
～公民館へ行こう！世代を超え、つながる森の里
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第 553 号 令和 ４年 9 月 1 日号 

事務室休室日  

９月 19 日（月）、23 日（金）は、祝日となりますので、事務室は休室となります。 

９月 12 日（月）は、８時 30 分から 13 時まで電気工作物点検のため、公民館への入館はできません。 

公民館への電話や FAX などもつながりません。※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。 

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  
森の里公民館だより 検索 

  公民館まつり開催決定 森の里音楽祭開催決定 

  競技種目 参加対象 予定時間 

１   50 ｍ競走   女性、小学２年生以下男性、60 歳以上男性 ９： 35     

２   80 ｍ競走   男女希望者 ９： 45  

３   宝物釣りだぞー （粗品釣りレース）    60 歳以上男女  10 ： 00  

４   人生、山あり谷あり （障害物競走）   １自治会 10 人程度   10 ： 15  

５ ★他力本願 （新玉入れ競争）   １自治会 15 人（小学生以下及び 60 歳以上の男女）   10 ： 30  

６   ガンバレ、ガンバレ （ドリブル競走）   未就学児   10 ： 45 

７   おなかと背中がくっつくぞ（パン食い競走）   小学生以下   10 ： 55 

８ ★ホールインワンでトップになろう！   １自治会６人（自治会長、60 歳以上５人）   11 ： 10 

９   スーパータマイレ（玉入れ）   １自治会 10 人程度（小学生以上の男女）   11 ： 25 

10 ★綱引き   1 試合で自治会男女各 5 人 

(申込人数は 1 自治会男女各 10 人以下） 
  11 ： 35 

11   未来への駆け足 （小学生リレー）   1 年から３年生４人、４年から６年生４人 

（男女問わず） 
  11 ： 50 

12 ★華麗に、そして豪快に （男女混合リレー）   男子５名、女子４名（中学生以上）   12 ： 00 

公民館まつりの開催が決定しました。 

開催日 11 月 12 日（土）、13 日（日） 

詳しくは、公民館だより９月 15 日号でご案内します。 

森の里音楽祭の開催が決定しました。 

開催日 11 月 27 日（日） 

場   所 森の里中学校体育館 

詳しくは、公民館だより 10 月１日号でご案内します。 

 移動番屋の日程について 

市民安全指導員が防犯に関する情報の提供や

ご相談をお受けいたします。 

  防犯啓発物品も配布しておりますので、お気

軽にお立ち寄りいただき、日頃の防犯にお役立

てください。 

【日 時】９月６日（火）10 時～ 13 時 

【場 所】森の里公民館玄関前  

【問合せ】セーフコミュニティくらし安全課 

     電話： 225-2148 

【日 時】10 月９日（日）９時～開会 

 （９時 35 分～競技開始） 

【場 所】森の里小学校校庭  

【申込み】参加を希望される方は、 
          自治会の回覧で申込み下さい。    

 

参加する際の留意事項 

◇自宅で検温を行い、体調がよくない場合は来場をお控えください。 

◇会場内は、マスクの着用をお願いします。 

◇大声での応援、ハイタッチなどはお控えください。 

◇競技前後は、アルコール等の手指消毒にご協力願います。 

◇その他主催者が行う感染防止対策にご協力願います。 

★は自治会対抗種目            【主催】森の里地区大運動会実行委員会 【主管】森の里地区体育振興会 

～君の想いを“大きな大きなキャンバス”に描こう！ 

あつぎキッズゲルニカプロジェクト参加者募集 
 たて３.５ｍ×よこ７.８ｍのキャンバスを使って、世界の恒久平和

を願う市民の皆さんの手による大型絵画を制作します。 

【学習会や制作活動】８月下旬～（９月以降は土日に活動） 

【募集人員等】約 30 人（市内在住、在学、在勤の 19 歳以下の方） 

【場  所】アミューあつぎ、厚木シティプラザ など 

【申 込 み】電子メール、はがき、ＦＡＸで福祉総務課へ 

【問 合 せ】福祉総務課 電話： 225-2200 

             E-mail 1900@city.atsugi.kanagawa.jp 

お知らせ 

 

 



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 

 

（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。 

  ★原則、第３金曜日 

【日 時】９月16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 

9月16日 
 （金） 

9月13日 
 （火） 

   森の里地区内住民同士の親睦・交流を図るとともに、生涯スポーツの一環として健康維持・増進のため2022年度 

   (下期)グラウンド・ゴルフ大会を開催いたします。皆様の参加をお待ちしております。 

 

【主  催】森の里地区地域福祉推進委員会            【表  彰】順位賞・ラッキー賞・ホールインワン賞     

【主  管】いきいき部会・ミニデイ企画運営委員会            各賞との重複はなし 

【開催日時】10月６日（木）予備日10月１３日（木）       【申  込 先】地区担当：山田 電話：247-8829               

        ９時30分スタート（集合９時）              【申込締切】９月２０日（火） 

【場  所】原っぱ広場（テニスコート下のグラウンド）      【そ  の 他】順位は個人戦、４ラウンドの合計で決める。 

【参加資格】森の里地区在住で６５歳以上の方               コースは８ホール。 

【参  加 費】無料                            マスク・飲み物を忘れずにお持ちください。 

【用  具】各自持参 貸出用の用具あり（クラブ、ボール等）                        

森の里ミニデイサービス 

敬老の日 

皆様のご長寿をお慶び申し上げます。 

７５才以上の方を対象に 
    敬老の日のお祝い記念品 
    を担当民生委員がお届けに 
    伺います。 

《 ９ 月 の 休 室 日 》  1 2 日 （ 月 ） 、 1 9 日 （ 月 ・ 祝 ） 、 2 3 日 （ 金 ・ 祝 ）         

ポッコリお腹撃退 

     カラダスッキリ講座 
 

 保健師、栄養士によるカラダがスッキリする生活習慣病

予防の講座です。ファイテン社の講師によるファイテン

「ちょいトレ」プログラムを体験します。 

 血管年齢測定、骨健康度測定も行います。生活習慣が気

になる方、運動をしてみたい方、ぜひお気軽にご参加くだ

さい。本事業は、健康長寿への社会貢献のため、『神奈川

県公共型未病センター健康支援プログラム』の一環として

ファイテン社の協力により実施するものです。 

 

【日 時】10月13日（木）14時～15時30分 

【会 場】森の里公民館 集会室 

【対 象】市内在住の40～64歳の方 

【申込み】９月15日（木）までに健康づくり課 

     窓口、電話にて受付  定員15人（抽選） 

【問合せ】健康づくり課 電話：225－2201 

厚木市委託事業 

 災害時の食事について 

 ～パッククッキングで災害時でも、温かい食べ物を～ 

 

【日 時】９月21日（水) 10時～13時 

【場 所】森の里公民館３階 調理実習室 

【参加費】300円（材料代） 

【持ち物】エプロン 三角巾 マスク ふきん２枚、筆記用具 

【対 象】市内在住の20歳以上の方 12人（先着順） 

【献 立】◎ごはん 

 ◎筑前煮 

  ◎魚肉ソーセージのカレー 

  ◎卵とわかめのスープ 

【申込み】９月18日(日)までに問合せ先に電話で申込み。 

【問合せ】厚木市食生活改善推進団体厚味会玉川森の里地区 

     電話：247-3627（高橋）  

      電話：248-1540（家入） 
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当日は、避難訓練を実施。 

        起震車がきます！ 


