
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

開会宣言・模擬店営業開始 16：00 

森の里小学校鼓笛隊（20 日のみ演奏） 16：00 

森の里中学校吹奏楽部（20 日のみ演奏） 16：20 

開会式 16：45～17：00 

Dream Singers Japan 17：00 

なごみ太鼓 17：20 

 
  

・子ども盆踊り審査 
・子ども盆踊り表彰 

17：40～18：50 
 
17：40～18：30 
18：45～18：50 

  18：50～19：05 

花火大会 19：10～19：20 

 

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551 号 令和４年8 月 1 日号 ～公民館へ行こう！世代を超え、つながる森の里

～ 

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 

令和４年 第 37 回 森の里夏まつり 

当選者名発表は 1 回迄 
催し物部、自治会テント内に掲示 

（マロニエ・森友会・長寿会・なごみ太鼓） 
大人にも子どもにも参加賞があります。 

 

 

７月９日（土）青空の下、若宮公園自由広場において開催され、総勢

22 人の皆様に参加いただきました。 

参加選手の皆さんは、暑さにも負けず 18 ホールを回り、ベテランの方

は、ナイスショットを披露し、初心者の方はボールを 

うまく飛ばせずに苦労されていましたが、思い思いに 

競技を楽しんでいました。 

出場された選手の皆さん、運営にあたられた方々、 

大変お疲れ様でした。主な入賞者は右表のとおりです。 

 
 男性の部  

優勝：松井 洋一さん 準優勝：小島 晴比古さん 

 女性の部  

優勝：田村 恵子さん 準優勝：勝木 美智子さん 
 

８月 11 日（木）は祝日となりますので、事務室は休室となります。 

※事務室休室日は、住民票等の諸証明の発行はできませんので、ご了承ください。 

※貸館業務は通常どおりです。 

          

お知らせ 

【日 時】８月 23 日（火）  

 

 

 

【場 所】森の里公民館 体育室 

【対 象】幼児及び小学生 

【参加費】無料 

【内 容】みんなで、わらべうたで遊ぶ 

【先 生】二階堂 恵子さん 

【持ち物】水筒、タオル 

【申込み】８月 19 日（金）までに公民館へ 

わらべうたであそぼう 

【日 時】８月９日（火）14 時～ ※受付 13 時 45 分～ 

【場 所】森の里公民館 ２階集会室 

【対 象】森の里在住の小学生、幼児と保護者 

【内 容】２本の映画とビンゴゲームで楽しみ 

ながら交通ルールを学びます。 

【参加費】無料 

【問合せ】佐藤 電話：090-5576-0171 

交通安全映画会のお知らせ 
交通事故に遭わないように、また、事故を起こさ

ないように、楽しく交通ルールを学びましょう。  

 

【主 催】森の里地区交通安全母の会  

【共 催】厚木市交通安全指導員森の里支部  

 
・抽選券受付  16：00～18：00 

 催し物部テント内 
 
・抽選会結果発表 18：50～19：05 

 
◎お買い物券 

（1 万円） 5 本 
（2 千円）20 本 

※賞品は、丁目毎に 
お渡しいたします。

抽選会賞品 
抽
選
会 

幼  児 14 時 45 分～15 時 15 分（受付 14 時 30 分） 

小学生 15 時 45 分～17 時   （受付 15 時 30 分） 

※幼児は保護者同伴となります。 

抽選結果発表 

盆踊り 
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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。 

《８月の休室日》 11 日（木・祝）、15 日（月） 

 

森の里朝市（森もり市）のボランティアスタッフの募集 
 

森の里朝市（森もり市）のティアスタッフを募集します。 
 
【募集要件】 

森の里朝市（森もり市）で買い物した野菜や米などを自宅

まで持ち帰るのが困難な高齢者、障がい者、要介護者の自宅

にお届けするボランティア活動です。 

※朝市会場でお手伝い頂けるボランティアスタッフも随時

募集しております。 

【募集期間】令和４年 10 月末まで（随時受付） 

【問合せ】hatipapa4085@gmail.com （担当：髙村） 

【御 礼】 

７月９日（土）に実施したウクライナ難民への募金には、

多くの方のご支援を頂きありがとうございました。募金額は

7,358 円でした。 

お預かりした募金は、ウクライナ難民の子どもたちの支援

に活用して頂くため、（公財）日本ユニセフ協会を通じて全

額を送金しました。今回の募金活動は７月 23 日（土）の開

催日まで実施します。 

 衛生害虫防除作業のため、８月４日（木）午後５時 15 分 

から午後 10 時まで閉館します。 

ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解いただきますようお

願いいたします。 

※ 閉館時は、施設利用及び図書の返却等もでき 

 ません。また、若宮公園の駐車場も午後６時で 

閉場となりますので、ご注意ください。 

※ 午前９時から午後５時 15 分までは、通常ど 

おり開館します。 

さあ、今年も元気にみんなと学びましょう。日程は、次のとおりです。ぜひ、申込みを‼ 

 回 日   程 内        容 講 師 等 

１回 
９月 15 日（木） 

10:00 ～ 11:50 

開講式・日程説明 

講習「北極南極への挑戦」 

北極冒険家 

荻田 泰永 氏 

２回 
９月 22 日（木） 

10:00 ～ 11:30 
講習「鎌倉幕府の成立時期についてー幕府の定義－」 

愛川町郷土資料館 

主任学芸員 岩田 慎平 氏 

３回 
９月 29 日（木） 

８:00 ～ 17:30 

現地学習（社会見学）  

鎌倉市内を見学する予定です。鎌倉市内は、高低差もあり、

長距離を徒歩で移動しますので、歩きやすい服装や履きな

れた靴での参加をお願いします。 

見学場所などの詳細は、開講式で説明します。 

【随行】 

公民館職員 

 
  
【場 所】森の里公民館２階集会室及び施設見学 

【対 象】森の里地区在住で 60 歳以上の方（原則として３回とも参加できる方） 

【受講料】無料 

※３回目のみ、負担金 １人 3,000 円が掛かります。（昼食代、保険料等）。第 1 回目の受付時に納入。 

【申込み】８月 1７日（水）17 時までに、直接又は電話（250-5262）で森の里公民館へ。 

※募集人数 30 人。申込み多数の場合は抽選となります。抽選結果は、ハガキでお知らせします。 

※新型コロナウイルスの感染状況などにより、事業の変更や中止することがあります。 

学級・ 
講座事業 

市立小・中学校消防設備及び緊急地震速報システム点検のお知らせ 
 
 学校施設の維持管理に係る消防用設備及び小・中学校の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。 
 

【場 所】市立小・中学校（36 校） 

【期 間】① 消防用設備：７月末～８月 

（夏休み期間中を含む、１校当たり１日又は２日間) 

② 緊急地震速報受信システム：８月 23 日（火） 

【問合せ】教育施設課学校管理係 電話：225-2601（直通） 

夏季休業中における学校閉庁日について 
 
市立小・中学校では、教職員の日常業務の多忙化緩和

と休暇取得促進のため、次の期間を学校閉庁日としま

す。事故などで緊急に連絡を要する場合は、教育委員会

へご連絡ください。※平日のみ対応しています。 
 
【期 間】８月 13 日（土）から 15 日（月）まで 

【問合せ】 

学校閉庁に関すること  教育総務課 電話：225-2663 

児童・生徒に関すること 教育指導課 電話：225-2660 

転入・転出に関すること 学務課   電話：225-2650 

 


