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松が丘公民館だより
「家庭教育学級

豊田・松が丘公民館共催」

さつまいもの苗を植えるところから収穫までの農業体験、
収穫したさつまいもで料理教室、さつまいものつるを使って
クリスマスリース作りを親子で参加してみませんか！
春から冬までの農業体験を通じて地域のつながりと家族の
ふれあいを育んでみてはいかがでしょうか。
※渋田川を挟んだお隣の地区の豊田公民館と共催となります。

プログラム日程
① 「苗植え」・・・・・・・・・ ５月２６日（日）
② 「つる返し」
・・・・・・・・ ７月２７日（土）
③ 「収穫」・・・・・・・・・ １０月２０日（日）
④ 「さつまいも料理教室」
・・ １０月２６日（土）
⑤ 「クリスマスリース作り」・ １２月 １日（日）
※天候等により予定を変更する場合があります。

集合場所：①②③豊田公民館、④⑤松が丘公民館
時
間：全プログラム集合時間は１０：００
講
師：・片倉 捷太郎 氏（農業指導）・ママの会ゆずグループ（料理教室）
対
象：幼児・児童・生徒とその保護者
定
員：２０組４０名程度（申込状況により変更あり）先着順
申込期間：５月８日（水）９：００～５月２３日（木）※定員になり次第終了
申込方法：電話または直接松が丘公民館へ申込。
持
物：・軍手、長靴、スコップ、飲み物、帽子（①～③）
・エプロン・布巾・マスク・三角巾（④）
・紙袋（⑤）※リース用
参 加 費：①～③：５００円/１組（材料費等）初回に集金。
④・⑤：各回１００円/１人（材料費等）当日集金、未就学児は人数に含めません

問 合 せ：松が丘公民館（３３－６３１１）まで
①～③は、畑での学習が主となるため、天候による順延や中止の可能性があります。
予定した日時に実施できるか否か、直近の金曜日の１３：００以降、インターネットで
ご確認ください。公民館へのお電話でも結構です。
※個別のお電話は差し上げませんので、ご了承ください。

ちいき情報局

松と砂丘の里 松が丘

確認！

検索

おはなしの会とおもちゃ病院ドクターくるりんが来ます。
５月１９日（日）１０時００分～
事前申込なし！参加費なし！当日、松が丘公民館へお越しください。
お問い合わせ（松が丘公民館３３－６３１１）

おはなしの会
日 時：１０：００から１０：４５位まで
場 所：松が丘公民館２階和室
講 師：フェアリーテイルのみなさん
参加費：無料
その他：内容は幼稚園・保育園児～小学校低学年
向けですが、未就園のお子さんも保護者
と一緒に参加できます。

当日の演目
・ぼうしとったら（えほん）
・いちについてよーいどん（かみしばい）
・９９９ひきのきょうだいのおひっこし（えほん）
・たうえにいったよ（かみしばい）

おもちゃの病院ドクターくるりん
日 時：１０：００から１２：００まで
場 所：松が丘公民館第３会議室（１階）
こわれたおもちゃを治療して生き返らせます。
治療代は基本的無料です。
（修理内容により、事前了解の上、部品代のみご負担いただくこともあります。）
「おもちゃの病院ドクターくるりん」とは
子どもにとって夢と宝物であるおもちゃの修理を通して、 再利用する環境リサイクル
に貢献し、子ども達に科学の大切さ、 物を大切にする心が育まれるよう支援し、 合せて
自分達自身の生きがいつくり、仲間づくり、社会参加意識づくりを目指し活動するボラン
ティアグループです。（ホームページより抜粋）

認知症予防教室
認知症予防がテーマの講話と
脳活性化運動のコグニサイズが体験できます！
【日時】令和元年６月２１日（金）１０：３０～１２：００
【会場】松が丘公民館 ２階ホール（集会室）
【対象】平塚市にお住まいの６５歳以上の方
ご本人と一緒、もしくは本人の代わりに参加希望するご家族も参加できます。
【定員】２０人（先着順） 【参加費】無料
【申込み】下記問い合わせ先まで事前にお申し込みください。
※駐車場はありませんので公共交通機関をご利用ください。
◎問い合わせ：平塚市高齢者よろず相談センターまつがおか（☎３５－４４６５）

松が丘シニア学級
～地区在住の６０才以上の方なら、どなたでも参加できます～
★会
★申

移動学習を除き、全て松が丘公民館２階集会室です。
松が丘公民館にあります申込書にご記入のうえ、ご提出ください。
（電話申込は不可）締め切りは６月３日(月)。
★参加費 無料。ただし、移動学習参加者は参加費 6，0００円（昼食代含む）
回
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１

開講式
6 月 4 日（火） 生 活 消費生活相談
平塚市
10:00～12:00 講座 「あなたを守る！消費生活基礎知識」 市民情報・相談課

2

6 月１２日（水） 趣 味 「笑いに勝る良薬なし」
1３:３0～1５: 00 講座 ～落語・マジックなど～

６月２０日（木）

3

相模演芸協会

東京方面（定員４５名程度）
移 動 「迎賓館赤坂離宮＝昼食（バイキング）＝虹の下水道館」

７:５０公民館集合
※天候等により行き先の変更の可能性があります。また、申込人数によ
17:０0 公民館帰着 学習
っては中止となる場合がございます。あらかじめご了承下さい。
予定
中止の場合、参加費は返金いたします。

※移動学習は、６月３日（月）以降のキャンセルの場合、参加費はお返しできない場合がございます。
※全日程に参加できなくても構いませんが、移動学習のみの参加はできません。
【中央公民館・地区公民館合同事業 】

父の日にドラム缶と竹を使ったワイルドなバウムクーヘンを作ります。仕事が忙しく普段なかなか一緒の時間を過ご
せないお父さんとお子さんたち、この機会に楽しいひとときを過ごしながら、親子のふれあいを深めてみませんか。
☆当日は、お父さんへのメッセージカードや黄色いバラのプレゼントなど、親子の記念になる講座です。

【日

時】 ６月１６日（日）１３：００～１６：００（受付１２：４５～）

【場

所】 びわ青少年の家 （平塚市土屋２７１０－１） 【費 用】 １人３００円（当日集金）

【講

師】 びわ青少年の家の職員

【対

象】 市内在住の原則男性保護者とお子さん（小学校１年生から６年生）３０組７０人（抽選）
※保護者１人につきお子さん２人まで

【内

容】 屋外でドラム缶と竹を使い、親子で協力してバウムクーヘンを作ります。

【持ち物】 エプロン・三角巾（バンダナ）
・ふきん・飲み物・参加費
【申込み】 ５月２９日（水）までに「保護者とお子さんの氏名（お子さんは学年も）
・住所・連絡先」を、
メール（kaneda-k@city.hiratsuka.kanagawa.jp）
、
電話（松が丘公民館 ☎３３－６３１１）
、または直接最寄りの公民館へ。アレルギーのある
方は事前にお知らせください。※抽選結果は、開催１週間前までにはがきで通知します。
【問合せ】 中央公民館 ☎３４－２１１１ 〒254-0047 平塚市追分 1 番２０号

平塚市からのお知らせ

こどもサポート看板の設置に御協力をお願いします
平塚市地域教育力ネットワーク協議会では、地域で子どもたちの
安全を守るために、皆様の御自宅や店舗に黄色い看板を設置してい
ただき、犯罪の抑止と緊急時の対応をお願いしています。この看板
は、子どもたちが事件や事故に巻き込まれそうになった時、いつで
も安心して駆け込み、助けを求められるように地域で子どもの安全
をサポートするためのものです。現在、市内に約２，０００枚のこ
どもサポート看板が設置されています。

新規設置に御協力いただける方は、平塚市教育委員会社会教育課
（直通電話：0463-35-8123）まで御連絡ください。
ガイドと巡る平塚の文化資源 第 2 回

｢金目観音から五領ヶ台｣コース

主催 ひらつか文化財ガイドボランティア協会（協力 平塚市教育委員会）

【日
【集

時】令和元年 5 月 26 日（日）９：３０～１２：００ ※雨天決行（荒天中止）
合】9:30：バス停「金目駅」（金目観音堂・光明寺） 歩行距離 約 4km

【コース】金目観音堂(光明寺)～金目教会跡～宗信寺～寂静寺～宮川家～大沢家跡～五領ヶ
台貝塚～善福寺(解散･最寄バス停「広川」)広川バス停まで約 200m
【参加費（保険料など）】300 円（中学生以下無料・当日納入）
【申込み】はがき、ＦＡＸ又はメールにコース名･参加人数・全員の住所と氏名を記入し、
下記まで
はがき：〒254-8686 平塚市役所 社会教育課 （この送付先で届きます）
FAX：34-5522
メール： k-shakai@city.hiratsuka.kanagawa.jp
【締切り】5 月 19 日（日）（当日消印有効）
※問合せ先

社会教育課

電話 35-8124（平日 8:30-17:00）

無料相談会を開催します。
国・県・市共催による、弁護士、税理士、司法書士、不動産鑑定士など、各種専門家に
よる相談会を開催します。御希望の方は直接会場にお越しください。
（弁護士による法律相談を除く）
■日
時 令和元年６月１９日（水）
１３：００～１６：００（受付は１５：３０まで）
■場
所 平塚市役所（１階） 多目的スペース
■相談内容 法律（予約制）
・税金・登記・不動産・年金・各種届出・マンション管理・労働・
行政・人権など
※弁護士による法律相談は予約制で６月１０日（月）から予約を受け付けます。
■問い合わせと法律相談予約申込先
市民情報・相談課（電話０４６３－２１－８７６４）

