
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３年１月15日 ☆第２８０号☆

【科学道100冊2019】
旬のトピックなど３つの軸で選ばれた「テーマ本」

50タイトルと、時代を超えて読みつぎたい「科学道
クラシックス」50タイトルから構成された100冊。編
集工学研究所が企画し、理化学研究所が協力したプ
ロジェクトです。そこで、科学のおもしろさ・素晴
らしさを届けようと本を集めてみました。どうぞお
気軽に手に取ってみてください。
みなさまのご利用をお待ちしております！

利用時間 10：00～12：30、13：30～17：00
休室日：祝日、中央図書館の施設保守日
【問合せ】電話 241-9501（図書室直通電話）

１月から２月まで睦合西公民館
図書室で本の特集を行います！

お知
らせ

環境センターへの粗大ごみ及
び特定粗大ごみの持込み処理
手数料の変更について

令和３年４月１日から環境センターへ粗大ごみ及び
特定粗大ごみを持ち込む場合の処理手数料が変更にな
ります。
粗大ごみ１個300円から500円
特定粗大ごみ１個600円から1,000円
※ 特定粗大ごみ：三辺の長さの合計が300㎝メートル
を超える粗大ごみ

【問合せ】環境事業課 電話225-2790

公民館図書室より お知
らせ

地域
情報

支部長
安西 輝夫 さん (写真左)交通安全功労者表彰を受賞

厚木警察署管内交通安全協会睦合西支部

副支部長
岸 九一 さん (写真右)

心と時間にゆとりをもっ

て、交通安全に努めま

しょう

地域で危険個所の情報共

有をして安全対策に努め

ましょう

交通安全に功績のあった団体として、厚
木警察署管内交通安全協会睦合西支部が、交通
安全功労者警察本部長表彰を受賞しました。

市の交通安全指導員としても毎月1日と15日
の登校時間帯に交通指導をするほか、市のイベ
ント、地域の公民館まつりや敬老会等の交通指
導で活躍しています。受賞おめでとうございま
した。

ママ塾サロン
サンタが贈る Zoom開催、結ぶだけふろしきバッグ付

NLP（脳科学に基づく実践心理学）を取り入れた「マ
マ塾サロン」をお贈りします。自己肯定感を上げる方
法、目指す目標を楽しく達成させる方法を学びます。
講座は、Zoom講座でお届けします。
Zoomが不安な方には、やり方等をお教えしますので安
心して参加できます。生中継の時間帯にZoomで参加で
きない方には、後日、YouTubeの限定配信も可能です。
お楽しみの「おまけ」は、かわいい小花模様のふろし
きバッグです。作り方は動画でお送りします。

バッグは間口
が広く便利

色は4色、参加費支払
い時に先着で選べる

【日 時】1月21日（木） 10：00～11：30 

【対 象】20人 先着 睦合西地区在住者優先

【参加費】300円 【会 場】各自の自宅

【申込み】1月17日(日)までに

8625@city.atsugi.kanagawa.jpに、メール

(氏名、住所、連絡先、ママと子どもの年齢)

【問合せ】公民館Tel ２４３-５３５５

【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
ニュートラルベースNLP 開発者
「サンタが贈るお母さんの教科書
~あなたがママなら大丈夫~」
「今日から子どもと心がかよう
魔法のことば」 他
【TV出演】

2010年 NHKテレヒスペシャル
「日本のこれから～年金問題」
2011年 NHKテレヒスペシャル
「日本のこれから日本の就職難」
2015年日本テレビ「嵐にしやがれ」

ご応募お待
ちしてます

自己肯定感の上げ方
目指す目標を楽しく達成させる方法を学ぶ



令和３年１月１５日 ☆睦 合 西 公 民 館 だ よ り☆ 第２８０号☆

【日 時】 3月7日（日）10時30分～16時
【会 場】 七沢自然ふれあいセンター
【内 容】 所内探検、おやつづくりなど
【対 象】 市内在住の年中～小学2年生 24人

※ 応募多数の場合は抽選
【参加費】 1人1,000円（材料費、保険料）
【申込み】 直接、電話またはファクスに催し名、

〒住所、電話番号、参加者全員の氏名
（ふりがな）、性別、年齢、学年、学校
（園）名を明記し、2月5日（金）までに

七沢自然ふれあいセンターへ。厚木市
講座予約システムからも申し込みでき
ます。管理番号1902008

はじめてキャンプ

第２回天体観望会
～長生きができる星～

『七沢の天体望遠鏡で「オリオン大星雲」
を観望してみよう！』

【日 時】 3月12日（金）18時30分～20時30分
【会 場】 七沢自然ふれあいセンター
【内 容】 講師による天体の解説、天体観望

など
【対 象】 市内在住の小学生以上（中学生以

下は保護者同伴） 25人
※応募多数の場合は抽選

【参加費】 1人100円（材料費、保険料）
【申込み】 直接、電話またはファクスに催し

名、〒住所、電話番号、参加者全員
の氏名（ふりがな）、性別、年齢を
明記し、2月19日（金）までに七沢自
然ふれあいセンターへ。厚木市講座
予約システムから申し込みできます。
管理番号1902020

七沢ステップアップ
キャンプ②

『今年度最後のキャンプ、自然の中で思いっきり
遊ぼう！』

【日 時】 3月28日（日） 10時～20時
【会 場】 七沢自然ふれあいセンター
【内 容】 所内ポイントラリー、野外炊事など
【対 象】 市内在住の小学4～6年生 32人

※応募多数の場合は抽選
【参加費】 1人2,000円（材料費、保険料）
【申込み】 直接、電話またはファクスに催し名、

〒住所、電話番号、参加者全員の氏名
（ふりがな）、性別、年齢、学年、学
校名を明記し、3月5日（金）までに七
沢自然ふれあいセンターへ。厚木市講
座予約システムからも申し込みできま
す。管理番号1902004

令和３年度市民税・県民税申告
受付を完全予約制に変更

市内15地区公民館を巡回して実施する申告受付は、コロナ禍
における感染拡大防止のため、完全予約制に変更します。
【申込】予約専用ダイヤルで先着順に受付（各会場で人数制
限があります。）
【開設日】２月１日から３月２日まで
【対象者】市職員に申告内容を相談して申告書の作成を希望
する方（本人または同居の親族に限ります。）
【お問合先】厚木市役所市民税課☎225-2010（予約専用ダイ
ヤルではありません。）
【お願い】

予約専用ダイヤル、各館の開設日及び予約開始日など詳し
くは、広報あつぎ1月15日号に折り込む「市民税・県民税
お知らせ号」または市ホームページ記事で必ずご確認くださ
い。

ご自身で申告書を作成できる方は、感染拡大防止のため、
郵送または電子による申告書の提出にご協力ください。

平成31年まで３月中旬に開設していた市役所本庁舎４階大
会議室の受付は、感染拡大を万全に防止することができない
ため昨年に引き続き中止します。

締切り間近！あゆコロちゃん
ＧＥＮＫＩポイント

健康づくりで30ポイントを貯めると抽選で特典が当たる「あゆコロ
ちゃんＧＥＮＫＩポイント」の、第２回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
できます！中学生以下には、参加賞があります。

※詳しくは、公共施設に配架のリーフレット等又は市ホームページ
をご覧ください。なお、各公民館等に応募箱が設置してあります。
【対象者】 市内在住・在勤・在学者（全年齢対象）
【応募締切り】 令和３年２月19日（当日消印有効）
【問合せ】 健康長寿推進課 電話 ２２５－２１７４

あなたの「たんす遺産」で 学ぶ
よろこびを世界の人びとに！

うっかり書き損じてしまった郵便ハガキ、使っていない切
手やプリペイドカード等を、厚木市内各公民館、中央図書
館などの受付付近にあるオレンジ色のポスト（箱）にぜひ
入れてください。
公益社団法人「日本ユネスコ協会連盟」主催のユネスコ

世界寺子屋運動では、こうした「たんす遺産」を集めて募
金にかえ、学びの場を世界に広げる運動を行っています。
具体的には、１１枚のハガキで、カンボジアでは一人でひ
と月学べます。
皆さまからのご支援が早く現地に届けられるようにご協力
をお願いします。

「みどりの講習会」
【日 時】 ２月13日（土）・２月20日（土）（全２回）13：30～15：40 雨天決行

【場 所】 ぼうさいの丘公園 講義室ＡＢ(厚木市温水783－1)【対象者】 厚木市内在住、在勤、在学の方３０人
【参加費】 無料 【申込み】 厚木市講座予約システムまたは、ハガキかファックスで〒住所、氏名（ふりがな）、

年齢、電話番号、参加人数を書き環境みどり公社みどり課〈FAX〉248-9502
〈厚木市講座予約システムNo. 2047008〉

【募集期間】１月31日まで。申込多数の場合は抽選。抽選結果は当選者のみに２月５日までに発送
【問合せ】(公財)厚木市環境みどり公社みどり課。電話225-2774

募集
『森で１日遊びつくそう！』

募集

募集

お知
らせ

お知
らせ

お知
らせ

～書きそんじハガキ・キャンペーン～

募集

七沢自然ふれあいセンター

【問合せ】電話 248-3500 FAX：248-4708

みどりの大切さ、庭木の剪定方法について(実技あり)


