
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

時   間 内     容 

12:30～ 
ゲーム他の参加受付 
（野外ステージ） 

13:00～14:30 
人探しゲーム＆落ち葉拾い
（四季の路） 

15:00 開会式（野外ステージ） 

15:10～15:30 森の里中学校吹奏楽部演奏 

15:30～15:50 
厚木西高等学校吹奏楽部 
アンサンブル演奏 

15:50～16:10 ドリームシンガージャパン 

16:10～16:30 厚木ブルーエンジェルス 

16:30 閉会式（野外ステージ） 

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559 号 令和4 年 12 月１日号 

お知らせ 

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 

事務室休室日 12 月 29 日（木）～ 令和 5 年 1 月 3 日（火） ※年末年始は休館となります。 
☆事務室休室日は、住民票等の諸証明発行は出来ませんので、ご了承ください。 

【主催】森の里地区自治会連絡協議会 【主管】森の里クリスマスまつり実行委員会 

森の里の冬のイベント開催でコロナ禍を克服しましょう。 

新型コロナウィルス感染防止のために、いつものまつり 

よりも規模を縮小していますが、 

さぁ～みんなで元気に行きましょう！ 
 

（お願い） 
・参加にあたっては、マスク着用と人同士の密集・密接

しすぎないように注意をお願いします。 
・野外ステージの観客席は、定員の半数程度に制限し、

子ども優先とさせていただきます。 

 

【時 間】12 月 17 日（土） 
12 時 30 分～16 時 30 分（予定） 

【内 容】野外ステージの催し物 及び 人探しゲーム &  
落ち葉拾いを１～４丁目間の四季の路（ゴール： 
野外ステージ）で、小学生を中心に行います。 

【雨天時】人探しゲーム & 落ち葉拾いは、小雨決行で延期 
はありません。 

【イルミネーション】 
点灯期間：11 月 19 日（土）～12 月 24 日（土） 
点灯場所：野外ステージ・三和横バス通り沿い 

※ひょうたん池のイルミネーションはありません。 
 

～公民館へ行こう！世代を超え、つながる森の里

～ 

 
森の里公民館 学級・講座事業 

【日 時】令和５年１月５日(木) 10 時～11 時 45 分 

【場 所】森の里公民館 ２階集会室 

【対 象】森の里地区在住の方 15 人 

 ※申込み多数の場合は、抽選となります。 

【講 師】土井 文明(どい ふみあき) 先生 

【参加費】無料 

【持ち物】習字の道具 

※書道用下敷きもご持参ください。 

【申込み】12 月 16 日（金）17 時までに、 
直接又は電話で森の里公民館へ。 

年末大掃除を 12 月 12 日（月）に予定しておりました

が、12 月６日（火）10 時からに変更させていただきます。 

お手伝いいただける方は、12 月 2 日（金）までに、来

館時に窓口へお申し出いただくか、お電話でご連絡くださ

い。森の里公民館を拠点に活動されている方、１人でも多

くの皆さんのご参加をお待ちしています。 
 
※雑巾をお持ちください。 

森の里公民館では、12 月 12 日（月）8 時 30 分から

17 時までの間、停電を伴う高圧ＰＡＳ内蔵避雷器Ａ種接地

修繕を実施するため、公民館の利用・図書室の利用・館内

公共施設予約システム端末機の利用、各種証明書発行等が

できません。 

ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解、ご協力いただき

ますようお願いいたします。 

好評につき、森の里朝市を年末まで開催延長いたします。 

ご近所お誘いあわせの上、お越しください。 

【開催日】12 月 10 日(土)、24 日(土) 7 時～7 時 30 分 

【問合せ】hatipapa4085@gmail.com（担当：髙村） 
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 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。 

ボランティアで日本語講師として活動を希望されてい

る方、活動されたばかりの方を対象に、講師としての基本

知識を学ぶ講座です。ぜひ、お気軽にご参加ください。 

※新型コロナウイルス感染症の感染状況により、中止とな 

る場合があります。 

 
【日 時】１月 10 日・17 日・24 日・31 日 

（毎週火曜日、全４回）18 時 30 分～20 時 

【場 所】あつぎ市民交流プラザ６階 ルーム 610 

【対 象】次のうち、いずれかに該当する方 

（1）市内で日本語講師として活動を希望されて 

いる方 

（2）現在、市内で日本語講師として活動された 

ばかりの方 

【定 員】30 人（申込み多数の場合は、抽選） 

【参加費】無料 

【申込み】講座予約システム、窓口又は電話、はがきに講 

座名、〒住所、氏名（ふりがな）、電話番号を 

記入し、12 月 26 日（月）【必着】までに、〒 

243-8511 市民協働推進課へお申し込みくだ 

さい。 

【問合せ】市民協働推進課 電話：225-2215 

市では、｢かなちゃん手形（12 月 21 日から発売される

６ケ月券 5,900 円）｣の購入費用のうち、2,400 円を助成

します。対象の方には、12 月 20 日（火）から助成券を発

行しますので、地域包括ケア推進課へ。 

かなちゃん手形の購入は、神奈中本厚木駅前サービスセン

ターで、12 月 21 日（水）から購入できます。 
 
【対 象】令和４年４月１日現在、市内に住民登録があり、 

     令和４年度内に満 70 歳以上の方。ただし、助 

成券を使用し 1 年券を購入済の方や他の交通費 

助成を受けている方を除きます。 

【問合せ】地域包括ケア推進課 電話：225-2224 

12 月 13 日 
（火） 

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】12 月 21 日（水） 11 時～12 時 30 分 

【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 

《12 月の休室日》12 日(月)、19 日(月)、29 日(木)～31 日(土) 

ご家庭に眠っている 
森の里中学校の制服はありませんか？ 

森の里中学校 PTA では、制服バザーを開催します。 
地域のみなさんの使われなくなった制服がありましたら、

ご寄付くださいますようご協力をお願いします。 
回収ボックスを２か所に設置しますので、ご都合の良い 

場所へお出しください。 
なお、バザーは令和５年２月１日（水）の新入生保護者 

説明会の後に行います。 
 

【回収期間】12 月 12 日（月）～12 月 22 日（木） 

【回収場所】森の里中学校職員室前・森の里公民館ロビー 

【所  管】森の里中学校 PTA 森下（会長） 
電話：248-0727（森の里中学校） 

がんは、いつ誰がなってもおかしくない病気です。子宮頸

がんに関するワクチンや検診のことなどを医師や経験者の

方が話します。 
 

【日 時】12 月 10 日（土）15 時～17 時（途中休憩あり） 

【会場及び定員】 

（1）あつぎ市民交流プラザルーム 502・503(定員 30 名) 

（2）オンライン視聴（ZOOM アプリによるライブ配信） 

（定員 100 名） 

【費 用】無料 

【申込方法】団体ホームページ又は電話 

【申込締切】12 月５日（月） 

【申込み・問合せ】 

がんと働く応援団 関戸 電話：050-6871-0812 

【担当課】健康づくり課 電話：225-2201 

★原則、第３金曜日 

【日 時】1２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。） 

【内 容】紙皿工作 

【対 象】乳幼児と保護者 

【参加費】無料 

12 月 16 日 
（金） 

 


