
主催：森の里地区自治会連絡協議会  

主管：森の里鯉のぼりまつり実行委員会 

協力：森の里まつり世話人会 

～ご自分の凧を持参してください。 

オープニング演奏～森の里中学校吹奏楽
部 

～森の里地区内の子ども達が対象です。 

   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 545 号 令和４年5 月1 日号 ～公民館へ行こう！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 

５月３日（火）、４日（水）、5 日（木）は祝日と 

事務室休室日 なりますので、事務室は休室となります。 

※貸館業務は通常どおりです。 

お知らせ 

※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。 

【開演】14 時～15 時 15 分（予定） 
【受付】13 時 30 分～ 
【会場】森の里公民館体育室 

 

【演奏】quartet ｒｅｍ（レム） 

七沢でコーヒー店を営む、橘川明子さんを中心とした
弦楽四重奏です。 

観覧ご希望の方は、森の里公民館へ直接又は電話で 

お申し込みください（メール不可）。 
 
【募集人員】100 人程度 入場無料。 
【申込開始】5 月 6 日（金）受付時間：8 時 30 分～17 時 

※定員に達した時点で受付終了 
【申 込 先】森の里公民館 電話：250-5262 
【そ の 他】 

 

  
第 1 便 第 2 便 

森の里センター（スーパー三和） 13:10 13:30 

郵便局 13:11 13:31 

乗合 4 丁目 13:13 13:33 

5 丁目自治会館 13:15 13:35 

4 丁目自治会館 13:16 13:36 

3 丁目自治会館 13:18 13:38 

1 丁目自治会館 13:20 13:40 

2 丁目自治会館 13:23 13:43 

森の里公民館 13:25 13:45 

 

・当日は、マスクの着用をお願いします。 

・必要な方は、飲み物をご持参ください。 

・体調不良の方や、３７．５度以上の発熱が確認 

された方は入場できません。 

・新型コロナウイルスの感染状況により、中止 

する場合があります。 

 

※終了後も 15 分間隔で、３～４本程度運行予定 

※上記時間以外のご相談は、ぐるっと専用ダイヤル

（080-2246-7996）へ。 
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【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】用具のない方には、協会で無料で貸出しています。 
【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 
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会 場 開 催 日 時間・受付 

ぼうさいの丘公園 
多目的広場 

５月 ６・2０日  金曜日 

９時～ 

13 時 

荻野運動公園 
多目的広場 

５月 11・18 日 水曜日 

及川球技場 ５月 10・24 日 火曜日 

南毛利スポーツセン
ターグラウンド 

５月17日   火曜日 

つつじの丘公園 
多目的広場 

５月13日   金曜日 
13 時～ 

16 時 

 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。 

《休室日となります》  

５月３日（火・祝）、４日（水・祝）、５日（木・祝）、16 日（月） 

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。 

厚木市 新型コロナウイルスワクチン接種情報 

３回目 
接種 ワクチン接種予約受付中 

追加接種で抗体価を高めて 
発症・重症化を予防しましょう！ 

２回目接種から６か月経過後に接種することができます。 

NEW 【12 歳～１７歳の方】  

市内医療機関での個別接種で実
施しています。接種を希望する方 
はご予約ください。 

◆ワクチンの種類 
 ファイザー社製 
 ※各医療機関で予約を受付しています。 

【18 歳以上の方】 

市内医療機関での個別接種及び集団接種で引き

続き実施しています。 

  

◆ワクチンの種類 

個別接種：ファイザー又はモデルナ社製 

集団接種：モデルナ社製 

※個別接種は各医療機関で、集団接種はコール 

センター又は市 HP で予約を受付しています。 

 
【電 話】 市新型コロナウイルスワクチン接種 

コールセンター 

    ☎０５７０－０５４－６６６ 

問い合 

わせ先

【Web】 市ホームぺージ ▶ 

 

５月下旬から開設予定の森の里朝市の愛称を募集 

します。 

【募集要件】①森の里らしい名称 

②朝市らしく元気で活気のある名称 

       ③短くて分かり易い名称 

       ④誰からも親しまれる名称 

【応募方法】愛称とその理由(２００字以内)を添えて 

問合せ先まで送信してください。 

（様式は自由） 

【募集期間】５月 12 日（木）まで 

【問 合 せ】hatipapa4085@gmail.com 

  (担当：髙村) 

 

パッと見ると、黄色くてかわいいお花「オオキンケイギク」 

しかし、その繁殖力はとても強く、生態系に重大な影響を及ぼす恐れがあるとして、「特定外来生物」に指定されてい

ます。もちろん森の里地区にも繁殖しています。昨年は実施できなかったので、今年はこの除草作業を行います。 

ぜひ、地区の皆様のご参加をよろしくお願いいたします。 
  

≪実施日≫ ５月 14 日（土） 
≪時 間≫ 10 時～11 時 30 分（小雨決行） 

※雨天や荒天の場合、中止いたします。 

≪集 合≫ 若宮公園ひょうたん池南側 

≪その他≫ 軍手、移植ごてをお持ちの方は、ご持参ください。 

        マスクの着用をお願いします。 


