
   

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

3 丁目自治会館 13:16 13:38 14:00 
1 丁目自治会館 13:18 13:40 14:02 
2 丁目自治会館 13:20 13:42 14:05 
森の里センター 13:22 13:44 14:07 
郵便局 13:23 13:45 14:08 
乗合 4 丁目 13:26 13:48 14:11 
5 丁目自治会館 13:28 13:50 14:13 
4 丁目自治会館 13:30 13:52 14:15 
森の里中学校 13:32 13:54 14:17 

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5５5 号 令和４年 10 月1 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 

第５回森の里音楽祭 

≪森の里ぐるっと臨時便時刻表≫ 
鑑賞ご希望の方は、音楽祭リーフレット裏面の申込書にご記入の上、

10 月 9 日（日）までに森の里公民館窓口に、音楽祭リーフレットごと

ご持参ください。申込時に音楽祭リーフレットに抽選番号シールを貼っ

て返却いたします。 

（窓口の受付時間）8 時 30 分～17 時 15 分 
 

【日  時】11 月 27 日（日） 13 時 30 分開場 13 時 45 分開会 
【場  所】森の里中学校 体育館 
【入場料】無料 
【定  員】300 人（定員を超えた場合抽選となります。） 
【その他】スケジュール等は、同時配布のリーフレットをご覧ください。  
    他の方に迷惑を掛ける行為をされた方は、ご退場いただきます。 

【主  催】森の里音楽祭実行委員会 
【共  催】森の里地区地域づくり推進委員会 

① 運行中に定員に達した場合、一度森の里中学校に

向かうため、時間が変更する場合があります。 

② 音楽祭終了後、３便運航する予定です。 

【第１部演者】 

森の里４丁目在住の竹林康子を中心に 2000 年春、「ハミングバード」を結成。2005 年、長野県で開催

された「スペシャルオリンピックス世界大会」にオリジナル曲「輝くきみへ」が白馬応援曲として採用され

広報あつぎにも掲載され話題を呼ぶ。2006 年、森の里 20 周年記念曲として「森の里音頭」を作曲。現在

も森の里夏祭りの盆踊りの定番曲として親しまれている 。 

晩秋の森の里で、数年ぶりに森の里音楽祭を開催いたします。クラッシックやなつかしい曲、

素敵な曲を皆さんにお届けいたします。ぜひ、ご鑑賞ください。 

１１/２７ 日 

【第２部演者】 谷脇 瑛子 Eiko   Taniwaki 
厚木市出身。県立厚木高校卒業後、桐朋学園大学音楽学部ピアノ専攻卒業。幼少よりピアノ、ヴァイオリ

ン、高校よりフルートを学ぶ。オーケストラや吹奏楽で学んだ経験を生かし、ソロだけでなく、室内楽や伴
奏、また様々なイベントでの演奏など幅広く活動している。厚木市文化会館応援アーティスト 3 期生として、
厚木市文化会館での「S コンサート」や小中学校にて演奏を行う。2018 年、2019 年、日本フィルハーモ
ニー交響楽団ソロコンサートマスター木野雅之プロデュースシリーズ『小田原の詩』において、ヴァイオリ
ニスト木野雅之氏とドビュッシーのヴァイオリンソナタ、ベートーヴェンのヴァイオリンソナタ第５番「春」
等を共演。これまでにピアノを井上節子、兼松雅子、片山敬子の各氏に、室内楽を藤井一興、毛利伯郎、小
澤英世、堤剛の各氏に師事。 Trust online music 主宰。 

高橋裕紀    Hiroki   Takahashi 
桐朋学園大学卒業、同研究科修了、桐朋オーケストラアカデミー修了。チェロを参納順三、高田剛志、上

村昇、毛利伯郎、岩崎洸、音川健二の各氏に師事。いしかわミュージックアカデミー、別府アルゲリッチ音
楽祭、アジアパシフィックオーケストラアカデミーなどの音楽祭に参加。名古屋フィル、アンサンブル金沢、
東京シティフィル、宝塚歌劇団などでエキストラとして活動。アーティストの PV やライブ、テレビ番組に
も多数出演。 

ハミングバード 竹林康子(オカリナ)・杉山香代子(キーボード) 
  

10 月 10 日（月）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。 事務室休室日 お知らせ 

【日 時】11 月 12 日（土）9 時３０分～12 時 
【会 場】森の里公民館１階体育室 
【対象及び申込み】 

① 大会は、森の里地区在住の中学生以上の方３人以上でチームを結成して、 
10 月 18 日（火）までに、森の里公民館までお申し込みください。 

② 教室は、森の里地区在住の方。当日、直接会場にお越しください。 
【持ち物】室内履き、タオル、飲み物など 
【その他】大会は、上位３チームに賞品をご用意しています。 

公民館まつりで「バウンスボール教室・大会」を開催します。 
【主催】森の里地区公民館まつり実行委員会 【主管】森の里地区体育振興会 
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★原則、第３金曜日 

【日 時】10 月 21 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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 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。 

認知症サポーター養成講座 開催のお知らせ 
 

玉川・森の里地域は、高齢化率が市内 15 地域内で 1
位・2 位と高く、今後も非常に高い高齢化率が見込まれ
ております。 

地域ぐるみで認知症高齢者を見守り支え合う意識の
向上や環境整備に取り組む必要があるため、認知症の人
と家族への応援者となる『認知症サポーター養成講座』
を開催いたします。 

多くの方がオレンジリングを持っている地域を目指
していきましょう。 
 
【日 時】11 月 4 日（金）14 時～15 時 30 分 

【場 所】森の里公民館 2 階集会室 

【対 象】関心のある方ならどなたでも 

【参加費】無料 

【申込み】厚木市玉川･森の里地域包括支援センター  

     電話：250-9091 

 
 
 

 11 月５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。 
 
【花火大会】11 月５日（土）18 時～19 時 
【受付方法】公共施設等窓口 

※窓口に設置の募金箱により受付 
【設置個所】厚木市役所 本庁舎１階総合案内、第 2 庁舎 

８階観光振興課、厚木商工会議所、厚木市観光 
協会、本厚木駅観光案内所、東丹沢七沢観光案 
内所、各地区市民センター、市内郵便局 19 局 

【設置期間】10 月１日（土）～31 日（月） 
【問 合 せ】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 

 
 
 

 

10 月から 11 月まで、森の里公民館図書室で 
本の特集を行っています！ 

 
【文学賞・ミステリー・時代小説】 

読みだしたら止まらない！ 文学賞受賞作、話題のミステ

リー小説や、時代小説をご用意しました。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】10：00～12：30、13：30～17：00 

【休室日】10 月 10 日（月）～17 日（月）、 

11 月３日（木・祝）・21 日（月）・23 日（水・祝） 

【問合せ】図書室：248-4558（図書室直通電話） 

◎ 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 
 

元気で楽しい活動に参加を！ 

グラウンド・ゴルフ《教室》 
交流・教室会場 開催日《10 月》 受付・時間 

ぼうさいの丘公園 多目的広場 ７日・21 日 金曜日

９時～13 時 
荻野運動公園 多目的広場 ５日・19 日 水曜日

及川球技場 11 日・25 日 火曜日

南毛利スポーツセンターグラウンド 4 日・18 日 火曜日

つつじの丘公園 多目的広場 14 日・28 日 金曜日13時～16時 

 

成年後見制度地域連携講演会のご案内 
 
成年後見制度地域連携講演会「これから安心した生活を送

るカギ～成年後見制度の活用～」を開催いたします。 
 

【講 師】弁護士 内嶋 順一氏（みなと横浜法律事務所） 
【日 時】11 月 11 日（金）14 時～16 時 

（開場）13 時 30 分 
【場 所】厚木市文化会館小ホール 
【対 象】厚木市在住・在勤の方 
【参加料】無料 
【定 員】100 名  
【主 催】福祉部介護福祉課・障がい福祉課、厚木市権利擁 

護支援センターあゆさぽ（市社会福祉協議会） 
【申込み】10 月 14 日（金）までに、次のいずれかでお申 

し込みください。 
(1)電話：225-2939 (2)FAX：225-3021 
(3)Ｅメール：kenri@shakyo-atsugi-kanagawa.jp 
(4)ＱＲコード、若しくは 

URL：https://forms.gle/ZAynbCX2xtmRTgt97 
【問合せ】厚木市権利擁護支援センターあゆさぽ（市社会福 

  祉協議会）まで。電話：225-2939 

 10 月 11 日 
（火） 

10 月 21 日 
（金） 

《10 月の休室日》 １0 日（月）～17 日（月） 

 
 
 

 


