
 

 

全世帯配布（１枚ずつお取りください） 

４ ６ ３ 

中原公民館だより 令和４年６月 第 ３ 号     

 中原公民館の一括受付は、事前申込制で受付しております。８月分のご利用については、 
６月２０日（月）～６月２６日（日）に中原公民館窓口へ利用申込書をご提出ください。重複した場合にはお電話
でお知らせいたしますので、連絡のあった団体は７月１日（金）９時に中原公民館へご来館をお願いいたします。
ご不明な点等ございましたら、中原公民館（電話32-7372）までお問合せください。 

８月利用分一括受付（中原公民館） 

※平塚市HP「ちいき情報局」内「心かよう街 中原」に中原・大原公民館だよりのカラー版を掲載しています。 
※公民館の各事業において、当日撮影した写真を公民館だよりやホームページに掲載することがあるほか、報道機関が取材に入
ることがあります。 
※新型コロナウイルス感染症については日々状況が変化していることから、状況に応じて、掲載した記事の内容が変更する場合
があります。みなさんにはご迷惑をおかけいたしますが、ご理解をお願いいたします。 

中原おはなしの会・中原公民館共催 自主事業 

■日時：６月１４日（火）１５：３０～１６：２０  
■会場：中原公民館 和室 
■定員：１５名程度 
※事前申込は不要です。 
※当日、混みあった場合、入室できないことがありま
す。ご了承ください。 
■お問い合わせ：中原公民館 電話３２－７３７２ 
次回のおはなし会は、７月１１日(月)に開催します。 

※新型コロナウイルス感染防止のため、ご自宅での検温やマスクの
着用、入館時の手指の消毒にご協力ください。また、体調がすぐれ
ない方、家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる場合や学校閉
鎖や学級閉鎖により行動制限を受けている方のご参加はお控えくだ
さい。 
※新型コロナウイルス感染症の状況により、事業を急遽中止や延
期、内容の変更等が生じる場合があります。 

～プログラム～ 
１．とうさん まいご（えほん） 
２．はがいたい ほねほねマン（かみしばい） 
３．しりとりのだいすきなおうさま（大型えほん） 
４．ひこいちどんのかさやさん（かみしばい） 

 おはなし会では絵本や紙芝居など、いろいろな 
お話の読み聞かせをします。 

お達者倶楽部 

趣味講座 

中原長寿会連合会、中原・大原公民館共催 シニア学級 

 みなさんに折り紙を折っていただき、それを大きな画用紙に貼り合わせて「寿」の文
字を作ります。折っていただくのは、長寿を象徴し、縁起の良い生き物とされているカ
メの折り紙です。できあがった作品は、公民館で展示するほか、公民館だよりやちいき
情報局にも掲載させていただきます。 
 みなさん、ぜひご参加ください！ 

■募集期間：６月１日（水）～６月３０日（木） ※展示期間は８月頃を予定  
■対  象：中原・大原地区在住６０歳以上の方 
■参加方法：中原公民館と大原公民館で折り紙１０枚分とカメの折り方を記載した用紙      
      を配布します。折り紙が完成したら、中原公民館または大原公民館にご提 
      出ください。 
※受付できるのは公民館で配布した折り紙で作ったもののみです。折り紙アートを作る
には同じ色を組み合わせる必要があるため、ご自身で用意された折り紙で作ったものは
受付できません。なお、配布する折り紙のサイズは、7.5ｃｍ四方の折り紙となります。あらかじめご了承くださ
い。 
※第４回目以降のお達者倶楽部は秋頃の開催を予定しております。詳しい開催時期や内容は、今後の公民館だより
を通じてみなさんにお知らせいたします。 
■問い合わせ先：中原公民館 ☎３２－７３７２ ／ 大原公民館 ☎３４－５０１１ 

寿 
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令和４年度中原地区町内会（自治会）連合会役員のご紹介（★…新任） 

令和４年度公民館運営委員のご紹介（★…新任）  

 このたび退任されました木村 泰行様、合田 芳憲様、浅沼 美香様には、任期中、大変お世話になりました。
今後も公民館活動への御支援、御協力をお願いいたします。また、新たに選任されました方を含む委員の皆様に
は、各公民館運営に多方面から御協力をいただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

●令和４年度の中原地区町内会（自治会）連合会役員の皆様をご紹介いたします。よろしくお願いいたします。 

氏 名 （敬称略） 選出母体 氏 名 （敬称略） 選出母体 

星川 温 中原地区町内会（自治会）連合会     川本 孝好 中原地区民生委員児童委員協議会 

★今村 一男 裏宿町内会   加藤 富子 中原地区ボランティアクラブ 

伊藤 晴江 中原小学校校長              ★江本 恵理子 中原小学校PTA  

★宮城 弘之 中原中学校校長           上村 美枝 中原地区子ども会育成会連絡協議会 

添田 武 中原地区青少年指導員連絡協議会 横山 曙見 中原長寿会連合会             

金子 栄治 中原地区体育振興会             及川 潔 中原公民館利用団体 

鈴木 正治 中原地区社会福祉協議会           

●令和４年度の公民館運営委員の皆様をご紹介いたします。 

小学生を対象とした夏休み体験教室を今年も開催します。ぜひご参加ください！ 

■対  象 中原小学校区の小学１～６年生 

■申込開始 ７月４日（月）９ 時 ００ 分 から 中原公民館窓口へ直接お申込みください。 

       ７月４日（月）１０時００分以降はお電話でもお申込み可能です。ただし、その時点ですでに定員を超え 

                     ている場合はお受付できません。 

■締め切り ７月1５日（金） ※各教室は定員になり次第、締め切りとなります(先着順)。 

★陶芸教室・華道教室の参加費は事業当日に集金させていただきます。募集締め切り後のキャンセルについては、準備の

都合上、参加費を集金させていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。 

★事業当日はマスクの着用や検温等、感染症対策にご協力ください。また、新型コロナウイルスの感染状況により、事業

が急遽中止になる可能性があります。 

■お問い合わせ：中原公民館 電話３２－７３７２ 

中原公民館 児童・生徒地域参加事業 

日時 内容  講  師  持ち物  参加費  

７月２５日（月） 【防災工作教室：定員２０名】 
女性防災クラブ 

平塚パワーズ 、 

磯部正明さん 

ラップ類（２０ｃｍ

前後）、カラーペ

ン、上靴、のみもの 

無料   10：00～11：30 

 大ホール 

ダンボールを使ったトイレとパーテーションの作り

方やラップを使った応急手当を学びます。できあ

がったダンボールトイレには自由にお絵描きをしま

す。 

８月８日（月） 【陶芸教室：定員３０名】  
岡村 昭男さん 

（陶芸家） 

タオル、新聞紙、ぞ

うきん、のみもの 

７００円  

(当日集金) 
 9：30～12：00 

 大ホール  

てびねり（ろくろを使わない方法）で、好きな器を

作ってみましょう！ 

※作品を作り終わった方から流れ解散になります。 

 七夕の時期に合わせて、七夕飾りと短冊を募集します！七夕飾りをおうちで自由に作っていただき、公民館の竹に飾っ

てみませんか？ 短冊は公民館にご用意がありますので、ぜひ願いごとを書いてみてください。素敵な七夕飾り・短冊を

お待ちしています！ 

■対象：中原地区在住の方  ■期間：７月４日（月）～７月１０日（日） 
■参加方法：自作の七夕飾りや願いごとを書いた短冊を公民館の竹に飾ってください。※短冊は公民館にあります。 

■お問い合わせ：中原公民館 電話３２－７３７２ 

七夕飾り・短冊を飾ろう！ 中原公民館自主事業 

※加えて、８月３日（水）に「華道教室」を開催予定です。詳細は６月下旬に中原小学校を通じて配布する申込書また

は６月２７日頃から公民館に配架する申込書をご確認ください。上記の講座とあわせてお申込みを受付いたします。 

役職名 氏名（敬称略） 役職名 氏名（敬称略） 役職名 氏名（敬称略） 

連合会会長 佐藤 廣保 上宿南町内会長 佐草 功 下宿南町内会長 金川 清 

連合会副会長 磯部 正明 上宿北町内会長 ★宮代 芳宏 下宿北町内会長 露木 忠 

連合会副会長 寺元 数孝 中宿東町内会長 石嶋 隆輔 裏宿東町内会長 ★佐藤 英也 

連合会副会長 星川 温 中宿西町内会長 ★内田 裕行 裏宿西町内会長 谷口 和広 

連合会副会長 栗林 英 御殿東町内会長 ★森 一樹 裏宿南町内会長 今村 一男 

連合会相談役 小川 詔三 御殿西町内会長 西山 博 裏宿北町内会長 木村 泰行 

連合会顧問 鈴木 和夫 御殿南町内会長 ★近藤 勝己 新川端自治会長 ★松下 憲治 

連合会顧問 磯部 信之 御殿北町内会長 深澤 仁順 新川端副自治会長 ★富沢 千尋 

連合会顧問 秋山 勝 下宿東町内会長 ★沼田 真二 会計監査 ★奥山 正夫 

  下宿西町内会長 ★金子 清 会計監査 ★富山 勉 


