
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 542 号 令和4 年4 月１日号 

お知らせ 事務室休室日 4 月 29 日(金・祝)は、諸証明の交付はお取り扱いできませんので、ご注意ください。 

【対 象】 森の里地区在住の方  ※家族、個人どちらも可 

【場 所】 みんなの畑（小野地区内） 

      ※詳細は説明会でお伝えします。 

【参加費】 １人 1,000 円（種苗買付、維持管理費等） 

【期 間】 ４月から令和５年３月まで 

【内 容】 農作物（じゃがいも、さつまいも、かぼちゃ、 

 スイカなど）の植え付け、収穫及び畑の管理 

作業など。活動は、基本的に毎週土曜日（ただし、

第３土曜日を除く。）を予定しています。 

【申込み】 ４月８日（金）17 時までに森の里公民館へ。 

 申込時に、参加希望者（代表者）の住所、氏名 

 電話番号、家族の場合は人数を 

 お伝えください。 

【説明会】 ４月 10 日（日）13 時 30 分～ 

 森の里公民館３階和室 

【主 催】 みんなの畑実行委員会 

「みんなの畑」は、森の里地区地域づくり推進委員会

（ふるさとづくり推進部会）の事業としてスタートし、

現在は、地域住民によるサークルとして活動しています。

農作物の栽培や収穫の喜びを共に分かち合いませんか。 

夏休み期間中、施設で活動する団体を募集します。 
 

【【対  象】成人責任者が引率する厚木市・愛川町・清川村 

  の 20 人以上の団体 

【【利用期間】７月 21 日（木）～８月 28 日（日） 

  日帰り～４泊５日 

【【申 込 み】４月６日(水)までに七沢自然ふれあいセンターヘ 

【【そ の 他】４月９日（土）10 時に抽選会を実施します。 

  また、同日に利用することになった団体同士で 

  使用する施設を調整するプログラム調整会を、 

  ４月 16 日（土）10 時に開催します。 

【【問 合 せ】七沢自然ふれあいセンター 電話：248-3500 

５月下旬から森の里で朝市を開設する予定です。 

開設に向けてボランティアスタッフを募集します。 
 

【活動内容】①朝市の会場準備・後片付け 

 ②朝市会場の案内・誘導 

 ③高齢者・障がい者のお宅への配達 

 ④朝市の事務局の業務 など 

【説明会日時】４月９日（土）１４時～１５時 

【説明会会場】森の里３丁目自治会館 

   ※ 説明会の参加申込みは不要です。 

直接会場にお越しください。 

【問 合 せ】hatipapa4085@gmail.com 

(担当：髙村) 

【日 時】５月１５日（日）９時（集合）～12 時（終了予定） 

【会 場】森の里小学校グラウンド 
【種 目】グラウンド・ゴルフ 
【対 象】森の里地区在住者 
【表 彰】団体戦（自治会対抗）は、１～２位を表彰。 
 個人戦は、男女各１～３位を表彰。 
【申込み】自治会加入者は、各自治会へ（回覧申込み）。 
 自治会未加入者は、森の里公民館へ（個人戦のみ）。 
 申込み締切は４月 25 日（月）です。 
【問合せ】森の里公民館 
【その他】用具のない方は、無料で貸出いたします。 
 雨天の場合や新型コロナウィルスの感染状況により、 
 中止になる場合があります。 

参加する際の留意事項 
◇当日はマスクの着用をお願いします。 

◇自宅で検温を実施し、体調がよくない

場合はご参加をお控え下さい。 

体育振興会事業 
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4 月から子育てサロンを再開します。 
 
★原則、第３金曜日 

【日 時】 ４月 15 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】 紙皿とシールを使ったかわいい鯉のぼり作り 

【対 象】 乳幼児と保護者           

【参加費】 無料 
 

※中止の場合は、児童館前 

  にて材料をお配りします。  

4 月から、陽だまりの家を再開します。 
ご来場の際は、マスク着用と入室時に手指消毒、 

検温をお願いします。 
 
★原則、毎週水曜日 
【日 時】４月６日（水）13 時～16 時 
【場 所】陽だまりの家 
【会 費】500 円 

※参加をご希望の方は、前日までに下記へ 
ご連絡をお願いします。 

★陽だまりの家 
電  話：070-6661－5262 
受付日時：平日 8 時 30 分～12 時 
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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。 

森の里地域福祉推進委員会では、森の里地区の方に赤ちゃんが誕生した際にささやかですが、お祝いキットをプレゼント

しています。まだ受け取っていない方、これから対象になる方、事務局がある森の里地区市民センター（森の里公民館）で

お渡ししますので、ぜひお申し出ください。 

【対象者】 １歳未満の赤ちゃんの親で、森の里地区在住の方 

【内 容】 お祝いカード、図書カード 

【主 催】 森の里地区地域福祉推進委員会  

【問合せ】 森の里地区市民センター（森の里公民館） 電話：250-5262 

【申込み】 森の里地区市民センター（森の里公民館）窓口で申請用紙に記入し提出してください。 

 その場でカード等が受け取れます。ただし、その赤ちゃん１人につき１回のみ申込可となります。 

 なお、赤ちゃん確認のため、保険証や母子手帳など、お子様の出生を証明できるものをご提示ください。  

【受 付】 8 時 30 分～17 時 15 分 （ただし、祝日、年末年始を除く。） 

土と親しみ、汗をかいて育てた野菜をおいしく食べよう！ 
 

【日時等】 第 1 回 5 月 8 日（日）10 時～15 時 

 夏野菜の種まき・植え付け 

 第 2 回 7 月 3 日（日）10 時～15 時 

 夏野菜の収穫・秋野菜の種まき 

 第 3 回 9 月 11 日（日）10 時～15 時 

 夏野菜の収穫・秋野菜の種まき 

 第 4 回 11 月 13 日（日）10 時～15 時 

 秋野菜の収穫 

 第 5 回 12 月 11 日（日）10 時～15 時 

 収穫祭（収穫した野菜で野外炊事） 

※各回雨天決行、豪雨の場合は室内で講義を実施 

【会 場】 七沢自然ふれあいセンター敷地内畑など 

【対 象】 市内在住の小学生以上の親子 24 人 

 ※応募多数の場合は抽選 

【参加費】 1 人 3,000 円（材料費、保険料） 

【申込み】 4 月 15 日（金）までに講座予約 

 システム、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 《４月の休室日》18 日（月）、29 日（金・祝） 

（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。 

４４４月月月 111222 日日日   
（（（火火火）））   

新型コロナウイルスの感染状況により、中止になる場合があります。 
 

４４４月月月 111555 日日日   
（（（金金金）））   

４４４月月月６６６日日日   
（（（水水水）））   


