
   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

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 563 号 令和５年２月１日号 

☆事務室休室日は、住民票等の諸証明発行はできませんのでご了承ください。 
お知らせ 

事務室休室日 ２月 11 日（土・祝）、23 日（木・祝） 

 

～あつぎ介護フォーラム～ 
 

『地域で支える最期～あなたが大切にしていることは何
ですか～』 

「人生の最期を考える」ということは「どう生きていき
たいか」につながります。 

人生の最期まで自分らしく…この機会に一緒に考えてみ
ませんか。 

病院・施設・訪問看護師や行政からのミニレクチャーが
あります。 

また、医師会・歯科医師会・薬剤師会ブースや企業展示
もあります。 

 
【日 時】２月 26 日（日）14 時～16 時 
【会 場】あつぎ市民交流プラザ６階。直接会場へ。 
【問合せ】厚木医療福祉連絡会 電話：222-1259 

【厚木市交通安全功労者表彰】 

【厚木市条例表彰】 

【厚木市社会福祉大会表彰】 

受賞おめでとうございます！ 
68 周年を迎える市制記念日（２月１日）に、市政発展に尽力され各分野で活躍された方々が表彰されました。
森の里地区からは、次の方が表彰されました。 

【一般表彰】 
仁藤 和子 さん（人権擁護委員として人権擁護と人権思想の普及に尽力） 
俵頭 亮一 さん（スポーツ推進委員としてスポーツの振興に尽力） 
ダイヤモンドライフ 森の里ヒルズ 花守の会 及び ミニミニ花苑 

（地域ボランティアとして道路の植栽枡への花植え・灌水・除草等の道路の環境美化活動に尽力） 
【一般表彰コンクール】 

田中 里奈 さん（令和４年度第９回日展 洋画 日展会員賞） 
【スポーツ表彰】 
 糸洲 琉次 さん（第77回国民体育大会ソフトボール競技 少年男子 第１位、令和４年度関東高等学校ソフトボール 

大会 第48回関東高等学校男子ソフトボール大会 第１位 ※関東大会） 
兵頭  慶 さん（第１回全日本ＵＪフレッシュボクシング大会兼全日本ＵＪ王座決定戦シード選手決定戦 男子45㎏級Ｂグループ 第２位） 

第53回厚木市社会福祉大会において、社会福祉の増進に尽力された方々が表彰されました。 
厚木市長功労表彰 
 森の里クリーンサークル  小澤 泰美 さん、上野 正道 さん 
 厚木切手ボランティアの会 飯島 三重子 さん 

交通安全に尽力された方々が、その活動の功績を称えられ表彰されました。 
厚木警察署長表彰（個人）   
交通安全功労者（功労個人）表彰  

 

市民協働提案事業 がんの不安解消セミナー 
歌手の麻倉未稀さんによるご自身のがん罹患の体験談や交流会とともに、「がんと仕事を両立したいあなたへ」を 

テーマとしたセミナーを開催します。がんと向き合いながらも不安を感じる方へ、自分らしく生きるためのヒントを 

見つけられるよう、同じように経験した方からアドバイスをいただきます。 
 

【日 時】令和５年２月 18 日（土）10 時 30 分～15 時（途中休憩あり） 

【会場及び定員】①市民交流プラザ（30 名）②オンライン視聴（10 名） 

【受講料】一般 3,500 円、がん等罹患者及びその家族 2,000 円 

【申込方法】団体ホームページ又は電話 

【申込締切日】２月 15 日（水） ※申込み多数の場合は抽選となります。 

【問合せ】がんと働く応援団 関戸 電話：050-6871-0812 
 

～マイナポータルから 
オンラインで転出届が提出できます～ 

 
転出届については、マイナポータルを通じたオンライン

での届出が可能となります。これにより、転出手続で市役

所への来庁が不要となります。電子証明書が有効なマイナ

ンバーカードをお持ちの方で、日本国内で転出する方が御

利用いただけます。 

※マイナポータルを通じて転出手続きをした後は、転入先

の市区町村窓口に出向いて転入届等の手続が必要となり

ます。 
 
【開始日】２月６日（月） 

【問合せ】市民課 住民異動係 電話：225-2110 

森の里地区交通安全指導員協議会森の里支部 支部長 佐藤 義男 さん 
森の里地区交通安全母の会会長 佐藤 紀伊子 さん 

【厚木市教育委員会表彰】 
山口 幸恵 さん（長年にわたり青少年相談員として、青少年の健全育成に貢献） 
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【七沢自然ふれあいセンターからのお知らせ】 
 

★原則、第３金曜日 
【日 時】２月 1７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月はお休みです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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。 

 春の到来を告げる紅白の梅の花。３年ぶりに若宮公園の梅園と野外ステージで「梅見会」を開催 

いたします。 

先に募集いたしました、皆さんの思いがこもった俳句・短歌を梅見会会場でご鑑賞いただけます。 

また、若宮公園の野外ステージでは、なごみ太鼓、三増の獅子舞、オカリナ演奏などがお楽しみ 

いただけますので、ぜひ、ご来場ください。 
 

≪日時≫ ２月 19 日（日）10 時～12 時（悪天候時は森の里公民館体育室） 
≪会場≫ 若宮公園の梅園及び野外ステージ 

※  詳しくは、「四季の路から」をご覧ください。 

 
 

２月の休室日 １１日（土・祝）、２０日（月）、２３日（木・祝） 

 
ステップアップキャンプ 

『七沢にすむ動物を見つけよう！』 
 

【日 時】３月 27 日(月)10 時 30 分～３月 29 日(水)15 時 

２泊３日 

【会 場】七沢自然ふれあいセンター 

【内 容】アニマルトラッキング、野生動物の観察、野外炊事 

クラフトなど 

【対 象】市内在住の小学 4～6 年生 36 人 

※応募多数の場合は抽選 

【参加費】1 人 7,500 円（材料費、保険料、リネン代） 

【申込み】２月 25 日（土）までに講座予約システム 

（管理番号 2202025）、又は電話で七沢自然ふれ 

あいセンターへ。 

【問合せ】七沢自然ふれあいセンター 電話：248-3500 

 

２月 14 日 
（火） 

令和５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？ 
 

【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） 

      ・給食調理員（相川保育所）  

【勤務日時】・保育士 

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）。 

保育士の勤務日時は、各保育所で異なります 

ので、詳しくは保育課へ。 

・給食調理員 相川保育所 

８時 30 分～16 時 30 分 週 5 日 

【報 酬 等】時間額 保育士      1,271 円 

          給食調理員 1,162 円 

【申 込 み】市ＨＰにあるエントリーシート、及び保育士の 

場合は、「保育士証の写し」を直接又は郵送で 

保育課へ。 

【問 合 せ】保育課 電話：225-2768 

 

 
第 45 回厚木市児童館合唱団発表会 

 
児童館で練習を重ねた子どもたちがミュージカルや合唱を

披露します。 

思いを込めた歌声を、ぜひ聞いてみませんか。 
 

【日 時】２月 19 日(日)14 時～16 時（開場 13 時 30 分） 

【会 場】厚木市文化会館小ホール  

【定 員】300 人（無料） 

【申込み】当日直接会場へ。先着順。 

【問合せ】青少年課 電話：225-2581 

２月 17 日 
（金） 

当日は、避難訓練を実施します。 


