
 

 

～公民館へ行こう！世代を超え、つながる森の里

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 562 号 令和 5 年 1 月 15 日号 

 

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 

 

森の里地区体育振興会 

【日 時】１月 29 日（日）10 時スタート ※雨天決行   

【区 間】第１区[荻野運動公園競技場～富士通厚木総合グラウンド]            ３.５㎞ 

               第２区[富士通厚木総合グラウンド～日産ＮＡＴＣセミナーハウス]３.３㎞ 

               第３区[日産ＮＡＴＣセミナーハウス～ぼうさいの丘]        ５.０㎞ 

               第４区[ぼうさいの丘～文化会館] 【女子選手区間】        １.５㎞ 

               第５区[文化会館～林中学校前] 【中学生区間】          ２.９㎞ 

               第６区[林中学校前～荻野運動公園競技場]             ５.３㎞ 

                                         全６区間 21.5 ㎞ 

 健（検）診やコロナワクチン等の予防接種、ウォーキン

グなどの健康づくりで30ポイントを貯めて応募すると、抽

選で特典が当たる「あゆコロちゃんＧＥＮＫＩポイント」

の応募締切りが迫ってきました。応募し忘れたカードはあ

りませんか？期間内なら、何枚でも応募できます！ 

※詳しくは、公共施設に配架のリーフレット等又は市ホー

ムページをご覧ください。なお、各公民館等に応募箱が設

置してあります。スマホからも応募できます。 

  【対象者】市内在住・在勤・在学者（全年齢対象） 

  【応募締切】２月19日（消印有効） 

  【問合せ】健康長寿推進課 電話：225-2174 

        森の里地区代表選手一覧（敬称略） 
 

［監督］蒲保典 

［選手］清野淳也、瀧澤学、小林伶、古髙伸浩、林英雄、林航輝、 

    〇小路向日葵、〇僧清香、☆兵頭慶、☆鍋山大樹 

           （〇は女子選手区間、☆印は中学生区間） 

厚木路を舞台に、選手たちが森の里地区を走り抜け、荻野運動公園のゴール
を目指します。皆様の沿道からの温かいご声援をお願いします！！ 

森の里地区内は、第 2 区と
第 3 区の選手が走ります。
通過時間は 10 時 15 分か
ら 30 分頃です。 

森の里地区内のコース 

【日 時】2 月 10 日（金）・２月 17 日（金）（全２回） 
     13 時 30 分～ 15 時 40 分 雨天決行 
【場 所】ぼうさいの丘公園 講義室ＡＢ 
     （厚木市温水 783-1） 
【内 容】樹木医の先生 2 名により、「みどり」に関する 
     各テーマを 2 日間に分けて講義します。 
【対象者】市内在住、在勤、在学の方 30 人 
【参加費】無料 
【申込み】講座予約システム（№2247006）又は、ハガ 
     キかファックスで〒住所、氏名（ふりがな）、年 
     齢、電話番号、参加人数を記入し、環境みどり公 
     社施設課へ。 
【 】1 月 25 日まで（必着）。申込多数の場合は抽 
     選。抽選結果は当選者のみに 1 月 31 日までに 
     発送します。 
【問合せ】（公財）厚木市環境みどり公社施設課 
     電話： 225-2774 FAX ： 248-9502 

「みどりの講習会」 

 毎日のお子様との生活の中で、忙しさなどからイライラ

してしまい、声を荒げてしまうことはありませんか。 

 伝え方を少しだけ意識すると、お子様や家族の笑顔が増

えるかもしれません。 

 親の心を整える方法、お子様への上手な伝え方や夫婦で

の家事育児について、一緒に学びませんか。 
 

【 】Zoom 録画配信（限定公開） 

【対 象】市内在住の幼児を持つ保護者等 

【講 師】山田 啓子 氏 

     （子育てサポート With Mammy 代表） 

【申込み】１月 25 日（水）までに厚木市電子申請システ 

     ムからお申し込みください。申込み用二次元 

     コード又は直接ＵＲＬを入力して厚木市電子申 

     請システムにアクセスしてくださ 

     い。動画配信の準備が整い次第、 

     申込時に入力されたメールアドレ 

     スに、動画が視聴できる URL 

     等を送付します。（１月下旬 
     ～２月上旬配信予定） 

≪家庭教育情報提供事業講演会≫ 
オンライン講座（Zoom 録画配信） 

子育てが５倍楽しくなる！！子どもと家族の笑顔を 

増やすコミュニケーション力アップ講座 

申込み用二次元コード 

【問合せ】社会教育課  
 〒 243-8511 厚木市中町 3-17-17 
 電話： 225-2511  Fax ： 223-0044 
 メールアドレス： 8600 ＠ city.atsugi.kanagawa.jp 

申込み用 URL ： https://dshinsei.e-kanagawa.lg.jp/142123-

u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=42537 



 
 
 

 
 

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 

《1月後半の休室日》 １６日
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 令和４年度の成人歯科健康診査及び口腔がん検診の受診期
限が迫っています。年に１回は歯科医院受診を。まだ受診し
ていない方は、お早めに受診をお願いします。 
 

【内 容】成人歯科健診：現在歯や義歯、歯周疾患などの 
     診査 
     口腔がん検診：口腔内粘膜などの状態の診査 
【対 象】40歳以上（昭和58年４月１日以前生まれ）の方 
     （受診当日に厚木市民の方） 
【 】２月15日（水）まで 
【 】成人歯科健診1,000円、口腔がん検診1,600円 
     （成人歯科と同時受診の場合、1,200円） 
     ※70歳以上（昭和28年４月１日以前生まれ） 
     の方、費用免除に該当される方は無料 
【持ち物】受診券、健康保険証、受診費用（費用免除に該当 
     する方はその証明書） 
     ※受診券は再発行が可能です。希望される方は、 
     ２月８日（水）までに健康づくり課までご連絡く 
     ださい。 
【その他】歯科医院受診の際は事前予約が必要です。 
     受診日などの詳細は、各実施医療機関へお問い合 
     わせください。 
【問合せ】健康づくり課 電話：225-2201 

成人歯科健康診査・口腔がん検診を 

受診しましょう 

 
 
 
 

 

 

令和４年12月1日民生委員・児童委員の一斉

改選により、新たに委嘱されました。 

私たちは、次のような活動をしています。 

 

① 地域の方々や高齢者、子育て家庭、 

 障がいのある方々の相談に応じ、皆さ 

んが地域で元気に生活できるよう応援 

します。 

② 皆さんからの相談を受け、行政や民 

間の様々な制度やサービスの利用を紹 

介します。 

③ 地域の様々な福祉活動を支える方々 

と協働し、ともに住みやすい地域づく 

りの推進に努めます。 

◆民生委員・児童委員  

氏名 電話番号 担当地区 

・仁藤 和子    ●●●● 森の里１丁目（１番～２６番）、森の里若宮 

・中村 綾子   ●●●● 森の里１丁目（２８番、２９番、３３番） 

・鈴木 恵子    ●●●● 森の里２丁目（１～１８番） 

・小島 和惠  ●●●● 森の里２丁目（１９番～３７番） 

・河合 美津子   ●●●● 森の里３丁目（１番～１１番、２３番～２８番） 

・髙田 昇     ●●●● 森の里３丁目（１２番～２２番、２９番～３７番） 

・小島 睦美     ●●●● 森の里４丁目（２１番～４５番） 

・岡田 和男   ●●●● 森の里４丁目（１番～２０番） 

・代田 眞理子  ●●●● 森の里５丁目 

◆主任児童委員 
  

氏名 電話番号 担当地区 

・中川 智子   ●●●● 
森の里小、森の里中 

・内山 千鶴    ●●●● 

大人のための外遊びクラブ 

～スイーツ作り・ネイチャーゲーム～ 

『七沢の自然の中で、スイーツ作りにチャレンジ！』 

 

【日 時】３月12日（日）10時～15時 

【会 場】七沢自然ふれあいセンター 

【内 容】スイーツ作り・ネイチャーゲームなど 

【対 象】市内在住・在学・在勤の18歳以上 25人 

     （高校生不可） 

【参加費】1人1,500円（材料費、保険料） 

【申込み】２月12日（日）までに、講座予約システム 

     （№2202024）又は電話で七沢自然ふれあい 

     センターへ。※応募多数の場合は抽選 

【問合せ】七沢自然ふれあいセンター 電話：248-3500 

  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《２月》 受付・時間 

ぼうさいの丘公園 多目的広場 ３日・17日   金曜日 

９時～13時 

荻野運動公園 多目的広場 １日・15日   水曜日 

及川球技場 
7日・14日・ 

21日・28日    火曜日 

南毛利スポーツセンター 

グラウンド 
全休 

つつじの丘公園 多目的広場 10日・24日    金曜日 13時～16時 


