
12月 25日（金） 

こんにちは。 

施設運営担当の井出です。 

 

令和 2年最後の総合公園ダイアリーは、年末年始の総合公園の運営についてお知

らせをします。 

 

年末年始は 12月 28日（月）から翌年 1月 4日（月）まで、園内各施設が休館となり

ます。 

休館施設は下記のとおりです。 

   

総合公園管理事務所 

Shonan BMWスタジアム平塚 

バッティングパレス相石スタジアムひらつか（令和 3年 3月 10日（水）まで休館） 

トッケイセキュリティ平塚総合体育館 

トレーニングルーム 

温水プール（令和 3年 1月 16日（土）まで休館） 

テニスコート 

ふれあい動物園 

宿泊研修所 

ポニー売店 

 

※駐車場ほか、平塚のはらっぱや園路、子ども広場などは通常通りご利用できます。 

※レストラン大原は 12月 28日（月）から翌年 1月 1日（金祝）まで特別休業のため、

ご利用できません。 

※わんぱく広場の大型複合遊具は更新工事を行っているため、令和 3年 3月ごろま

でご利用できません。 

 

 

また、12月 28日（月）から令和 3年 1月 3日（日）まで年末年始及び保守日の為の

ため、公共施設予約システムの利用を休止します。 

公共施設予約システムを取り扱う窓口の休館情報やその他詳細については画像をご



覧ください。 

 

 

 

※総合公園管理事務所及びトッケイセキュリティ平塚総合体育館並びにひらつかサ

ン・ライフアリーナは 1月 5日（火）からお支払いができます。 

 

ご利用の皆様には、ご迷惑をおかけしますが、ご理解くださいますようお願いします。 

 

さて、最後になりますが、令和 2年は新型コロナウイルス感染症拡大によって、施設

の休館や催しの中止など多くの影響がありました。 

しかし、緊急事態宣言の解除後は、ご利用の皆様に感染防止対策のご協力をいただ

きながら、各施設で利用制限を行い、利用を再開しました。 

その後は、一般利用に加え、催し物の開催など徐々にご利用者の人数も増えていま

す。 

現在新型コロナウイルス感染症の感染者が増えてきており、予断を許さない状況が

続いていますが、令和 3年も感染防止対策に留意しながら総合公園の運営を行いま

すので、よろしくお願いします。  

12月 23日（水） 

こんにちは。 

施設運営担当の松本です。 

  

12月 20日（日）にトッケイセキュリティ総合体育館温水プールで着衣泳体験会とアー

ティスティックスイミング体験会を実施しました。 

毎年、温水プールの換水清掃前に行っている本事業ですが、今年は新型コロナウイ

ルス感染症対策を行い、無事開催することができました。 

ご参加いただいた皆様、ありがとうございました。 

 

着衣泳体験会では、着衣時とそうではないときの動きの違いを体験いただくとともに、

もしもの時の対処法「浮いて待て」を実践しました。 



 

アーティステイックスイミング体験会では、競技を行う上での基礎となる「立ち泳ぎ」を

実践してもらい、最後にグループに分かれて実際に演技を行いました。 

 

さらに、アーティスティックスイミング体験会では、アーティスティックスイミングの神奈

川県強化選手の一人である古谷彩夏選手によるデモ演技も行われ、美しい演技に拍

手が送られていました。 

 

体験会は来年も実施予定です。 

今回参加できなかった方は次の機会にぜひご参加ください。 

12月 18日（金） 

こんにちは。 

施設運営担当の井出です。 

 

12月 21日（月）から翌年 1月 16日（土）まで温水プールの水を抜いて換水清掃を行



うため、12月 20日（日）の利用（個人利用は 12時 30分まで）を最後に、温水プール

のご利用ができなくなります。 

 

 
水を抜いた後のプールの様子 

 

換水清掃は約 1週間かけてプール内の水をすべて抜き、普段できないプール内の清

掃や点検、修繕を行ったのち、約 2週間かけてプール内に水を貯め、皆様がご利用

できる水温に上げていきます。 

そのため例年 3週間から 1 ヵ月程度の期間を設定し、換水清掃を行っています。 

 

期間中ご利用できずご迷惑をおかけしますが、1月 17日（日）からの利用再開をお待

ちください。 

 

なお、12月 20日（日）の午後は、温水プールで「アーティスティックススイミング」と「着

衣泳」の体験会を開催します。 

詳細はこのページ内の 12月 4日（金）の記事に記載していますので、参加希望者は

ご覧の上、総合公園管理事務所（0463-35-2233）にお問い合わせください。  

12月 16日（水） 

こんにちは。 

施設運営担当の松本です。 

 

トッケイセキュリティ平塚総合体育館には競技の特性から使用にあたり条件を付して

いる施設があります。 

その競技は、射法八節という基本動作からなる武道で、和弓から放たれた矢を的に

中（あ）てる競技です。 

ここまでくれば皆さんお分かりでしょう。 

競技の答えは弓道、そして施設の名称は弓道場です。 



 

弓道はご存じのとおり弓を使います。弓は古くから狩猟などに使われ、一歩間違える

と、他人に大けがをさせてしまう可能性が高い競技です。 

そのため、当体育館では、弓道場を利用するにあたり、段位が 2段以下の方は 3段

以上の指導者がいなければ利用できないルールとなっています。 

 

弓道場は、体育館職員が毎朝、安土や的などの整備を行っており、行けばすぐに弓

を射ることができます。 

  

3段以上の指導者がいれば、2段以下の方も練習や部活動で使用することができま

すので、ぜひ利用してくださいね。  

12月 11日（金） 

こんにちは。 

施設運営担当の井出です。 

 

総合公園西入り口付近にある「メタセコイヤの並木」の紅葉が見ごろを迎えています。 

 

 

 

メタセコイヤの並木は、平塚市の景観重要樹木にも選定されており、紅葉した高さ約

17mの大木が 50本並ぶ人気のスポットです。 

写真のように、日が当たると赤さが増し、とてもきれいな光景をお楽しみいただけま

す。 

 



秋が終わり、本格的な冬の到来をも感じさせてくれるメタセコイヤの紅葉。 

50本の並木道が織りなす、赤くきれいに色づいた壮大な絶景をお見逃しなく。  

12月 9日（水） 

こんにちは。 

施設運営担当の松本です。 

 

トッケイセキュリティ総合体育館温水プールは、普段、一般の皆様に開放しておりま

すが、定休日以外でお休みをいただくことがあります。 

休みの理由は、設備の保守や清掃だったりと様々ですが、その理由の一つとして大

会の開催があります。 

今回は、普段皆さんがプールを利用する際になかなか見ることがない大会で使用す

る道具をクイズでご紹介します。 

 

それではさっそく、一つ目の問題です。これは何でしょうか？ 

これは初級問題なのでヒントは無しです。 

 

正解は、、、、「スタート台」でした。 

これは違う形のものを見たことある方がいるかもしれませんね。 

 

次は中級問題です。これは何かわかりますか？ 

ヒントは箱の上にあるもの、そして謎の円形の穴に注目です。 

 

正解は、、、「電子式スタート音発生装置」でした。 

この機械は、職員の間で「ピストル」と呼ばれており、スタートするときの合図音を出す

装置です。 

 

最後は上級問題です。これは何かわかりますか？ 

ヒントは水に沈めて使います。 

 

正解は、、、「タッチプレート」でした。 

これが分かった方は少ないのではないでしょうか。 



タッチプレートはゴールの際、触れることでタイムを計測する装置です。 

 

トッケイセキュリティ平塚総合体育館の温水プールでは、皆さんの気づかないところで

多くの機械や装置が活躍しています。 

今後も折を見て紹介していきますので楽しみにしていてくださいね。  

12月 4日（金） 

こんにちは。 

施設運営担当の井出です。 

 

12月 20日（日）に開催される「アーティスティックスイミング体験会」と「着衣泳体験

会」の募集が 12月 5日（土）から開始されます。 

詳細は下記のとおりです。 

 

【アーティスティックスイミング体験会】 

 

 

【日  時】 令和 2年 12月 20日（日） 13時 30分開始（2時間程度） 

【定  員】 先着 30人 

【参加条件】 小学 4年生以上でクロール・背泳ぎ・平泳ぎすべてで 25m以上を泳げ

る方。男女可。 

【参加料金】 小・中学生 200円、大人 400円（プール入場料、受講料込） 

【必要物品】 水着・水泳帽・ゴーグル・ノーズクリップ（お持ちの方のみ、ノーズクリッ

プ（1個 

                     500円）は、当日購入することもできます。） 

【目  的】 普段体験する機会の少ないアーティスティックスイミングを体験してもら

い、幅広い 

         水泳の普及を図るものとする。 



 

【着衣泳体験会】 

 

 

【日  時】 令和 2年 12月 20日（日） 13時 00分開始（1時間 30分程度） 

【定  員】 先着 30人 

【参加条件】 小学 1年生以上の方（小学 1年生から 3年生は、保護者も一緒に体験

していただきま 

       す。） 

【参加料金】 小・中学生 200円、大人 400円（プール入場料、受講料込） 

【必要物品】 水着、水泳帽、長袖の服、長ズボン、靴、ペットボトル 1．5ℓ以上（1人 1

本） 

         ビニール袋（穴が開いていないもの）、ゴーグル 

         ※すべてきれいなものを用意してください。 

         ※服の中に水着を着用し、帰り用の着替えを忘れずに持参してください。 

【目  的】 近年、水の事故による犠牲者を防ぐため、着衣した状態での水泳を体験

する必要性 

       が高まっています。平塚総合体育館温水プールでは毎年 1回実施する換

水清掃の際 

       にすべての水を入れ替えるため、水が汚れても衛生面の影響がないこと

から、換水 

       清掃開始前のプールを利用して着衣泳を実施し、実際の事故に備えま

す。 

 

アーティスティックスイミング、着衣泳とも経験できるまたとない機会ですので、ぜひご

参加ください。 

※参加者には検温を実施するほか、ソーシャルディスタンスの確保など新型コロナウ

イルス感染症の感染拡大対策を実施します。 

   



12月 2日（水） 

こんにちは。 

施設運営担当の松本です。 

 

本日は Shonan BMW スタジアム平塚のトリビアをひとつご紹介します。 

Shonan BMW スタジアム平塚には、観客席に入る通用口が合計で 20か所あり、各

通用口にはそれぞれ Aから Vまでのアルファベットが振られています。 

ここで「おやっ？」と思われた方もいると思います。 

アルファベットが Aから Vまで振られているとすると、通用口の合計は 22になるので

はないか？と。 

実は、Shonan BMW スタジアム平塚の通用口に振られているアルファベットには I と

Oがないのです。 

これにはきちんとした理由があり、Iや Oは、表記によっては数字の 1や 0 と混同さ

れることがあるため、間違いを防ぐためにあえて外しているのです。 

表記一つとっても、利用者の方にわかりやすいような配慮がされているのですね。 

 

 

※Shonan BMW スタジアム平塚は、令和 3年 2月 1日からレモンガススタジアム平

塚に愛称が変更されます。  

 


