
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

依  知  南  公  民  館 

厚 木 市 下 依 知 三 丁 目 １ 番 ７ 号 

電 話/（046）245-0436 

ＦＡＸ/（046）244-1100 

E ﾒｰﾙ / 8613@city.atsugi.kanagawa.jp  

全地区公民館だよりが厚木市のホームページに掲載されています。 http://www.city.atsugi.kanagawa.jp/ 

依知南地区ふれあい宣言スローガン『地域の絆・心の輪をつなげよう・えち南』 

 
 
 
 学校施設の維持管理に係る消防用設備及び小・中学校の緊
急地震速報受信システムの点検を次のとおり実施します。 
 点検当日は試験であることを放送した上で警報等の音声が
流れますので、ご承知おきください。 
【点検場所】市立小・中学校（36 校） 
【点検期間】 
①消防用設備:７月末～８月（夏休み期間中を含む。１校当

たり１日又は２日間) 
②緊急地震速報受信システム:８月23 日（火） 
【問 合 せ】教育施設課学校管理係 
      電話225-2601 

市立小・中学校消防設備 及び 
緊急地震速報システム点検のお知らせ 

 
 
 
 「なかなか疲れがとれないな～」「なんだかやる気がでない
…」と感じるのは、睡眠に原因があるのかもしれません。今回
の講座は、睡眠の質を高めるポイントに「香りのサシェ」作り
体験をプラス、さらに悩みを抱える大切な人のサインに気づ
き、必要な支援につなげ見守る、ゲートキーパー養成講座を同
時開催します。 
 睡眠の基礎知識だけでなく、あなた自身も身近な人も元気に
なる、ココロとカラダのつくり方のお話です。 
 また、血管年齢と骨健康度を測定できますので、ぜひお気軽
にご参加ください。 
【日 時】９月13 日（火）14 時～15 時30 分 
【場 所】依知南公民館 集会室 
【対 象】市内在住の40～64 歳の方 
【申込み】健康づくり課窓口、電話又は講座予約システム

（2211046）にて受付。定員15 人（申込み多数の
場合は抽選） 

【問合せ】健康づくり課 電話225－2201 

睡眠力アップ基礎講座 
～眠れるココロとカラダの作り方～ 

 

 ０歳～６歳のお子さまとお父さん、お母さん、一緒に遊びましょう。 
◆日 時◆ ８月25 日（木）10 時30 分 ～ 11 時30 分 （10 時15 分から受付開始） 

◆場 所◆ 依知南公民館 ２階 集会室 

◆対 象◆ 未就学児と保護者 10 組 

◆内 容◆ ⾧崎先生によるリトミック 

◆申込み◆ ８月15 日（月）までに依知南公民館へ。なお、依知南地区在住の方を優先とします。 
      応募者多数の場合は抽選とし、結果は郵送でお知らせします。 

◆問合せ◆ 依知南公民館 電話245-0436 

◆主催◆ 依知南地区地域福祉推進委員会 依知南地区民生委員児童委員協議会 

令和４年８月１日号 

 
 
 あなたも腹式呼吸のスポーツ吹矢で健康!会話交流会で仲
間づくりしませんか?只今吹矢体験会募集中です。 
【問合せ】090-9642-5566（小林） 

詳 心・技・体 

 
 
◎ ８月２日（火）夜間にねずみ・衛生害虫防除作業を実施いたします。つきましては、貸館時間を次のとおり変更いたします

ので、ご注意ください。ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解の程、よろしくお願いいたします。 
 8 月２日（火）の公民館開館時間 ９時～17 時15 分 
  なお、戸籍、住民票、税証明等の諸証明発行業務は通常どおり行います。（発行時間 ８時30 分～17 時15 分） 
◎ ８月11 日（木・山の日）は戸籍、住民票、税証明等の諸証明発行業務は休止いたします。また、公民館印刷室も利用でき

ません。ご注意ください。 

♦こうみんかん・センター 通信♦  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

令和４年８月１日号 

 
 
 
 厚木市グラウンド・ゴルフ協会は、協会員の合同練習日に初
心者教室を開催し、楽しく親切に指導しています。 

交流・教室場所 開催日《８月》 時間 
ぼうさいの丘公園多目的広場 休み 

― 
荻野運動公園多目的広場 休み 
及川球技場 ２・９日（火） 

30 日（火） 
18 時～21 時 
９時～13 時 

南毛利スポーツセンター 23 日（火） ９時～13 時 

つつじの丘公園多目的広場 26 日（金） 13 時～16 時 
【主 催】厚木市グラウンド・ゴルフ協会 
【対 象】厚木市・愛川町・清川村の方 
【参加費】無料（初回の方は公式ルールブックは

500 円で販売） 
【問合せ】電話245-7223（佐藤） 
 ※用具のない方には、協会が無料で貸出しています。 

 
 
【主 催】厚木市・軍浦市友好交流協会 
【日 程】10 月２日・９日・16 日・30 日（すべて日曜日） 
【時 間】９時30 分～11 時30 分 
【場 所】厚木南公民館 
【内 容】韓国語文字が読めるように指導します。 
【参加費】全４回2,000 円（教材費含む） 
【申込み締切】９月16 日（金） 
【申込先】chie_mat@hotmail.com 
     （メール申込み後、返信がなかった場合は必ず問合

せ願います。） 
【問合せ】090-5210-3724（松村） 

 
 
 
【日 時】８月19 日（金）８時～15 時 
     ※８時に厚木中央公園集合 
【場 所】玉川公民館、石雲寺（伊勢原市） 
【対 象】小学３年生～10 代の青少年 20 人 
【参加費】500 円（保険代等） 
【持ち物】汗拭きタオル、帽子、昼食、水筒、活動しやすい服

装でご参加ください 
【内 容】座禅体験、ユネスコ・SDGs の学習、平和の鐘を鳴

らそうイベント 
【申込み】８月５日（金）までにFAX 又は郵送で「氏名」「ふ

りがな」「学校名」「学年」「住所」「電話番号」「保
護者氏名」「緊急連絡先」をご記入の上、お申し込
みください。 

     〒243-0216 厚木市宮の里４-10-６ 
     横本 久 宛（電話・FAX 242-2050） 
【問合せ】石井 電話080-9296-2284 

 
 
 
 働いている方やこれから働きたい方を対象として、労働条件
や役立つ社会保険等を学び、働くことの不安等を軽減するため
の講座です。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、
中止又は延期になる場合があります。 
【日 時】９月11 日（日）10 時～12 時 
【場 所】あつぎ市民交流プラザ６階 ルーム610 
【対 象】市内在住在勤在学の方 25 人 
     （申込み多数の場合は抽選） 
【託 児】１歳～小学校３年生（要事前予約） 
【講 師】日本ｷｬﾘｱ・ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ協会 一ノ瀬史子氏 
【参加費】無料 
【申込み】講座イベント番号（2214002）、窓口、電話又はは

がきに講座名、〒住所、氏名、電話番号、託児の有
無（有の場合は、お子様の氏名・ふりがな・生年月
日）を明記の上、８月22 日（月）【必着】までに市
民協働推進課へお申し込みください。 

【問合せ】〒243-8511 厚木市中町３-17-17 
     市民協働推進課 電話225-2215 

 
 
 市立小・中学校では、教職員の日常業務の多忙化緩和と休暇
取得促進のため、次の期間を学校閉庁日とします。 
 事故などで緊急に連絡を要する場合は、教育委員会へご連絡
ください。 
【期 間】８月13 日（土）～15 日（月） 
【問合せ】 
 学校閉庁に関すること  教育総務課 電話225-2663 
 児童・生徒に関すること 教育指導課 電話225-2660 
 転入・転出に関すること 学務課   電話225-2650 

夏季休業中における学校閉庁日について 

 
 
◎ ７月23 日（土）およそ半年ぶりに公民館学級講座を開催

しました。今回は大変ご好評いただきました「ウェルカムボ
ードドをを作作ろろうう!!」」参参加加ししたた皆皆さまはは、、真真剣剣なな眼眼差差ししでで自自分分だだ
けののオオリリジジナナルル作作品品をを作作っってていまししたた。。 

 
 
 
 
◎ 新型コロナウイルスの新規感染者数が増加しています。 
 日頃から感染対策を行っていただいていると思いますが、 
 もう一度、感染しない・させない行動の徹底をお願いします。 
  なお、公民館へお越しの際はマスク着用・手指消毒の励行

にご協力ください。 

♦こうみんかん・センター 通信♦ 

第43回ユネスコサマースクール 
主催：厚木ユネスコ協会 後援：厚木市教育委員会 

元気で、楽しい活動に参加を！  

グラウンド・ゴルフ《教室》 

韓国語初心者講座 

知っておきたい労働法セミナー 
～働く人の権利を知る～ 

労働法 
セミナー 


