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森の里地区体育振興会 

 ◎お手伝いいただける方は、12 月２日（金）までに、 

 来館時に窓口へお申し出いただくか、お電話でご連絡くだ 

 さい。森の里公民館を拠点に活動されている、１人でも多 

 くの皆さんのご参加をお待ちしています。 
 

※雑巾をお持ちください。 

※例年、調理実習室を掃除してくださる方が少ないため、 

日頃から調理実習室を利用される方は、積極的なご協力を 

お願いします。 

【日 時】 12 月 12 日（月）10 時から 

【集 合】 森の里公民館２階集会室 

 

～森の里地区の選手として参加してみませんか？～ 

【日 時】令和５年１月 29 日（日）10 時スタート ※雨天決行   

【場 所】荻野運動公園競技場及び周辺道路（６区間 21.5 ㎞） 

【対 象】森の里地区に 12 月１日から大会当日まで継続して住民登録をしている方。 

     第１・２・３・６区は高校生以上の男子、第４区は中学生以上の女子、 

     第 5 区は中学生男子。 

【区 間】第１区[荻野運動公園競技場～富士通厚木総合グラウンド]     ３.５㎞ 

     第２区[富士通厚木総合グラウンド～日産ＮＡＴＣセミナーハウス] ３.３㎞ 

     第３区[日産ＮＡＴＣセミナーハウス～ぼうさいの丘]       ５.０㎞ 

     第４区[ぼうさいの丘～文化会館]                １.５㎞ 

     第５区[文化会館～林中学校前]                 ２.９㎞ 

     第６区[林中学校前～荻野運動公園競技場]            ５.３㎞ 

【申込み】11 月 30 日（水）までに森の里公民館へ。 

みんなで頑張ってタス

キをつなぎましょう！ 

選手選考をする場合が

あります。 

森の里音楽祭当選者の皆様へのお願い！！ 
 

１ 入場券を持参してください。 

２ 森の里中学校は土足禁止なので、上履きを持参してください。 

３ 駐車場はありません。 

４ 車で送迎される方は、渋滞を起こさないために右折での侵入は禁止とします。 

  ５丁目方面からお入りください。 

５ 車両は中学校内一方通行とします。 

６ 来場前に体温を測定していただき、熱がある場合は参加をご遠慮願います。 

  なお、当日欠席される場合の連絡は不要とします。 

７ マスクを着用し、温かい服装でお越しください。 

【日 時】12 月 11 日（日）※雨天中止 

     受付 9時 15 分～ 9 時 30 分  

     開会式 9時 30 分  

【場 所】玉川小学校校庭   

【対 象】森の里・玉川地区在住、在学者で、5歳以上 

     小学生以下の方。 

        ファミリーコースの部《約 1.5 ㎞》：【発走 10 時】 

        小学４年生以上の方 

     ファミリーコースの部《約１㎞》：【発走 10 時 20 分】 

        小学３年生以下の方（未就学児は、保護者要同伴） 

【コース】玉川小学校周辺道路 

【申込み】11 月 18 日（金）までに、森の里公民館又は玉川 

     公民館に備付けの申込用紙でお申し込みください。 

【その他】今年度は一般の部（約４㎞）は行いません。 

     ファミリーコースの部のみになります。 

【問合せ】森の里公民館（電話:250-5262） 

     玉川公民館（電話:248-0006） 
 

再掲 

森の里・玉川地区 
体育振興会合同事業 

11 月 23 日（水）は、祝日となりますので、事務室は休室となります。 
※事務室の休室日等は、諸証明の発行はできませんのでご了承ください。 



厚木市は安心・安全なまちづくりを推進しています。 

セーフコミュニティ認証都市 あつぎ 

《 1 1 月 の 休 室 日 》  2 1 日 （ 月 ） 、 2 3 日 （ 水 ・ 祝 ）       
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人権週間（12月4日から10日）にちなんで、特設人権

相談を開催します。 

人権擁護委員が悩みごと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、お気軽にご相談ください。

秘密は厳守します。 

【期 日】12月７日（水） 

【時 間】９時～12時、13時～16時 

【会 場】本庁舎１階 総合相談コーナー 

【問合せ】市民協働推進課 人権男女相談係 

  電話：225-2215 

～特設人権相談～ 

 

 
 

 

 

 

【日 時】12月2日（金） 

     午前の部/10時～11時30分 

     午後の部/13時～14時30分 

【場 所】ぼうさいの丘公園 センター施設 

     （厚木市温水783－1） 

【内 容】リース型にヒューケラやビオラなどをギャ

ザリングします。 

【対象者】市内在住、在勤、在学の方 各15人 

【参加費】3,000円 

【 】講座予約システム（午前：2247002） 

     （午後：№2247004）又は、ハガキ、 

      FAX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 

               施設課へ。FAX：248-9502 

【 】11月10日～18日(必着)。 

               申込多数の場合は抽選。 

【問合せ】(公財)厚木市環境みどり公社施設課  

     厚木市長谷626-1 電話：225-2774 

     ※新型コロナウイルスの影響により、中止 

               になる場合があります。 

『冬を楽しむギャザリング講座』 

交流・教室会場 開催日《12月》 受付・時間 

ぼうさいの丘公園 多目的広場   ２日     金曜日 

９時～13時 
荻野運動公園 多目的広場  7日・21日 水曜日 

及川球技場  13日・27日   火曜日 

南毛利スポーツセンター 

グラウンド 
   6日・20日 火曜日 

つつじの丘公園 多目的広場    9日・23日 金曜日 13時～16時 

  厚木市グラウンド・ゴルフ協会は、協会員の合同練習

日に一般市民の方々を対象として、初心者教室を開催し、

指導員が楽しく親切に指導しています。 

 ◎ 参加対象：厚木市・愛川町・清川村在住の方 

 ※直接、お近くの会場にお越しください。 

【参加費】無料。初回の方に、公式ルールブック 

              （500円）の購入をお勧めしています。 

【用 具】用具の無い方には協会が無料で貸出し 

               いたします。 

【主 催】厚木市グラウンド・ゴルフ協会 

【問合せ】地区担当：山田  

                電話：247-8829 
 

 

 
 
 
 
 

★原則、第３金曜日 

【日 時】11月18日（金）10時15分～11時30分 

【場 所】森の里児童館（直接お越しください！） 

【対 象】乳幼児と保護者 

【参加費】無料 

紙皿でウサギ

ハットを作り

ます。 

～通いの場を作ってみませんか～ 

「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 


