
主催：森の里地区自治会連絡協議会  

主管：森の里鯉のぼりまつり実行委員会  

協力：森の里まつり世話人会 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

～公民館へ行こう！世代を超え、つながる森の里～ 第 544 号 令和４年4 月15 日号 

４月１日付け人事異動に伴い、職員の異動がありました。

これからも皆様の変わらぬご支援、ご協力をお願いします。 

転出者 お世話になりました。    

〇副主幹兼係長 伊藤 優美（企画政策課へ） 

○主事補    大谷 正英（退職） 

転入者 よろしくお願いします。     

〇副主幹兼係長 竹内 修 （地域包括ケア推進課から） 

○主事        西海 雄一（荻野公民館から） 

お知らせ 
４月２９日（金）、５月３日（火）、４日（水）、 

事務室休室日  ５日（木）は祝日となりますので、事務室は休室と 

なります。※貸し館業務は通常どおりです。 

※事務室休室日、住民票等の諸証明の発行は 

 できませんので、ご了承ください。 

市史編さん事業の紹介と市史を読み解

く手引となる『厚木市史たより』第 26 号

を発行しました。Ａ４判４頁のパンフレッ

ト型の読み物で、内容は、明治時代に活躍

した女流民権家の富井於菟のことです。 

市内各公民館・あつぎ郷土博物館・図書

館・文化財保護課などで 

配布中。 

【問合せ】文化財保護課 

     電話：225-2060 

【おうち時間を豊かに】 

家のなかでできる楽しみ、子どもと一緒にできること、家にいながら旅行気分を味わえ

る本など、おうち時間を充実できるような本を集めました。 

 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 時～12 時 30 分、13 時 30 分～17 時 

【休室日】４月 18・29 日、５月３・４・５・16 日  

【問合せ】電話：248-4558（図書室直通電話） 

 



morinosato kouminkan morinosato kouminkan morinosato kouminkan morinosato kouminkan konnichiwa morinosato kouminkan morinosato kouminkan morinosato kouminkan morinosato kouminkan morinosato kouminkan morinosato 
kouminkan morinosato 

morinosato kouminkan morinosato kouminkan morinosato kouminkan morinosato kouminkan morinosato kouminkan morinosato kouminkan morinosato kouminkan morinosato kouminkan morinosato kouminkan morinosato kouminkan 
morinosato 

m
orinosato koum

inkan m
orinosato koum

inkan m
orinosato koum

inkan m
orinosato koum

inkan m
orinosato koum

inkan m
orinosato koum

inkan m
orinosato koum

inkan m
itsuketa? m

orinosato koum
inkan m

orinosato koum
inkan m

orinosato koum

 
ななさわ森のようちえんinkan m

orinosato koum
inkan m

orinosato koum
inkan m

orinosato koum
inkan m

orinosato koum
inkan m

orinosato  

m
orinosato koum

inkan m
orinosato koum

inkan m
orinosato koum

inkan m
orinosato koum

inkan m
orinosato koum

inkan m
orinosato koum

inkan m
orinosato koum

inkan m
orinosato koum

inkan m
orinosato koum

inkan m
orinosato koum

inkan m
orinosato koum

inkan m
orinosato koum

inkan m
orinosato koum

inkan m
orinosato koum

inkan m
orinosato 

koum
inkan  

グラウンド・ゴルフに対する興味を深めるとともに、初歩的

基礎技術の習得と競技人口の拡大を図るためグラウンド・ゴル

フ教室を開催いたします。 

毎年大好評のやっぱり家がいい！ 第５弾 
第４弾で妻である厚木花子さんを自宅で看取った

一郎さん。 
高齢男性のひとり暮らしが始まります。 
どんな出来事が起こってしまうのでしょうか。 
是非ご来場ください。 
 

【日 時】５月 15 日（日） 
14 時～15 時 30 分（開場 13 時） 

【場 所】文化会館小ホール 
【内 容】医療、介護、生活支援についてイラストを

使った会話形式の講演会 
【参加費】無料 
【申込み】直接、電話又はハガキ、ＦＡＸ、講座予約

システム【№2160007】に参加者全員分
の〒住所、氏名、電話番号、連絡先を書き、
４月 28 日まで（定員に達し受講不可の場
合のみ連絡） 
〒243-8511 地域包括ケア推進課・ 
電話：225-2047・FAX：221-2205 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

【日 時】 ５月 1９日（木）８時集合・出発 

【集 合】 森の里郵便局前 

 ※ 時間厳守でお願いします。 

【行 先】 迎賓館と都内見学 

【参加費】 6,500 円程度（入館料、昼食代、 

 バス料金等） 

【問合せ】 田中まで 

 電話：090-3067-0072 
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【日時等】第 1 回  6 月 19 日（日）10 時～15 時 田植え               ※荒天延期 6 月 26 日（日） 

     第 2 回  8 月 28 日（日）10 時～15 時 草取り、案山子づくり ※雨天延期 9 月 4 日（日） 

     第 3 回 10 月 16 日（日）10 時～15 時 稲刈り              ※雨天延期 10 月 23 日（日） 

     第 4 回 12 月 11 日（日）10 時～15 時 収穫祭（収穫した米で野外炊事等） 

【会 場】七沢自然ふれあいセンター及び七沢の田んぼ  

【対 象】市内在住の親子 50 人 ※応募多数の場合は抽選 

【参加費】1 人 3,000 円（材料費、保険料）、3 歳未満は 180 円（保険料） 

【申込み】5 月 19 日（木）までに講座予約システム、又は電話で七沢自然ふれあいセンターへ。 

【問合せ】七沢自然ふれあいセンター 電話：248-3500 

講座予約システム 

ＱＲコード 

 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。 

【主 催】公益財団法人厚木市スポーツ協会 
【主 管】厚木市グラウンド・ゴルフ協会 
【後 援】厚木市教育委員会 
【日 時】５月１２日（木）予備日１３日（金）９時～正午 
【会 場】及川球技場 
【対 象】市内在住在勤在学者 ２０人 
【参加費】５００円（保険料含む。） 

【申込み及び問合せ】 

４月２５日（必着）までに、官製はがき、ＦＡＸ、
又はインターネットにより教室名、〒住所、氏名（ふ
りがな）、年齢、電話番号を記入し、厚木市温水西
1-27-1 公益財団法人厚木市スポーツ協会事務局
（電話：247-7212・ＦＡＸ：248-7151）へ申
し込む。なお、申込多数の場合は抽選とする。 

 
【４月の休室日】１８日（月）、２９日（金・祝） 

 

「やっぱり家がいい！～医療・介護・生活支援を

考える～」 

走り方教室をはじめ、誰でも楽しめる様々な種目

を行います。 

【日 時】５月７日（土）・８日（日）10 時～16 時 
【会 場】荻野運動公園､及川球技場 
【実施種目】ＮＰＯ法人厚木スポーツクラブ、又はＳＣＤ 

スポーツクラブのホームページをご確認くだ
さい。 

【料 金】一部有料 
【定 員】10～30 名 各教室ごとに定員を設定します。 
【申込み】ＳＣＤスポーツクラブのホームページにある

申込書を４月 28 日までにＳＣＤスポーツク
ラブへ。メールアドレス：info@scdev.jp。
定員に達した場合は、抽選。 

【問合せ】ＮＰＯ厚木ＳＣ事務局 電話：204-5617 
※詳細はホームページをご確認ください。 

５５５月月月 111999 日日日   
（（（木木木）））   

「四季の路から（４月 1 日号）｣でお知らせ

しているバスツアーの日程が、次のとおり決ま

りました。(申込み受付は４月 15 日(金)で終了) 


