
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

森の里ハロウィン  
あいことばは「トリックオアトリート」 
森の里の子ども会では、地域の皆さんと 

一緒にハロウィンを楽しみたいと思っています。 

ワンポイントの仮装でもいいです！年齢も問いません！ 

子どもたちと一緒に四季の路を歩きましょう！  

 

【日 時】10月 30 日(日) 13 時 30 分～15時 30 分 荒天中止 

【場 所】こうもりはくしゃくの家・おばけ城・まじょの館とかぼ

ちゃハウス ４か所（1丁目・3丁目・4丁目自治会館と

公民館）をつなぐ四季の路 

【ルール】スタート地点は、こうもりはくしゃくの家・おばけ城・

まじょの館です。三つの屋敷をめぐってから、かぼちゃ

ハウスの(公民館ピロティ)のゴールを目指します！ス

タート地点(受付)でスタンプカードを受け取ってくださ

い。 

カード配布は 15 時までです。 

★小学生・未就学児は、あいことば「トリックオアトリ

ート」でお菓子がもらえます!! 

【申込み】申込み不要。当日、1丁目・3丁目・4丁目自治会館に集合。 

【参加費】森の里子ども会会員と森の里在住の未就学児の参加費は

無料。森の里子ども会非会員の方と森の里以外にお住い

の未就学児の参加費は 200 円です。 

【主 催】森の里校区子ども会育成会 

【協 賛】森の里青少年健全育成会連絡協議会 

【協 力】森の里ジュニアリーダーズクラブ、 

森の里自治会連絡協議会、 

森の里公民館 
【その他】当日は、マスクを着用（仮装の一部でも OK）。 

当日の検温で、37.5 度以上の場合は参加できません。 

新型コロナウィルス感染症の感染状況により、予告なく

中止することがあります。 

 

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 

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 

～公民館へ行こう！世代を超え、つながる森の里～ 第 556 号 令和４年10 月15 日号 

９月 11 日（日）に荻野運動公園などを会場に第 45 回厚木市民

体育祭が開催され、森の里地区から総勢 60 人の選手が、男子ソフ

トボール、ソフトバレーボール、バドミントン、ターゲット・バー

ドゴルフ、グラウンド・ゴルフの 5 種目に出場しました。 

 飯山グラウンドで行われた男子ソフトボールＢブロックでは、森

の里地区は、初戦、準決勝と勝ち進み、決勝戦で玉川地区と対戦、

打撃戦の白熱した試合を展開し、3 対 6 で惜しくも負けはしました

が、見事、準優勝に輝きました。 

選手の皆様、サポートしていただいた役員の方々、ありがとうござい

ました。 

森の里地区体育振興会 

チームワーク抜群の男子ソフトボールの選手の皆さん 

【日 時】11 月８日（火）(条件良く見られる皆既月食の日) 

受付：16時 15 分 16 時 30 分～17 時 30 分 

【場 所】森の里公民館 ２階会議室 

【対 象】小学生・幼児（保護者同伴） 

【参加費】無料 

【内 容】①月にまつわるわらべ歌〈講師 二階堂恵子さん〉 

②十五夜にちなんだビデオ上映会 

     ③月食の不思議をさがす！ 

【持ち物】筆記用具、懐中電灯、マスク 必要に応じて水筒 

【申込み】11 月１日（火）までに公民館へ  

     お迎えの対応は保護者でお願いします。 

 

お月見おはなし会 (皆既月食編) 

地域こども教室事業・地域ぐるみ家庭教育支援事業 

 

 
 

 

公民館でマイナンバーカードの 

出 張 申 請 支 援 を 実 施 し ま す 。 

 公民館に職員が出向き、専用の端末で写真撮影から申請まで、

予約なしで無料にて行います。 

 申請書をお持ちの方は、この機会にぜひ申請しませんか。 

【日   時】12 月 10 日（土）14 時～17 時 

【場   所】森の里公民館２階集会室 

【必要なもの】 

・ＱＲコード付き個人番号カード交付申請書（必須） 

・通知カード（郵送で受け取りたい方のみ） 

・本人確認書類（郵送で受け取りたい方のみ） 

【問 合 せ】市民課 電話：225-2039 

フレイル予防教室 開催のお知らせ 
フレイルとは、加齢とともに生活機能が障害され、心身の機能が低下しつつある状態です。高齢期では、フレイルに早く気付き、

正しく予防や治療をすることが大切です。多くの皆様のご参加をお待ちしております。 

【日 程】［測定会］11/16(水)･22(火)･25(金) 13 時～16時 

［教室］全８回 14 時～16 時 ①12/7(水) ②12/14(水) ③令和５年 １/11(水) ④１/18(水) ⑤２/２(木) ⑥２/15(水) ⑦３/１(水) ⑧３/15(水) 

［受講後測定会］令和５年４月に開催 

【場 所】玉川公民館 【対 象】70 歳以上の玉川･森の里地区在住の方で、介護保険の認定を受けていない方 25 名程度 

【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  

【その他】ご自身での参加が心配な方は、送迎も計画しています。 

主催：厚木市国保年金課 
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★第 13 回選手権兼秋季大会が、11 月 16 日(水)及川球場で開催、参加歓迎。 

◎ 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 

交流・教室会場 開催日《11 月》 受付・時間 

ぼうさいの丘公園 多目的広場 ４日 金曜日 

９時～13 時 

荻野運動公園 多目的広場 ２日 水曜日 

及川球技場 29 日 火曜日 

南毛利スポーツセンター 

グラウンド 
１日・15 日・22 日 火曜日 

つつじの丘公園 多目的広場 11 日・25 日 金曜日 13 時～16 時 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～市民法律講座～ 
日常生活で発生する法律問題への対応や、身近な法律知識をこの機

会に身につけてみませんか。希望のテーマのみの受講も可能。 

ぜひご参加ください。 

【日時等】 

第１回〔11/４(金)〕知って安心！～消費者トラブルと対処法～ 

第２回〔11/10(木)〕知っておきたい相続～基本事項と改正について～ 

第３回〔11/17(木)〕終活のための基礎知識～遺言、信託契約を中心に～ 

第４回〔11/24(木)〕近隣トラブルの類型と解決方法 

各回 18 時～19 時 45 分（開場 17 時 30 分） 

【場 所】あつぎ市民交流プラザルーム 610（アミューあつぎ６階） 

【講 師】神奈川県弁護士会所属の弁護士 

【対 象】市内在住・在勤・在学の方 30 人（先着順） 

【受講料】無料 

【申込み】10 月 17 日(月)から 10 月 27 日(木)までに、電話又は窓口

で申込み。募集人員になり次第締切。 

【問合せ】市民協働推進課 電話：225-2100 

 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。 

《10 月の休室日》１0 日（月）～17 日（月） 

11月

 
 
 
 
    

【勤 務 先】相川保育所(下津古久 710-１) 

小鮎保育所（飯山 4232-１） 玉川保育所（七沢 162） 

南毛利保育所（長谷 1247） 

【勤務内容】保育士（パートタイム） 

【勤 務 日】月～土曜日の内１～５日、７時 30 分～19 時の内、 

勤務可能な時間（詳細応相談）。各保育所で勤務 

日時が異なりますので、詳しくは保育課へ。 

【報 酬 等】時間額 1,243 円 

【申 込 み】厚木市ホームページにあるエントリーシート、 

保育士証の写を直接又は郵送で保育課へ。 

【問 合 せ】保育課 電話：225-2768 

 

令和４年度の市立保育所の保育士 

（会計年度任用職員）を募集 
子どもが好きな方、保育所で働いてみませんか？ 

 

子育ての疲れを癒すため、一時、お子さんを託児室に

預けて心も体もリフレッシュしてみませんか。 

【配布条件】 

・アミューあつぎ内(※)で利用できるクーポン券を配布

(上限 1,000 円) 

・８階「託児室わたぐも」の新規利用者 

・申請は子育て支援センター窓口まで 

※利用できる店舗一覧は、クーポン券とともに 

お渡しします。 

【問合せ】子育て支援センター 電話：225－2922 

子育て応援 

リフレッシュクーポン券 

～総合型地域スポーツクラブ 

OGINO スポーツアカデミー 

【託児付】ズンバで運動！～  

コロナ禍の運動不足解消に身体を動かしてみませんか？ 

音楽に合わせて自由に楽しく運動しましょう。 

【開催日】第１回：10月26日(水)、第２回：11月9日（水） 

【時 間】10 時 30 分～12 時 30 分(両日とも同時間です） 

【場 所】第１回：南毛利スポーツセンター体育室 

（温水西１-27-１） 

     第２回：東町スポーツセンター体育室 

（東町２-１） 

【定 員】各回 30 人（申込み多数の場合は抽選） 

【参加費】無料 

【持物等】動きやすい服装、水分補給できるもの、タオル 

【申込み】10 月 19 日（水）までにメールで、総合型地域ス

ポーツクラブＯＧＩＮＯスポーツアカデミーへ 

メールアドレス：2017oginosa@gmail.com  

【問合せ】担当：鈴木 090－5397－6995 

地域福祉だよりミニディ特集号（９月１５日発行）

でお知らせしました「スポンジボールテニス大会」

の日程が変更となりましたので、お知らせします 

【変更前】10 月 24 日（月） 

 

【変更後】11 月 28 日（月）10 時から(当日参加可) 

【場 所】森の里公民館体育室 

【担 当】野口 248-0051 

森の里ミニデイサービス 

スポンジボールテニス大会 

日程変更のお知らせ 


