1 部ずつお取りください

令和元年６月

第３号

港地区の行事日程等をホームページで確認できます
港地区ホームページ「港しおさいだより」で検索！

港しおさいだより

港地区では平塚市と協働して、地域向けの交流・情報提供サービス、港地区地域情報ホームページ「港しお
さいだより」を開設しています。
また、自治会を中心に港ホームページ運営委員会を立ち上げて、運営を行っています。
地域のイベント情報や回覧物、公民館だよりなどの情報を定期的にアップしております。この機会に一度、
ご覧ください。

下記のいずれかの方法でホームページをご覧になれます。
【方法１】右図の QR コードを携帯電話等で
読み込んで、表示される URL を
押す
【方法２】平塚市のホームページ（トップ画面）から「地元密
着！！ちいき情報局」のリンクをクリックし、平塚
市全体の地域情報ホームページから「港」地区を選
択する
【方法３】ヤフーやグーグルといった検索エンジンを利用し、
「港しおさいだより」で直接検索する

●事前の申込みは必要ありません。
●参加費は無料です。
●卓球台、卓球道具は公民館が貸出をします。
●混雑時は、ゆずりあってご利用ください。
裏面も御覧ください
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須賀公民館シニア学級「もっとステキに！シニアライフ」が、６月７日（金）からスタートします。
申込を忘れていた方、追加で受講したいという方がいらっしゃいましたら、空きのある講座について
は対応させていただきますので、お気軽にご相談下さい。
回

開催日

開催時間

6 月７日
１
（金曜日）

１３時３０分～
１５時００分

２

６月１１日
（火曜日）

１３時３０分～
１５時００分

３

６月１４日
（金曜日）

１３時３０分～
１５時００分

４

６月２１日
（金曜日）

１３時３０分～
１５時００分

5

６月２５日
（火曜日）

１３時３０分～
１５時３０分

６

６月２８日
（金曜日）

７時３０分～
１７時００分

学

習

内

容

防犯講座
「高齢者を狙う犯罪の被害と対策について
学ぶ」
健康講座
「脳卒中の予防について」
レクリエーション講座
「音楽と落語の宅配便」
福祉講座
「認知症の予防について～脳の健康アッ
プ！～」
※飲み物持参、動きやすい服装でおいでくだ
さい
スポーツ講座「囲碁ボールに挑戦！」
※定員３０名（先着順）
※こちらの講座はゆめクラブ会員の方も
直接公民館へお申込みください
移動学習（沼津方面）
井上靖文学館、沼津御用邸記念公園、韮山反
射炉、めんたいパーク伊豆など
※定員４５名

ワークショップ ♪

■日 時
■場 所
■対 象
■講 師
■申込み

■問合せ

師

平塚警察署
平塚市民病院
副病院長 宮崎 宏道 氏

濱乃 志隆 氏

平塚市地域包括支援
センターみなと

港地区体育振興会
スポーツ推進委員

引率：館長、主事

中央公民館市民アカデミー

夏休み
小・中学生向け

講

日本舞踊を通じて「和の作法」や「たしなみ」を楽しく学びます。
小・中学生の皆さん、夏休みに浴衣を着て、伝統文化を体験してみましょう！

令和元年 8 月 3 日（土）、4 日（日） 10:00～12:00 （両日ご出席ください）
平塚市中央公民館 小ホール
市内在住の小・中学生 30 人(抽選・初めての方優先）
日本舞踊協会神奈川県支部
■参加費 無料（浴衣をレンタルする場合は 500 円）
7 月 9 日（火）までにハガキ（消印有効）でお申込みください。記載事項「会場名（平塚市）・
氏名・フリガナ・郵便番号・住所・年齢・学年・性別・学校名・保護者氏名・電話番号・
浴衣と半幅帯の借用有無・身長」を記入し、下記へ。
宛先 〒231-8588 神奈川県国際文化観光局文化課 電話 045-210-3808
中央公民館 電話 34-2111

8 月分の公民館利用申込み受付期間は６月３日（月）～６月２５日（火）です。
また、結果発表は７月１日（月）９：００～９：１０に行います。
公民館事業で撮影した写真等は、公民館だよりやホームページ、その他のメディアに掲載することがあります
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今回は異なる話題２つをお伝えしましょう。
当市は平坦な市街地ですので、子どもも大人も自転車の利用が多いですね。日常的に使っている物の点
検はつい見過ごされがち。
“点検”を心に留めて過ごしたいと思います。また、電力の小売全面自由化によ
り契約切り替えに関するトラブルが増えています。突然の事業者からの電話には「相手の名称を確認。即
答を避ける」を心がけましょう。
＜事例１＞

＜自転車に乗るときは必ずヘルメットを！＞
（国民生活センター ２０１９年４月２３日公表）
自転車で坂道を下りている際、ブレーキがかからなくなり、コンクリートの側溝に頭から転落した。前
頭部に長さ１０センチの深い傷を負い、歯が３本折れ、手の関節を骨折した。ヘルメットはかぶっていな
かった。

（当事者：８歳 女児）

＜消費者へのアドバイス＞
◆子どもがヘルメットをかぶらずに自転車に乗っていて転倒し、頭部などを打つ事故が報告されています。
◆警察庁の資料によると、自転車乗車中の交通事故での死傷者に占める死者の割合は、ヘルメットをかぶ
っていないときは、かぶっているときに比べて３.３倍高くなり、頭部の損傷が重大な事故につながりや
すいことが分かります。
◆ヘルメットは、万が一の事故の際に子どもの頭を守るのに有効です。子どもが自転車に乗るとき、乗せ
るときには、必ずヘルメットをかぶらせましょう。
◆自転車の不具合も事故につながります。定期的に保護者などが自転車を点検しましょう。お店などで整
備することも事故の予防に大切です。
＜事例２＞

＜いつの間にか切り替えに 電気の契約切り替えトラブル＞
（国民生活センター ２０１９年５月８日公表）
知らない事業者から「今よりも電気料金が安くなる。電気料金の明細を教えてほしい」と電話があった。
よく分からずに言われるまま検針票に書かれた番号などの情報を伝えると、封書が届いた。数日後、
「書類
は届いているか」と電話があり、そこで初めて封書は電気契約の切り替え手続きの書類であったこと、１
週間前の電話で契約の申込みをしたことになっていたことが分かった。

（６０歳代 女性）

＜消費者へのアドバイス＞
◆電力の小売全面自由化以降、
電話勧誘による電力切り替えに関するトラブルの相談が寄せられています。
◆電力会社等から電話を受けた際は、
事業者名や内容をよく確認し、
必要なければきっぱり断りましょう。
◆切り替えに必要な住所や供給地点特定番号等の情報は、現在契約している会社が発行する検針票に記載
されています。検針票の記載情報を伝えたところ、勝手に別の会社への切り替え手続きをされていたと
いうケースもあります。安易に検針票の記載情報は伝えないようにしましょう。
◆困った時は、お早めに平塚市消費生活センター（０４６３－２１－７５３０）
、電力・ガス取引監視等委
員会の相談窓口（０３－３５０１－５７２５）に相談しましょう。

須賀公民館では戸籍や住民票など証明のお取り扱いはできません

市民窓口センターか市役所本庁舎をご利用ください
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港囲碁クラブ、須賀碁友会では新しい仲間を募集しています。仲間づくりと碁の技術向上が期待できます。
興味のある方は一度、見学にいらしてください。
【団 体 名】港囲碁クラブ、須賀碁友会
【活 動 日】港囲碁クラブ：毎週水曜日
須賀碁友会
【活動場所】須賀公民館

：毎週日曜日

１３：００～１６：００
１３：００～１６：００

【会 費 等】５００円／月

※団体に関するお問合せは須賀公民館（☎２１－２１５２）まで

幼児、低学年向き

幼児や低学年のお子さんを対象
に絵本と紙芝居の読み聞かせを行
っています。親子で遊びにいらし
てください。
※事前申込みは必要ありません。

【６月のプログラム】

●絵本
「ありがとう ごめんなさい」
「おしりの サーカス」
「うそだあ！」

●紙芝居
「ほしいもの いっぱい」
「ばけくらべ、うでくらべ」
「バッタが ぴょん」

子どもの家は、子どもたちを地域で守り育てようを基本に
子どもたちが伸び伸びと遊び、創造性や連帯感を育み、健や
かに成長する事を願って建てられた施設です。

【開館時間】１０:００～１７:００
※休日は９:００～１７:００
【休館日】 ・第３日曜日 ・年末年始（12/29～1/3）
【利用できる方】①小学生、中学生
②幼児（但し、１８歳以上の付添いが必要となります）

【主催事業】
①自主事業⇒「科学マジックショー」・「あそびの広場」を開催予定。
②留守家庭児童登録⇒放課後、直接子どもの家を利用できます。ただし、事前に登録が必要です。
【その他の事業（月例開催事業）
】
①絵本の会⇒第１金曜日 １１:００～１１:３０
②イルカの親子（絵本・エプロンシアター・手遊び）⇒第２火曜日 １１:００～１１:３０
③おやこ広場⇒５、６、９、１０、１１、１２、１、２月の第３金曜日 １０:００～１１:３０

