
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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549 号 令和４年 7 月 1 日号 ～公民館へ行こう！世代を超え、つながる森の里～ 

お知らせ 事務室休室日 7 月 18 日(月・祝)  諸証明の交付はお取り扱いできませんのでご注意ください。 

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 

【日 時】８月 23 日（火）10 時～11 時 30 分 

【場 所】森の里公民館 ２階集会室 

【対 象】市内在住の小・中学生 20 人 

（小学３年生以下は保護者同伴） 

     ※応募多数の場合は抽選 

【講 師】斎藤 映子氏  

モニークチョークアート協会認定講師 

【参加費】300 円（材料費） 

【その他】汚れてもいい服装でお越し下さい。 

【申込み】７月 22 日（金）までに森の里公民館窓口、 

電話又は市講座予約システムでお申し込みください。 

(管理番号 №２２３０００１) 

※窓口受付、電話申込は、７月 18 日（月・祝）は除きます。 

 

 

作成予定作品 

 
 

 

 第 45 回厚木市民体育祭 
参加者募集！！ 

３年ぶりに厚木市民体育祭が開催されます。森の里地区

では７種目の参加者を募集します。あなたも森の里地区代

表として、参加してしませんか？ 
 

【開催日】９月 11 日（日） 

【対 象】大会当日１ヶ月前から継続して森の里地区に 

住民登録を有している方。児童・生徒は除く。 

【場 所】荻野運動公園、南毛利スポーツセンターほか 

【種 目】ソフトボール（男子）、ソフトバレーボール、 

バドミントン、ゲートボール、卓球、 

ターゲット･バードゴルフ、グラウンド･ゴルフ 

【その他】選手選考する場合があります。応募人数によっ 

ては、参加を見合わせる場合があります。 

【申込み】７月１５日（金）までに森の里公民館窓口又は 

電話でお申し込みください。 

  
～第 76 回あつぎ鮎まつり大花火大会～ 

「みんなの花火」募金について 
８月６日（土）に「あつぎ鮎まつり 大花火大会」を３年

ぶりに開催いたします。そこで、市民の皆様から寄付を募り、

フィナーレに大ナイアガラと一緒に、スターマインを打ち上

げます。ぜひご協力ください。 

なお、今後の感染症拡大の状況によっては、中止となる場

合がありますので、ご了承ください。 
 

【日 時】花火大会 ８月６日（土）午後７時～午後８時 

【受付方法】 

（１）10,000 円（１口）以上  

観光振興課、厚木商工会議所、厚木市観光協会 

（アミューあつぎ２階）の窓口 

※10,000 円以上募金いただいた方には、大花火大会 

の招待状を差し上げます。 

（２）10,000 円未満（窓口に設置の募金箱により受付） 

【設置個所】観光振興課、厚木商工会議所、 

厚木市観光協会、本厚木駅観光案内所、 

各地区市民センター、市内郵便局 19 局 

【問合せ】厚木市観光振興課 電話：225-2820 

あつぎ鮎まつり実行委員会 電話：070-8700-4140 

～窓口受付・グラウンド整備のお仕事です～ 

玉川野球場 会計年度任用職員の募集 

健康で体力に自信のある方の応募をお待ちしています。 

詳しくは、スポーツ推進課まで。 

【勤務時間等】６時間/１日 15 日以内/月（シフト制） 

【時 間 給】1,181 円 

【問 合 せ】スポーツ推進課 電話：225-2530 

森の里小学校２年生による 

「まち探検」 
授業成果発表会 

 

【日 時】７月 15 日（金） 

 ９時 40 分～10 時 25 分 
【場 所】森の里公民館 ２階集会室 

【申込み】当日、直接会場にお越しく 

ださい。 

【問合せ】森の里公民館 

電話：250-5262 

 
森の里地区 

市教育委員会 

地域学校協働活動 

推進員モデル地区 
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★原則、第３金曜日 
【日 時】７月 15 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！） 

【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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 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。 

 

 

 
  

 

 
 
 
市立小・中学校で教員の補助者として勤務する特別支援教育

介助員を募集しています。 
 

【職務内容】障がいのある児童・生徒の食事・身辺・移動等の
介助及び安全確認等 

【応募資格】心身ともに健康で特別支援教育に理解と熱意のあ
る方（医療的ケアに従事する看護師介助員は要看護
師免許） 

【勤 務 地】特別支援教育介助員：市立小・中学校(欠員による)
看護師介助員：緑ケ丘小学校 

【勤務条件】週１～３日程度  
小学校は６時間30分勤務、中学校は７時間30分勤務 

【報 酬 等】時給 1,075 円（看護師介助員 1,565 円） 
通勤距離に応じて通勤手当を支給 

【応募手続】応募手続きの際に面接を行いますので、 
事前に電話でお問い合わせください。 

【問 合 せ】教育指導課 電話：225-2675 

 

 

 
 
日本の武道（合気道）の気や技を使って、どなたでもでき

る護身術の基本を学びます。親子やお孫さんと一緒にご家族
でご参加ください。 
※マスク着用で、検温、手指の消毒、換気を行い、 
３密に注意して開催します。 

 
【日 時】７月 24 日（日）10 時 30 分～正午 
【場 所】南毛利公民館 １階集会室 
【対 象】小学生から大人までのご家族 25 名（先着順） 

※小さいお子様は申込時にご相談ください。 
【参加費】無料                                          
【持ち物】汗拭きタオル、マスク、飲み物、動きやすい服装  
【申込み・問合せ】７月 17 日(日)までに電話、FAX、メールの

いずれかで。 
合気普及会 大野メール：kishou@aiki-seisinkan.org 
電話/FAX :211-4046  携帯：080-5080-8535  

情報公開審査会と 
個人情報保護審査会の委員を募集 

７月から８月まで【親子でいっしょに】特集を行っています！  
親と子で、おじいちゃん、おばあちゃんと一緒にできる、

料理、工作、あそび、ゲームなどの本を集めました。 
どうぞお気軽に手に取ってみてください。みなさんのご利

用をお待ちしています。 

《７月の休室日》 11 日（月）  18 日（月・祝） 

７７７月月月 111555 日日日   
（（（金金金）））   ７７７月月月 111222 日日日   

（（（火火火）））   

（お願い）ご利用にあたっては、休憩時間をはさみ、
午前、午後の入れ替え制となります。なお、お弁当
の注文は当分の間、中止させていただきます。 

食の知識・技術を身に付け、食生活改善推進員として地域に貢献 

「あつぎ食育アドバイザー養成講座」 
 

食の豊富な知識を身につけて、食生活改善や食育の推進
を地域で行うボランティアを養成します。家庭でも生かせ
る食の知識が学べます！！ 
【日程】①９月１日～10 月 26 日（全９回・２か月コース） 
    ②11 月２日～12 月 21 日（全９回・２か月コース） 
【会場】あつぎ市民交流プラザ 
【定員】食のボランティアとして活動する意欲がある市内 

在住の 20 歳以上の方各 12 人 
※②は託児あり（抽選５人） 

【費用】500 円（テキスト代） 
【申込期間】７月１日～８月５日 

（土日祝日を除いた 8時 30 分～17 時 15 分） 
【申込み】講座予約システム又は申込書に必要事項を記入 

の上、郵送（８月５日必着）若しくは直接健康
づくり課へ（抽選）※申込書（兼チラシ）は市
ホームページ又は公民館で入手可。 

【問合せ】健康づくり課 電話：225-2201 

特別支援教育介助員（一般・看護師）を募集 
【学校の教育現場で働いてみませんか？】 

情報公開や個人情報開示の決定などに対する審査請求に
ついて、調査審議をしていただく委員を募集します。 

【募集人数】各１人 
【応募資格】①市内在住在勤在学で応募日現在 18 歳以上。 

②平日昼間の会議（各審査会ともに年５回程度）
に出席できる。③ほかの附属機関の委員でない。
④市の議員及び職員でない。 
①から④の全てを満たす方 
※書類又は面接による選考あり。 

【任期開始日】９月１日   
【報  酬】１日 7,800 円（交通費含む）。 
【応募方法】市政情報コーナー及び市ホームページ（ダウン

ロード可）などにある申込書に必要事項及び応
募動機(400 字程度）を書き、７月 15 日(必着）
までに郵送、FAX 又はＥメールで。 
〒243-8511 行政総務課 
電話：225-2287・FAX：223-4058・ 
メール：0650@city.atsugi.kanagawa.jp 

フードバンクあつぎは、食べきれない食品を回収し、
生活が苦しい家庭等に無償で提供しています。 
７月１日から「ぐるっと広場」でも、食品の寄付がで

きるようになりましたので、ご協力をお願いします。 
【問合せ】フードバンクあつぎサポータ・吉村 

 電話：080-9674-0395 受付時間 11 時～15 時 

   ※「ぐるっと広場」は、火曜日が定休日です。 

厚木市食品ロス削減対策事業交付金対象団体 

フフフーーードドドバババンンンクククあああつつつぎぎぎ 
 


