
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

  

   

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子ども会 開 催 日 集合場所 

１丁目 7/25～28 ひだまり公園 

２丁目 ７/23～25 ２丁目自治会館の庭 

３丁目 ７/25～28 くりのみ公園 

４丁目 ７/25～29 みずのわ公園 

５丁目 ７/25～28 そよかぜ公園 

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550号 令和 4 年7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 

☆７月18日(月)、８月11(木)は、祝日のため、事務室は休室します。住民票などの諸証明

の交付はお取り扱いできませんのでご注意ください。 

 

森の里朝市（森もり市）のマスコットキャラクタのイメ

ージを募集します。 
 

【募集要件】①森の里らしいマスコットのイメージ 

②朝市らしく元気で活気がある 

     ③誰からも親しまれる 

     ④カラー、または単色のいずれでも可 

【応募方法】マスコットキャラクタのイメージと説明文 

（２００字以内）を添えて問合せ先まで送信 

してください。（様式は自由） 

【募集期間】７月３０日（土）まで 

【問合せ】hatipapa4085@gmail.com (担当：髙村) 

※７月９日（土）から、朝市会場内において

ウクライナ難民への募金活動を開始します。 

※７月２３日（土）は、厚木警察署が特殊詐

欺防止のための啓発物を配布します。 

・ご自宅に届いた申請書を持って、市役所１階市民課までお越しください！ 

・職員が顔写真の撮影からマイナンバーカードの申請までをお手伝いします。 

写真撮影等の費用はかかりません。 

※申請書がない場合は、本人確認書類（運転免許証等）をお持ちください。 

【問合せ】市民課 電話：225-2039  

＊マスクを着用して来場してください（ラジオ体操中は
外しても大丈夫です。）。 

＊新型コロナウィルスの感染の状況によっては予告なく
中止することがあります。 
【問合せ】 馬場 電話：090-9664-6276 

【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） 

【参加対象】小学３年生から 10 代の青少年まで 20 名 

【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 

【申込方法】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） 

【申込締切】８月５日（金）まで 

【問合せ】石井 電話：080-9296-2284 

私たちは“ゴミのない クリーンな住みよい街づくり”

を目指して、活動するサークルです。 

「ゴミを１つ拾うと心が１つきれいになる」の気持ちで 

運動と健康を兼ねたボランティア活動です。 

現在、男性 19 名、女性 10 名、小学生 1 名、全会員

30 名の構成です。子どもから大人まで共に森の里を綺麗

にしたいと思う仲間がオレンジ色のベストを着て活動し

ています。 
 

＜活動の内容＞ 

森の里地区の公園・道路・遊歩道等に捨てられたゴミ拾

いが主ですが、活動を通して美化啓発を図ります。 

＜活動の方法＞ 

自分の都合のよい時間、体調に合わせ“３Ｇ 精神”（義

務なし、義理なし、頑張りなし）をモットーに散歩感覚で

活動を行ないます。また、偶数月の第４土曜日の午前９時

から合同活動を実施し、そのあと情報交換会を行います。

関心のある方は次の連絡先にお問い合わせください。 

＜問合せ・申込先＞ 代表：濱野 電話：247-4482 

各丁目子ども会では、今年もラジオ体操を行います。 
朝６時３０分からですので、１０分前には集合してくだ
さい。ラジオ体操をする日は、子ども会によって異なり
ますので、気をつけてください。 
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交流・教室会場 開催日《８月》 受付・時間 

及川球技場 

【 】はナイター 

【２日・９日】火曜日 

30 日     火曜日 

【18 時～21 時】 

9 時～13 時 

南毛利スポーツセ

ンターグラウンド 
23 日       火曜日 9 時～13 時 

つつじの丘公園 

 多目的広場 
26 日     金曜日 13 時～16 時 

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。ぜひお気軽に御参加ください。 

※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）、窓口又

は電話、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【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 

◎ 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】用具のない方には、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 

 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。 

《７月の休室日》 11 日（月）、18 日（月・祝） 

Ⓒ 

８月 

ゲートボール練習会を楽しくやっています。参加自由
です。初心者にはわかりやすく指導します。用具もお
貸しいたします。 
【日 時】毎月 第１・３・５週の月曜日 
     8 時 30 分～11 時 30 分 
【場 所】厚木市金田ゲートボール場 
     鮎津橋下流中津川沿いにあります。 
【問合せ】厚木市 GB 連合 上原 

携帯：090-2200-2344  

仕事、家事に追われて自分のことが後回しになっているあなたへ！講師によるラテン系エクササイズと 

保健師・管理栄養士による健康・栄養講座で自分の心身を見つめなおし、理想の健康女子を目指しましょう♪ 
 

【日 時】９月 26 日、29 日、10 月３日、11 日、17 日、20 日、25 日（全７回）10 時～12 時 

【場 所】市保健福祉センター、あつぎ市民交流プラザ 

【対 象】市内在住で今年度 40～59 歳（昭和 38 年４月２日～昭和 58 年４月１日）になる介護保険 

サービスを利用していない女性 

【定 員】20 人（申込多数の場合、抽選）託児あり（10 人、抽選） 

【費 用】無料 

【申込締切】８月 12 日（電話、窓口の場合、土・日・祝日を除いた８時 30 分～17 時 15 分） 

【申込方法】①健康づくり課の電話、窓口での申込 

     ②講座予約システム（No.2211003）より申込 

【問合せ】市保健福祉センター２階 健康づくり課 電話：225-2201  

※ロハス（フラダンス、11 月開始、全７回）については別途募集予定（重複受講不可） 

※新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、中止となる場合があります。 

地域に伝わる伝統文化への関心を高めていただくため、
小学１～６年生の子供たち 10 人を対象に、相模里神楽垣澤
社中がお神楽の舞のワークショップを行います。 
【日 時】※全５回 

7 月 28 日（木） 9 時 30 分～11 時 30 分 
7 月 29 日（金）14 時 30 分～16 時 30 分 

 8 月 18 日（木） 9 時 30 分～11 時 30 分 
8 月 19 日（金）14 時 30 分～16 時 30 分 

 8 月 20 日（土）14 時 30 分～16 時 30 分 
【場 所】相川公民館和室 
【申込み・問合せ】相模里神楽垣澤社中 連絡：229-0485 

E-mail:sagami.satokagura@gmail.com 


