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今年も「いつも明るく、そして健やかに」を合言葉に、『土屋はつらつ学級』を

開催します。福寿会役員の皆さんに御協力いただき、コロナ禍でも比較的安全に実

施できる楽しい講座を企画しました。多くの皆さんの参加をお待ちしています！ 

◆対 象：土屋在住の６０歳以上の方 
         ※ 「①歴史講座」、「③生活講座」、「⑥演劇鑑賞講座」は、60歳未満の方の聴講可 

◆申込み：５月２７日（金）まで に、土屋公民館（５８－０８３３）へ 

 日時・場所 テ ー マ 学 習 内 容 講  師 

① 
６月２日（木） 

10:00～12:00 
土屋公民館 集会室 

＜開講式＞ 
 

歴史講座 

『源頼朝とその時代』 

土屋地区とも関わりの深い、今
年の大河ドラマ「鎌倉殿の 13
人」の時代背景（鎌倉幕府成立ま

で）についてお話いただきます。 

宮川 重信さん 

② 
６月８日（水） 

10:00～12:00 
七国荘 

健康講座 

『ボッチャ＆囲碁ボール

を体験しよう』 

東京パラリンピックの正式種
目の『ボッチャ』とおなじみ『囲
碁ボール』を体験し、楽しく体
と頭を動かします。 

七国荘職員 

③ 
６月１３日（月） 

10:00～11:30 
土屋公民館 集会室 

生活講座 

『ハザードマップの見方 

と防災知識』 

長雨や台風による水災や地震
などに備え、ハザードマップの
見方や役立ち防災知識を学び、
いざという時の行動計画を立
てます。 

災害対策課職員 

④ 
６月２１日（火） 

10:00～12:00 
土屋公民館 集会室 

みんなの折り鶴で 

『七夕飾りを作ろう』 

昨年たくさん集まった折り鶴
を貼り付け、みんなで和気あい
あいとステキな七夕飾りをつ
くります！  

※ 個人で作成した七夕飾りの
持ち込みも大歓迎！  

福寿会 
（七国荘協力） 

⑤ 

６月２４日（金） 

９:00～11:00 
木村植物園湘南ひらつか 

パークゴルフ場 

『パークゴルフ教室』 

サークルの皆さんにコツを教
えてもらいながら、パークゴル
フを体験します。みんなで楽し
く交流しましょう！ 

土屋パークゴルフ

サークルの皆さん 

⑥ 
６月２８日（火） 

13:30～14:30 
土屋公民館 集会室 

演芸鑑賞講座 

『大道芸ﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽ』 

＜閉講式＞ 

昨年土屋の子ども達を興奮と
笑いに包んでくれた地元の大
学生大道芸人 INO が多彩なパ
フォーマンスを披露します。 

大道芸人 INO 

※ ①～④の講座は、「土屋地区サロン送迎部会」にご協力いただき、

自宅付近から各会場までの送迎をご利用いただけます。 

送迎希望の方は申込時にお伝えください。 
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土屋地区はその昔、「土屋三郎宗遠」が治めており、地域のいたると

ころに平安末期～鎌倉時代の史跡が残っています。また、岡崎地区を

治めていた岡崎四郎義実（義兄）や真田地区を治めていた真田与一義

忠（甥）とも親戚関係にあり、ともに挙兵の頃から源頼朝を支え、鎌倉

幕府樹立に大きく貢献しました。 

右図の中では、三浦義明、岡崎義実、土肥実平、三浦義澄、三浦義村、 
和田義盛が大河ドラマに登場しており、土屋氏と深いつながりがあります。 
（土屋三郎の姉が岡崎義実に嫁ぎ、その子義清を土屋に養子として迎えています。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

◆日 時  ５月２９日（日）９：００～１１：３０ 

◆内 容  第１部  ９：００～１０：００ （土屋公民館前広場 集合） 

  ※ 土沢中探究グループがガイドする予定です！ 

 

第２部 １０：３０～１１：３０ （土屋公民館 集会室） 

熊野神社神輿保存会  地元の有志 （一緒に歌ってくれる方募集中！） 

出演： 立川 志遊 師匠 

◆定 員   第１部 先着 2０人 第２部 先着４０人 （土屋在住の方優先） 

                   ※ 第２部のみの参加も可能です。 

◆申込み  5 月２０日（金）までに、土屋公民館（☎５８－０８３３）へ 

土屋一族の墓 ～ 土屋城址 ～ 大乗院 ～ 熊野神社 ～ 水呑地蔵 ～ 牢坂  

期 間：５／１（日）～５／３０（月） 

      ※ 土肥実平の甲冑のみ５／４（水）から展示 

場 所：土屋公民館１F 図書兼談話コーナー 

【土屋公民館・与一の郷づくり協議会 共催】 

この甲冑は、能演目「七騎落ち」を描いた大和絵を
参考に再現されたもので、湯河原の土肥まつりや小
田原北條五代祭り等で実際に着用されています。 

 

ふるさと土屋ＨＰで
大河ドラマと土屋
氏の関係を解説投
稿中！ 



 

  

 
 

今回は、大河ドラマ「鎌倉殿の 13 人」にも登場している

「岡崎四郎義実」や、その子「真田与一」に関する史跡がの

こる、真田・岡崎方面を散策します。 

新緑の草木とさわやかな風を感じ、真田・岡崎の歴史と

美しい田園風景を満喫しましょう♪ 

♦日 時  ６月５日（日）９：００～ 
8:50土屋橋 集合 ※ 雨天中止（小雨決行） 

♦コース  土屋橋 ～ 金目親水公園 ～ 北金目神社 ～ 真田与一公廟所・天徳寺（真田城址） ～ 真田神社  
～ 駒形神社 ～ 岡崎四郎の墓 ～ 無量寺（岡崎城址） ～ 紫雲寺（大森氏頼の館跡） ～ 岡崎神社  
～ 岡崎公民館 ～ あさつゆ広場（14:30 頃着） ※ 帰りはバスを利用します（平塚養護学校前～土屋橋） 

♦対 象  土屋地区にお住まいの方  ♦定 員  ３０人（先着） ♦参加費 無料 

♦持ち物  飲み物、弁当、ハイキングに適した服装及び靴、帽子、雨具、マスク等 

♦申込み  ５月３１日（火）までに、土屋公民館（５８－０８３３）へ 

 

 

 

 

 

 
大河ドラマ効果で、土屋の歴史に興味を持つ方
が増えてきたのではないでしょうか？ 

ふるさと土屋ホームページ委員会では、今年度
の企画投稿として、「ふるさと土屋いろはかるた」
で詠まれた場所やモデルとなった場所をめぐり、
その写真や現在の様子をホームページに投稿しよ
うと考えています。 

そこで、一緒に「かるためぐり」をしてくれる仲間
を募集します。地図に掲載されている、周辺の史跡
等にも行ってみたいと思います！ 

◆日 時： その都度調整 
     ※ 季節のかるたもあるため、年間を通して活動します。 

◆対 象： 土屋地区在住、または関わりのある方 

◆定 員： １０名程度（登録制） 

 

 

 

 

 

【山を愛する会 協力】 

【ふるさと土屋ホームページ委員会 主催】 

※ 上記地図は公民館図書
コーナーに配架してある
右冊子に載っています。 

※ ふるさと土屋 HPにも掲
載されています。 

歴史と文化がいっぱい詰まった郷土
かるたを通し、一緒に土屋のすばら
しさを体感しましょう！ 

４月の土日に行ってみたところ、 
桜が咲き誇り、たくさんの方が 
お花見していました！ 

●上記地図を使い、何回かに分けてめぐる予定です。（かるたに詠まれた
場所と、周辺の史跡との距離や所要時間が記載されています。） 

岡崎城蹟圖                  
 



 

 

 

 

 
今年度の土屋公民館運営委員を紹介します。よろしくお願いいたします。 

退任されました大釜百合江様、安池義治様、杉山白峰様、水島朋子様には公民館運営にあたり、ご尽力をい

ただき深く感謝申し上げます。今後とも公民館に対し変わらぬご指導ご協力をお願いいたします。 
 

 

 

 令和４年度土屋公民館運営委員 （敬称略・順不同）                 

氏   名 選 出 母 体 氏   名 選 出 母 体 

五十嵐 透 土屋小学校 安池 孝 土屋福寿会 

桑原 嘉明（新） 土沢中学校 石井 千春 

社会教育活動経験者 

吉田 友久（新） 土屋小学校 PTA 落合 重治 

石井 正昭 土屋地区自治会連絡協議会 原  修治 

水島 稔（新） 土屋体育振興会 蓑島 正美 

大野 早苗 青少年指導員 鈴木 美幸 

武重 由理（新） 土屋地区子ども会育成連絡協議会      
 

 

 

 
今年も１０月下旬から始まる「つちや菊花展」と「土屋ざる菊園」

に向け、動き出しました！ 

４月２６日（火）、土屋小４年生が昨年育てた「ざる菊」から新芽
をとり、４月２７日（水）に、 
その新芽を３年生が引き継ぎ、
「さし芽」を体験しました。  

発根しやすいように鹿沼土

を砕いた粉を付ける作業が天

ぷらの衣付けみたいで楽しか

ったようで、「もっとやりたい」

「夕食に天ぷらが食べたい」と

いう声が聞こえてきました♪ 

 

◎「公民館除草」のお願い 
5 月 1４日（土）9 時からの「利用団体代表者会議」の終了後、10 時頃から

公民館敷地内の除草を行います。地域の方でご協力いただける方はぜひご参加く
ださい。 

 

◎「公民館事業の写真撮影」について（参加される方へのお願い） 
公民館では、公民館だより・地域情報局等での報告等のため、事業の様子の写真を撮っています。今年

度も積極的に発信していきたいと思いますので、事業に参加される場合には、御協力をお願いいたしま

す。写してほしくない場合には事前にお申し出ください。 

◎ ６月分の公民館利用申し込み受付は、５月２日（月）午前９時からです。 

◎ ５月の「ふれあいサロン」は、１６日（月）13:30～15:00 です。 
◎ 5 月の「子育て広場ひよこ」は、２０日（金）10:00～11:30 です。 

持ちもの 軍手、草刈鎌等 

(新) 新任 

３年生に芽を託す４年生 「さし芽」をする３年生    


