
 ～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 566 号 令和 5 年 3 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 

事務室休室日 3 月 21 日（火・祝） ☆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。 
お知らせ 

森の里公民館では、森の里地区を一緒に盛り上げてくださる方を大募集します！ 

ご興味のある内容で活動してみませんか。 

【募集委員】体育振興会、文化振興会、森の里音楽祭実行委員会 
【募集人員】やる気のある方なら、何名でも大丈夫です！！ 

【活動内容】体育振興会・・・春季健康まつり、大運動会などスポーツ関連行事の計画、運営 

     文化振興会・・・ハナミズキコンサート、公民館まつりなど文化的行事の計画、運営 

     森の里音楽祭実行委員会・・・森の里音楽祭の計画、運営                   

【そ の 他】ご不明な点等がございましたら、公民館職員へおたずねください 電話： 250-5262    

今年度は、多くの事業で３年ぶりの開催となり、手指消毒やマ

スクの着用など新型コロナウイルスの感染防止対策を講じなが

ら、開催いたしました。 

来年度も地域住民の皆様が喜んでいただけるような事業を展開

してまいります。今年度の事業の一部をご紹介いたします。 

チョークアート教室： 8 月 23 日 

 小学生を対象に開催し、チョークで色を

付けて鮮やかな絵を描きました。 

梅見会：２月 19 日 

 梅の花の鑑賞のほか、短歌や俳句の表彰

式、舞台アトラクションをおこないました。 

森の里地区大運動会： 10 月 9 日 

 50 ｍ競走、綱引き、スーパータマイレな

ど全 12 種目で競い合いました。 

森の里公民館まつり： 11 月 12、13 日 

 文化芸能発表会、文化作品展、模擬店、

ミニ SL 乗車会などを開催しました。 

生きがい教室： 9 月 15、22、29 日 

 2 日間の講習と、社会見学として茅ヶ崎市

博物館や鎌倉方面に行きました。 

森の里音楽祭： 11 月 27 日 

 演奏家によるオカリナとキーボードの演奏、

ピアノとチェロの演奏を披露しました。 



 
 
 

 
 

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 

《３月の休室日》 ２０日（月）、２１日（火・祝） 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  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《４月》 受付・時間 

ぼうさいの丘公園 多目的広場 7日・21日   金曜日 

 

 ９時～13時 
荻野運動公園 多目的広場 5日・19日     水曜日 

及川球技場 
４日・11日・ 

18日・25日     火曜日 

及川グラウンド・ゴルフ場 14日・28日     金曜日  

 

緊急地震速報システム点検のお知らせ 

 緊急地震速報受信システムの点検を次のとおり実施し

ます。 

 点検当日は、試験であることを放送した上で警報等の

音声が流れますので、ご承知おきください。 

【 】市立小・中学校（36校） 

【点検日】３月28日（火）９時頃 

【問合せ】教育施設課学校管理係 

     電話：225-2501 

■マスクの着用について 

 マスクの着用は個人の判断が基本となります。本人の意

思に反してマスクの着脱を強いることがないよう、お互い

が思いやりを持って過ごしましょう。 

 ただし、重症化リスクの高い方に感染を広げないため、

次の場面ではいつもマスクの着用をお願いします。 

 ・医療機関への受診時・面会時 

 ・高齢者施設等への訪問時 

 また、混雑した電車やバスなどでは、引き続きマスクの

着用が推奨されています。 

■その他の感染防止対策について 

 三密の回避、手洗い等の手指衛生・効果的な換気等、基

本的な感染防止対策は継続をお願いします。 

■公共施設の利用について 

 マスクの着用については個人の判断に委ねられますが、

体調不良時の利用自粛や、備品等の消毒などについては、

引き続きご協力をお願いします。 

【問合せ】 健康長寿推進課 電話：225-2174 

３月13日 ～ ５月７日の 

    感染防止対策について！！ 

【日 時】３月18日（土）10時～15時30分 

【 】荻野運動公園体育館及び多目的広場 

【種 目】ニュースポーツ 

     体育館（ボッチャ、セストシューター、体力チ 

     ェック、カーレットほか） 

     多目的広場（ターゲット・バードゴルフ、ティ 

     ーボールほか） 

【参加料】無料     

【申込み】不要 

【主 管】厚木市スポーツ推進委員連絡協議会 

【その他】運動のできる服装で、室内履き（体育館シューズ 

     等）をご用意ください。雨天の場合、屋内競技の 

     み実施いたします。 

【 】パラスポーツ体験会 

              （神奈川リハビリテーション病院） 

     走り方・裸足サッカー教室（はやぶさイレブン） 

【問合せ】スポーツ推進課 電話：225-2531 

子どもから大人まで楽しく遊べるニュースポーツを体験
できるコーナーや、体力チェックコーナーを用意しており
ます。ご家族、お友達と一緒に気軽に参加してください。 

なじみＤＡＹ はやぶさイレブン 

気軽に楽しく運動しよう！ 

     スポーツなじみＤＡＹ開催！！ 
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 森の里小学校３年生は「総合的な学習の時間」で地域

について学習をしてきました。 

 大好きな森の里の地域に思いを込めて、「ふくろうの

像」「森の里かるた」「森の里図鑑」「森の里絵本」を

作成しました。 

 地域の方にも見ていただきたいので、公民館におかせ

ていただくことにしました。ぜひ、手にとってご覧くだ

さい。 

【 】森の里公民館１階 

【期 間】４月下旬頃まで（予定）。 

     その後は森の里小学校になりますので、 

     機会があるときにご覧ください。 

【問合せ】森の里小学校 電話：248-3611 

  森の里小学校3年1組からのお知らせ 

   森の里のひみつ発見‼ 


