動公園(ｽﾀｰﾄ) 10：00 國分信雄

２区
富士通厚木
総合グラウンド

10：11
～10：16

高峰修
平田健起(補)

３区 日産ＮＡＴＣ
セミナーハウス

10：22
～10：32

大野守
桐生憲一(補)

４区 ぼうさいの丘公園
10：37
～10：51

片野愛央
大野莉愛(補)

５区 文化会館 10：42
～10：57

猪岡蓮斗
霜島拓真(補)

６区 林中学校前
10：52
～11：08 遠藤好広

荻野運動公園(ｺﾞｰﾙ) 11：08
～11：30

※ 当日は周辺道路に交通規制が
あります。ご迷惑をお掛けし
ますが、ご協力お願いします。

【問合せ】スポーツ推進課
☎ 225-2531

募集 『手ぶら』でＧＯ～ボッチャ、カーレット体験～
体育振興会 参加賞は食器用洗剤、ラップなど！

老若男女問わず気軽に参加できるスポーツに
持ち物不要の『手ぶら』で参加できます。
みんなで楽しく健康になりましょう。
初心者やルールが分からない方も大歓迎です。
参加賞は、便利な日用品です。

【日 時】２月26日(日) 10：00～12：00
【会 場】公民館 体育室
【対 象】地区在住の方30人(抽選)
【参加費】無料
【申込み】２月８日(水)までに直接または電話

ハーバリウムづくり
コミュニティづくり推進事業実行委員会

募集 募集
文化振興会

身近な動物写真展
ガラスの瓶に花等を入れ専用のオイルに漬けた
ハーバリウムをオリジナルで作ってみませんか。

【日 時】２月13日(月) 10：00～12：00
【会 場】公民館 会議室Ａ（工作室）
【対 象】16人(地区在住優先、抽選)
【講 師】近藤 裕子さん(オリーブ・オリーブ)
【参加費】500円(材料費)
【申込み】１月31日(火)までに直接または電話

【日 時】２月20日(月)～３月15日(水)
【会 場】公民館 ギャラリー(階段横)
【対 象】12人程度 (地区在住優先、抽選)
【作 品】Ａ４サイズ２点まで
【参加費】無料
【申込み】１月31日(火)までに直接または電話

自慢の作品を公民館に展示しませんか。
過去に撮影した力作でも大歓迎です。

募集 の申込み先 公民館 ☎ 243-5355



厚生労働大臣から１月１日付けで石橋コノエ様
が民生委員・児童委員として新たに委嘱されまし
た。福祉に関する困りごとや心配ごとがありまし
たら、担当の民生委員にお気軽にご相談ください。
(個人情報は守秘します。)

なお、お住まいの区域の担当民生委員・児童委
員が不明の場合はお問い合わせください。
【問合せ】福祉総務課 ☎ 225-2200

市民安全指導員が防犯に関する情報の提供や
御相談をお受けいたします。

防犯啓発物品も配布しておりますので、お気
軽にお立ち寄りいただき、日頃の防犯にお役立
てください。
【日 時】１月20日(金) 11：00～12：30
【場 所】公民館玄関前
【問合せ】セーフコミュニティくらし安全課

☎ 225－2148

いざというときのために安心して暮らせるよ
うに、気になる分野の本をそろえました。どう
ぞお気軽に手に取ってみてください。
みなさんのご利用をお待ちしております！

【時 間】10：00～12：30・13：30～17：00
【お休み】１月16日(月)

２月11日(土)・20日(月)・23日(木)
【問合せ】公民館 図書室 ☎ 241－9501

公民館の体育室で、集まった仲間と気軽
に卓球などのスポーツを楽しみませんか。
【日 時】２月８日(水)・22日(水)

10：00～12：00
【会 場】公民館 体育室
【対 象】各日 30人程度(地区在住優先)
【参加費】無料
【持ち物】体育館履き、タオル、飲み物
【申込み】直接または電話(先着順)

公民館 ☎243-5355

令和５年１月１５日 ☆睦 合西 公民 館 だ より☆ 第３２８号 ☆

コミュニティづくり推進
事業実行委員会

気軽に相談を

ささえあい（No.43号） 令和４年度睦合西地区地域福祉推進事業広報

担当 者 担 当地 区（第・・・第〇自治会の略） 備 考

遠藤 一実 及川（第１）

長坂 昇 及川(第１の一部、第２の一部)

井原 道子 及川（第２の一部、第３の一部） 副会長

尾上 アヤ子 及川(第３)

※※※ 及川(県営及川団地１号棟～５号棟)

岡山 芳美 及川(県営及川団地６号棟～10号棟)

石橋 コノエ 林(第１) １月１日委嘱

山田 良枝 林(第２)

※※※ 王子１丁目

山部 俊一 林（第３の東部、第２の一部）

根岸 邦夫 林(第３の西部)

小泉 京子 林(第４) 会 長

高橋 育子 清水小、緑ヶ丘小、林中、睦合中、睦合東中 主任児童委員

細野 貴世美 清水小、緑ヶ丘小、林中、睦合中、睦合東中 主任児童委員

＊「※※※」… 現在、この地区の担当者は、厚生労働大臣から委嘱されておりません。
当面の間、問合せ先は会長または副会長となりますので、ご承知おきください。

グラウンド・ゴルフ教室
【主 催】 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】 協会が無料で貸出します。
【問合せ】 牟田口 洋嗣 ☎ 241-0136

２月 会場 開催日 受付・時間

ぼうさいの丘公園
多目的広場

３日・17日
（金）

9:00～13:00

荻野運動公園
多目的広場

１日・15日
（水）

及川球技場

７日・14 日
21日・28日

（火）

南毛利スポーツセンター
グラウンド

お休み

つつじの丘公園
多目的広場

10日・24日
（金）

13:00～16:00

お知
らせ

ふらっとスポーツ募集

基礎的な人形操作をします。初心者大歓迎！
【日 時】３月４日(土)・11日(土)

10：00～12：00
【会 場】公民館 集会室
【対 象】10人(抽選)
【参加費】無料
【申込み】２月15日(水)までに

電話または市講座予約システム
【問合せ】文化財保護課 ☎225-2509

相模人形芝居「林座」体験募集
お知
らせ 移動番屋

健康・介護・防災備えよう！

１月から２月の本の特集お知
らせ

【日 時】２月３日(金) 10：00～11：30
【会 場】公民館 集会室
【対 象】未就学児
【申込み】不要
【問合せ】公民館 ☎ 243-5355

子育てサロンぽっぽちゃん

民生委員・児童委員 民生委員・児童委員名簿 (敬称略、R５.１.１現在)紹介

お知
らせ


