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事務室休室日 お知らせ 
11 月３日（木）、23 日（水）は、祝日となりますので、事務室は休室となります。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 

森の里音楽祭抽選結果発表 

  参加申込をされた方は、全員当選となりました。当日は、入場券（申込みの際に手元に残った用紙）をご持参の上、会場

受付にお越しください。ご来場の際は、入場券に記載の注意事項等をお守りください。会場は土足禁止ですので上履きを持参してく

ださい。 ※車で送迎される方へ 渋滞予防のため、右折での入場を禁止します。５丁目方面からご来場ください。 

第 24 回 森の里地区公民館まつりを開催します。 

  10 月 9 日（日）に森の里小学校で、4 年ぶりに大運動会が開催されました。各自治会から総勢約 500 名が参加し、粗品

釣りレースやパン食い競走、玉入れ、綱引きなど全 12 種目で、心地よい汗を流しました。 

  自治会対抗の部では、１丁目と５丁目が序盤から得点を重ね、最終種目の男女混合リレー 

を制した５丁目が総合優勝に輝きました。総合得点は次のとおりです。  

  運動会に参加した選手の皆様、大会運営された役員の方々、本当に有難うございました。 
 

  【自治会対抗順位】  優勝：５丁目（４２点）、準優勝：１丁目（３８点）、 

                 ３位：３丁目（２８点）、４位：２丁目（２５点）、５位：４丁目（２１点） 

【日 時】12 月２日（金）９時 30 分～ 12 時 
【場 所】森の里公民館 ２階 集会室 
【対 象】森の里地区在住の方  
【申込み】初心者コースか中級者コースのいずれか 
     定員 両コース合わせて 30 人 
     ※申込み多数の場合は抽選となります。 
     (抽選になった場合のみ連絡します) 
     ※中級者コース…多少経験がある方やレベルアップしたい方 
【講 師】まちづくり愛川・俳句大会実行委員会 
     委員長 大野 里詩 氏ほか３名  
【参加費】無料 
【その他】受講時に、「冬」の季語を基本とした俳句を作ってきて 
     いただきます。講義では、梅見会を想定した作句も予定 
     しています。 
【申込み】11 月 22 日（火）17 時までに森の里公民館窓口 
 

【日 時】１２月１１日（日） 受付 ９時１５分～９時３０分 開会式 ９時３０分 ※雨天中止 
【場 所】玉川小学校校庭   
【参加対象】森の里・玉川地区在住、在学者で、５歳以上小学生以下の方。 

      ファミリーコースの部《約 1.5 ㎞》 ：小学４年生以上の方 【発走： 10 時】 
      ファミリーコースの部《約１㎞》   ：小学３年生以下の方（未就学児は、保護者要同伴）【発走： 10 時 20 分】 
【コース】玉川小学校周辺道路 
【申込み】11 月 18 日（金）までに、森の里公民館又は玉川公民館に備付けの申込用紙でお申し込みください。 
【その他】今年度は一般の部（約４㎞）は行いません。ファミリーコースの部のみになります。 
【問合せ】森の里公民館（電話:250-5262）玉川公民館（電話:248-0006） 

 

【日 時】12 月４日(日) 13 時 30 分～ 15 時 30 分  

【場 所】森の里公民館 ２階 集会室 

【対 象】森の里地区在住 15 人(先着順)          

【講 師】高橋 増次 氏  

【参加費】500 円(材料費)                        

【持ち物】花ばさみ、洗濯ばさみ(１個) 

【その他】汚れてもよい服装でご参加ください。 

【申込み】11 月４日(金)から 11 月 18 日(金)の 

     午前８時 30 分から 17 時の間に、森の  

     里公民館へ直接又は電話（250-5262） 

     で。 

 

第 24 回 森の里地区大運動会を開催しました。 

       【日 時】 11 月 12 日（土） 10 時～ 16 時 、13 日（日） 10 時～ 15 時 
        詳しくは、同時配布の公民館まつりのパンフレットをご覧ください。皆様のお越しを心よりお待ちしています。 

 

 

 

 



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】11月18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 

11月18日 
 （金） 

11月８日 
 （火） 

《 1 1 月 の 休 室 日 》  ３ 日 （ 木 ・ 祝 ） 、 2 1 日 （ 月 ） 、 2 3 日 （ 水 ・ 祝 ） 

 頭と体を同時に動かし心身の機能をＵＰする
認知症予防体操をしよう。 

 

  

 

 

 
 

「なかなか疲れがとれないな～」「なんだかやる気がでな

い…」と感じるのは、睡眠に原因があるのかもしれません。

今回の講座は、睡眠の質を高めるポイントに「香りのサ

シェ」作り体験をプラス、さらに悩みを抱える大切な人のサ

インに気づき、必要な支援につなげ見守る、ゲートキーパー

養成講座を同時開催します。 

 睡眠の基礎知識だけでなく、あなた自身も身近な人も元気

になる、ココロとカラダのつくり方のお話です。 

 また、血管年齢と骨健康度を測定できますので、ぜひお気

軽にご参加ください。 

 

【日 時】12月14日（水）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】11月15日（火）までに健康づくり課窓口、電話、 

     講座予約システム（2211046）にて受付 

     定員15人（抽選） 

【問合せ】健康づくり課 電話：225－2201 

睡眠力アップ基礎講座 
～眠れるココロとカラダの作り方～ 

厚木市資源化センターの見学会 
 
 森の里地区から出されているペットボトルや缶類など

の資源がどのように処理されているのか、施設の見学会

を開催します。 
 
【日 時】１回目 11月22日（火）13時30分～14時30分 

     ２回目 11月29日（火）13時30分～14時30分 

【場 所】厚木市資源化センター(愛称：しげん再生館) 

     厚木市上古沢1013番地（電話：225－2793）        

    ※徒歩で森の里から約20～30分です。 

     車での来訪も可能です。（駐車場有り） 

【内 容】①施設の説明（施設の目的、作業内容、資源 

      の処理量等） 

     ②施設見学とQ&A  

    ※森の里地区から出た資源ごみの分別作業を見学 

【人 数】各日15名（合計30名） 

【申込み】氏名、住所、電話番号、希望日を明記し、下記 

     宛にメールでお申し込みください。（先着順） 

     hatipapa4085@gmail.com （担当：髙村） 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【日 時】第1回 12月７日（水）10時～11時30分 
     （受付９時30分） 
     第2回 12月14日（水）10時～11時30分 
     （受付９時30分） 
    ※各回とも上限30人まで（両日申し込み可） 
【会 場】森の里公民館 体育室 
【対 象】森の里にお住いの65才以上の方 
【講 師】玉川・森の里地域包括支援センター  
     荻田和寿氏、福島順子氏 
【持ち物】マスク・上履き（お持ちでない方には、  
     シューズカバーを配布します。） 
【申込み・問合せ】 
     11月15日（火）17時までに、森の里公民館窓  
     口又は電話でお申し込みください。各回とも 
     応募者が30人を超えた場合は抽選。 
【その他】体調が悪い方は、参加をご遠慮ください。 
     当日は、検温を実施します。 

地域の居場所マップの公開について 
 

 身近な地域で、気軽に立ち寄れる居場所やサロン。 

 厚木市内に住民同士の交流を目的に、子どもから大人まで 

集える居場所があります。 

 今回、多くの方に知っていただけるよう、地域の居場所・ 

サロンなどの15地区別マップを作成しました。厚木市社会福

祉協議会ホームページからご覧いただけます。自分に合った

活動を見つけて、ぜひ参加してみてください。 

 ※コロナ禍で休止中の活動もありますので、ご興味のある  

  方は、地域福祉係までお問い合わせください。 

 

【問合せ】厚木市社会福祉協議会地域福祉係 電話：225-2949 
 
 居場所マップ 

  QRコード  
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