
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ６月１日は人権擁護委員の日です。 

人権擁護委員が悩み事や近所のもめ

ごとなどの相談に応じます。 

予約不要ですのでどなたでもお気軽

にご相談ください。 

 

【日 時】６月３日（金） 

１３時３０分～１６時  

【場 所】 森の里公民館 ３階会議室 

【問合せ】市民協働推進課  

電話：225-2215 

【開設初日】５月２８日（土）７時～７時３０分 

【朝市会場】森の里公民館向かいの若宮公園駐車場 

【注意事項】①車・バイクでのご来訪はご遠慮ください。 

      ②レジ袋は用意していません（販売も無し）。 

       マイバッグ、レジ袋等を必ずご持参ください。 

      ③釣銭が必要無いように小銭をご用意ください。 

      ④必ずマスク着用でご来訪ください。 

      ⑤体調が優れない方はご来訪をご遠慮ください。 

      ⑥開設初日は特別なサービスはご用意していません。 

      ⑦天候不順の場合は開催を中止いたします。 

【開催予定】５月下旬から１１月末までの第２、第４土曜日 

【問 合 せ】hatipapa4085@gmail.com (担当：髙村) 

※ボランティアスタッフ（朝市を支援してくださる方）を募集しています。 

発行 厚木市立森の里公民館  

〒243-0122厚木市森の里1-31-1 

TEL 250-5262 FAX 250-5599   

e-mail アドレス 

8624@city.atsugi.kanagawa.jp 

第546 号 令和４年５月 15 日号 ～公民館へ行こう！世代を超え、つながる森の里

～ 

あつぎ家庭の日 
毎月第３水曜日は 

☆ウェブで公民館だよりのカラー版をチェック！ 森の里公民館だより 検索 

 

お待たせいたしました！ 

いよいよ森の里朝市を開設します。 

ご近所でお誘い合わせの上、奮って、お越しください。 

 

【配布期間】５月 16 日～（なくなり次第終了） 

【配布場所】市役所本庁舎１階、保健福祉センター１階、公民館 

【布製マスクの種類】平型（綿・縦 9.5cm×横 13.5cm） 

立体型（ポリエステル・縦 14.0cm×横 20.0cm など） 

【配布枚数】平型・立体型各 5,000 枚 

【申 込 み】事前申込不要。配布場所でご自由にお取りください。 

【問 合 せ】健康長寿推進課 電話：225-2174 

国の布製マスクを有効活用するため、必要とする市民の方へ配布します。 
 

身近にある「榎田川」で調べてみよう！ 

槐（えんじゅ）先生がまた来てくれます！ 

≪開催日≫ ６月１２日（日）  
≪時 間≫ ９時 30 分～11 時 30 分（集合時間は９時）  

≪内 容≫ ①森の里公民館１階玄関前に集合。開会式を行います。 

       ②榎田川へ出発！15 分程度で現地に到着。 

榎田川で生き物を捕まえて観察します。 

        ③現地で閉会式を行います。   

≪対 象≫ 小学生（幼児は、保護者同伴で参加できます。） 

≪持ち物≫ タオル・水筒・敷物・ノート・鉛筆・履きなれた靴（濡れてもいいもの） 

※川の中に入るので、汚れてもいい服装で来てください。 

また、危険防止のため、サンダルはご遠慮ください。 

≪申込み≫ ５月 31 日（火）17 時までに公民館へ（電話：250-5262） 

 

川にはどんな生き物が住んでいるのかな？ 

みんなはどんな生き物を見つけられるかな？ 
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◆民生委員・児童委員                                    （敬称略） 

氏名 電話番号 担当地区 

・家入 弘子    248-1540 森の里１丁目（１番～２６番）、森の里若宮 

・中村 綾子   250-1258  森の里１丁目（２８番、２９番、３３番） 

・鈴木 恵子    248-9163 森の里２丁目（１～１８番） 

・広瀬 啓子  250-3219  森の里２丁目（１９番～３７番） 

・河合 美津子   247-5620 森の里３丁目（１番～１１番、２３番～２８番） 

・髙田 昇     404-0713 森の里３丁目（１２番～２２番、２９番～３７番） 

・田端 薫     248-3829 森の里４丁目（２１番～４５番） 

・岡田 和男   248-7857  森の里４丁目（１番～２０番） 

・行本 住枝   250-5271  森の里５丁目 

◆主任児童委員   
氏名 電話番号 担当地区 

・松本 公子   247-0613 
森の里小、森の里中 

・内山 千鶴    250-3325 

私たちは次のような活動をしています。 

 

① 地域の方々や高齢者、子育て家庭、 

 障がいのある方々の相談に応じ、皆さ 

んが地域で元気に生活できるよう応援 

します。 

② 皆さんからの相談を受け、行政や民 

間の様々な制度やサービスの利用を紹 

介します。 

③ 地域の様々な福祉活動を支える方々 

と協働し、ともに住みやすい地域づく 

りの推進に努めます。 

 

 
 
 
 

     
                           

セーフコミュニティ認証都市 あつぎ 
厚木市は安心・安全なまちづくりを推進しています。 

《５月の休館日》16 日（月） 

【日 時】 原則、第３金曜日、10 時 15 分～11 時 30 分 
【場 所】 森の里児童館  
【内 容】 手遊び、読み聞かせなど 
【対 象】 乳幼児と保護者           
【参加費】 無料 

地域住民が主体の団体やグループで、定期的に地域福祉推

進のための活動をしている団体等に年間 5,000 円の活動費

を助成します。 

なお、「誰もが参加でき、趣味又は老人会活動ではないこ

と」「厚木市、社会福祉協議会、地域福祉推進委員会からの

交付金又は補助金の交付を受けていないこと」等、要件があ

りますので詳しくは厚木市社会福祉協議会にお問い合わせ

ください。 

【問合せ】厚木市社会福祉協議会 地域福祉係 

 電話：225-2949 
 

「通いの場」とは、高齢者（65 歳以上）の方々が

社会的孤立の解消、心身の健康保持及び介護予防を目

的に「普段の生活の中で」「お住いの地域で」「地域の

方々と交流できる」場のことです。 

本市では新たに「通いの場」を開設する団体等に対

し、最大５万円の交付金を交付します。 

「通いの場」の開設を検討されている方は、地域包

括ケア推進課地域支援係までご相談ください。 
 
※通いの場の活動内容例 

〇茶話会〇健康体操〇料理〇陶芸 

〇手芸〇将棋・囲碁〇健康相談 
 

【問合せ】地域包括ケア推進課地域支援係  

電話：225-2224 

厚木市マルチメディアボランティア（マルボラ）は、情報プラザを中心に初心者向けのパソコンやスマホ講
座などを行っている団体です。新しくスマホの LINE（ライン）などの講座も開設します。 

マルボラの講座や手ほどき（無料）については随時募集していますので、ぜひご参加ください。 
【日 時】毎週木曜日と土曜日 10 時～正午 
【場 所】厚木市情報プラザ（厚木市岡田 3050 アクストメインタワー２階） 
【内 容】ワード、エクセル、インターネット、スマホの使い方など。 

今後公民館等で行うスマホ講座等も計画しております。詳細は随時マルボラのホームページでお知
らせしますので、ご覧ください。マルボラ HP https://mulvol.jpn.org/ 

【問合せ】厚木市情報プラザ 電話：220-2711 


