
       

 地域とともに歩み、支えあえる公民館を目指します。地域の話題をお寄せください。                            

だより 
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 ホームページ 

 

 
月号 平塚市立なでしこ公民館 検索 

令和４年度 Ｎｏ.３ ６ 

日 曜日 スケジュール 

 

日 曜日 スケジュール 

６月    ７月       

1６ 木 (福) (ウ ) (あ )  1 金 (福)  

1７ 金 (福)  ２  土 (福)(図)(碁)  
七夕かざりを作ろう  

1８ 土 (福)(図)(碁)  ３ 日  

1９ 日  4 月  

20 月  5 火  

21 火  6 水 (福) (パ )  

22 水 (福) (パ )  7 木 (福) (ウ ) (あ )  

23 木 (福) (ウ ) (ぬ )  8 金 (福) (手 )  

24 金 (福)  9 土 (福)(図)(碁) (お )  

25 土 (福)(図)  10 日  

26 日  11 月  

27 月 坐禅体験 12 火  

28 火 囲碁ボールを楽しもう！ 13 水 (福) (パ )  

29 水 (福) (パ )  14 木 (福) (ウ ) (ぬ )  

30 木 (福) (ウ )  15 金 (福)うたごえサロン  

公民館・福祉村などの予定カレンダー こども囲碁教室  

６月４日（土）、１１日（土）、１８日（土） 

７月２日（土）、９日（土）、１６日（土） 

９時３０分～１１時３０分 

小学生から中学生まで幅広い年代の子どもたちが参加しています。 

初心者の方も大歓迎です。ぜひ、遊びにきてください。 

※マスクの着用等、基本的感染症対策をしてご参加ください。 

公民館（自主事業） 

(福)：福祉村開所日        １０時～正午  １３時～１５時  

(パ )：パークゴルフ開催日     １０時～正午  

(ぬ )：大人のぬり絵        １３時～１５時  

(あ )：子育てサロン「あ～んとあんと」１０時～１１時３０分  

(ウ )：なでしこ公園ウォーキング  １０時～１１時  

(手 )：手作りサロン        １３時３０分～１５時  

(お)：おはなし会         １４時～１４時３０分       

(図)：図書ボランティア活動日   １４時～１６時          

(碁)：こども囲碁教室       ９時30分～11時30分  

子育てサロン「あ～んとあんと」 

６月２日（木）、１６日（木） 

７月７日（木）、２１日（木） 

１０時～１１時３０分 

０、１、２歳児をもつお母さんたちの 

「出会い」「和」「巣立ち」を応援します。 

※感染状況等で入場制限や中止とする場合があります。  

 公民館ホームページでは、 

カラー版を掲載！ 

【日 時】：令和4年７月2２日（金）１３時～１６時（12時50分から受付をします。） 

【場 所】：なでしこ公民館 集会室（ホール） 

【対 象】：なでしこ地区在住の小学生とその親（弟妹に未就学児がいる場合は参加可） 

【定 員】：15組（先着）  【参加費】：一人５００円（粘土代、焼き代）  【持ち物】：エプロン、ぞうきん、飲み物  

【講 師】：釉楽陶芸クラブ（公民館利用団体） 鯨井 久夫 氏 

【申 込】：6月20日（月）～7月15日（金）までになでしこ公民館窓口または電話（３５－１２５４）でお申込みください。 

【その他】：陶芸は手びねりで行います。作品は、お皿や湯飲み、コーヒーカップ等。完成品は8月5日（金）13時以降に 

      なでしこ公民館でお渡しします。感染状況で急遽中止になることがあります。 



 

 

な で こ し 

講座のお申込みでいただいた個人情報は、その事業に関係する事務、連絡のみに使用します。また、講座の様子を記録した写真等は、講座の開催の記録として、  
公民館だよりやホームページ、その他メディアに掲載されることがありますのでご了承ください。 

中條利昭（なでしこ地区在住） 

 高麗山をバックにして、黒煙をあげながら花水川鉄橋を渡ろうとする上り

蒸気機関車の写真（大正時代頃）がある（注1）。橋桁は鋼材で、橋脚は四角に

切った石を積みあげた下部構造のように見える。当然、線路上に架線はない。 

 『横浜貿易新報』の記事によると、花水川鉄橋は洪水のために何度か不通

になっている。明治37（1904）年7月14日、洪水で花水川鉄橋が不通にな

り、仮工事で開通したが、18日にも洪水によって不通になった。そのために

大磯－平塚間は歩行で乗り継いだ。20日、鉄橋の修繕工事出来（しゅった

い）の期日が予想できないので、当分は大磯－平塚間は人力車などでつない

だ。人力車の料金は昼15銭、夜20銭。馬車は昼10銭、夜12銭。手荷物運賃1

個5銭とある。この不通によって、平塚から腕車（人力車）で大磯に向かう

途中、車力の不注意で英国武官の外套を遺失したが、間もなく発見される事

件があった。また日露戦争での負傷軍人187人が大磯駅で下車し、招仙閣・

生長館・田村屋に投宿した（注2）。21日の正午までに単線運転で開通し、22日

になって全面開通した。 

さらに10月12日の記事には、暴風雨によって花水川が4尺ほど増水し、花

水川鉄橋が危険なために、一昨日の夜6時から昨朝7時まで通行禁止になった

とある。付近の家屋の被害も甚大であったようだ。明

治44年7月にも、「花水鉄橋付近六尺五寸増水し橋梁の

流失」のおそれがあると出ている。 

大正12（1923）年の関東大震災の時に、花水川鉄橋

は多少の被害を受けたようだ。この時に花水川鉄橋に

近づきつつあった上り列車が転覆するという事故が

あった。大磯警察署は、大磯町高麗付近で列車が転覆

し多数死傷者が発生したとの通報があったので救護のために応援を出した（注3）。 

『関東大震災記』（注4）には、浜松を1日に発した上り第74号列車は

平塚と大磯の間の畑に転落し、アメリカ大使館付武官・ドイツ大使館

付書記など12名の死者を出したとある。  
（注1）『平塚・二宮・大磯今昔写真帖』2003 
（注2）大磯町立図書館蔵の新聞切抜き（「生長館」は「長生館」の誤りか） 
（注3）『震災記録』大磯警察署・大正13年 
（注4）東京朝日新聞社 編 大正12年  参考史料：明治37年風水害については『神奈川県
災害誌 自然災害』神奈川県 昭46   

地域のイベントや、各種団体の活動状況、回覧板
でのお知らせ等、なでしこ地区の身近な情報が確
認できます。ぜひ、ご覧ください！ 

URL:ht tp ://h i ratsuka . j ohokyoyu .net/a rea/nadesh iko/  

など 

公民館（シニア学級）・福祉村・高齢者よろず相談センター富士白苑 共催 

≪日 時≫ ７月１５日（金）10時00分～11時30分 

≪対 象≫ なでしこ地区在住の60歳以上の方 

       先着2５名とします。 

≪会 場≫ なでしこ公民館 集会室（ホール） 

≪講 師≫ 音楽療法士 佐藤喜美子さん 

≪申込み≫ ６月20日（月）9時から受付開始（定員になり次第締め 

      切り）なでしこ公民館窓口、または電話（３５－１２５４）  

      にて受付けします。 

      ※マスク等、感染症対策を講じてご参加ください。 

○おはなし「かえるぼたもち」   

○絵  本  「あめのひ」  

○紙芝居  「くいしんぼうのおしょうさん」  

♪次回のおはなし会は７月９日（土）に開催します♪   
 ※内容は予告なく変更する場合があります。予めご了承ください 。 

 

■６月１１日（土）14時～ 

 会場：なでしこ公民館2階和室 

現在の花水川鉄橋 

社会教育課からのお知らせ  

産業振興課からのお知らせ  

公民館（シニア学級）・体育振興会 共催 

ガイドと巡る平塚の文化資源 

第２回 ｢みち草東海道｣ 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 時】令和４年６月２６日（日）９：３０～１２：３０ ※雨天決行（荒天中止） 

【集 合】９：３０「MNビル（三菱UFJ銀行）」北側広場 最寄バス停：平塚駅北口バス降車場 

【コース】大門通り～お菊塚～火薬廠専用線跡～江戸見附跡～八王子神社

～二十四軒町・十八軒町～阿弥陀寺～四十瀬川公園～薬師院～ 

京方見附跡（解散 最寄バス停：古花水）  歩行距離 約４ｋｍ弱  

【参加費（保険料など）】３００円（中学生以下無料・当日納入・釣銭不要でお願いします） 

【申込み】はがき、ＦＡＸ又はメールにコース名･全員の住所（郵便番号） 

       と氏名（ふりがな）、電話番号を記入し下記まで 

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 

※お申込情報は、『ひらつか文化財ガイドボランティア協会』からの連絡・当日
受付等に使用するほか、新型コロナウイルスの感染経路・感染者の調査のため
神奈川県平塚保健福祉事務所（保健所）等から要請があった場合には必要に応
じて提供します。 

【募集人数】１５人 （６月６日（月）から受付。先着順） 

【問合せ先】社会教育課 電話３５－８１２４（平日８：３０～１７：００） 

今をもっと私らしく生きたい、自分が本当にやりたいこと、最初の一歩を互いに考え学

んでいくセミナーを開催します。 

【日 時】ガイダンス 令和4年6月19日（日）15:00～16:00 

     セミナー  令和4年7月17日、8月21日、9月18日、10月16日 

（全て日曜日）13:30～16:00 全４回 

【場 所】旧横浜ゴム平塚製造所記念館（八幡山の洋館）他 

     ※ガイダンスのみオンライン（Zoom） 

【対 象】市内で創業、副業、就職、地域活動等を検討・予定している女性 

【定 員】ガイダンスは定員なし。セミナーは、全４回に参加できる方 先着15名。 

【講 師】合同会社イキナセカイ 代表 安川 幸男 氏 他 

【申込み】二次元コードからホームページにアクセスし、お申込みください。 

【問合せ】産業振興課 電話：21-9758  

           メール：sangyo-s@city.hiratsuka.kanagawa.jp 

あなたらしく、生きる 
≪日 時≫ ６月２８日（火）13時30分～15時30分 

≪対 象≫ なでしこ地区在住の60歳以上の方 

               先着３０名程度とします。 

≪会 場≫ なでしこ公民館 集会室（ホール） 

≪持ち物≫ 飲み物、タオル ※動きやすい服装でお越しください。 

≪講 師≫ 平塚市スポーツ推進委員（なでしこ地区体育振興会） 

≪申込み≫ ６月１５日（水）9時から受付開始（定員になり次第締め 

      切り）なでしこ公民館窓口、または電話（３５－１２５４）  

      にて受付けします。 

      ※マスク等、感染症対策を講じてご参加ください。  


