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各戸１部ずつお取りください。     

新型コロナウイルスの感染状況等により、募集した事業等が急遽中止になる可能性もありますのでご了承ください。 

＜８月利用分一括受付（大原公民館）＞  ７月１日（金）９：００～９：３０ 
通常どおり行います。また窓口にて申込書の事前預かりもします。（電話での対応はしていません） 
事前預かりは６月３０日（木）１２時で締め切ります。当日ご予約に来られる方はマスクを着用する、体調の悪い方は別の方にお願
いする等、ご対応をお願いします。                       ◆問い合わせ先 大原公民館 ☎３４－５０１１ 

６月のぱたぽん 

～あそびと絵本の会～ 

大原おはなしの会 

 絵本 

・おとうさん あそぼう 

・ぞうくんのさんぽ 

・ぺったん！サンドイッチ 

 手あそび・うた 

・おふねはギッチラコ 

・サンドイッチのうた 
ほか 

 
日時：６月１６日（木） 

 １０：００～１０：４０ 

場所：大原公民館 和室 
新型コロナウイルス感染症まん延防

止のため、予約制とします。 

 こども囲碁教室 
   ～６月の予定～ 

 

日時：１１日、１８日、２５日の 

土曜日 ９：３０～１１：３０  

場所：大原公民館 和室 

 

乳幼児対象です。畳のあるお部屋で絵本の読み聞かせに手あそびやうたを、お子さんと
一緒に楽しんでみませんか？今年も新型コロナウイルス感染症まん延防止のために、 
予約制とします。前日までに、お電話などでお気軽に大原公民館へご連絡ください。 
参加にあたり、家庭での検温やマスクの着用（お子さんのマスク着用は可能な限り）、
親子で手洗いもしくは手指消毒等の感染症対策にご協力をお願いいたします。 

こども囲碁教室は幼稚園児、小・中学生が対象です。碁石を初めて触る子も講師が

丁寧に教えてくれます。囲碁の街である平塚で囲碁を学んでみませんか？ 

新型コロナウイルス感染症まん延防止のため、受講生以外の見学者は事前に予約の

上、家庭での検温やマスクの着用、手指消毒等のご協力をお願いします。詳しくは

大原公民館へお問い合わせください。 

 

◆開催期日：令和４年７月１８日（月）祝日（海の日）午前中            
◆開催場所：松が丘公民館２階集会室 
◆内  容：献花のみ（実行委員会だけで行います） 
◆主  催：大野地区平和を感謝する集い 実行委員会  

1日 （水） 全校朝会 15日 （水） 短縮日課 13：15 下校 

2日 （木） 歯科検診、眼科検診 16日 （木） 2・4・6年生授業参観・懇談会 

6日 （月） 教育自習開始 17日 （金） 1・3・5年生授業参観・懇談会 

7日 （火） 読み聞かせ（低） 20日 （月） プール開き中止 

8日 （水） 音楽朝会2年 22日 （水） 学校保健安全委員会 

9日 （木） 歯科検診 代表委員会 28日 （火） 4年生校外学習、委員会 

14日 （火） 読み聞かせ（中） 29日 （水） 3年生ベルマーレ巡回授業 

６月の学校行事 ６月 大原小学校便り 

だんだん蒸し暑い日が増えてきました。今年度
も新型コロナ感染症拡大防止のため、学校で
の水泳授業は実施しないことになりました。梅
雨時、雨の降る日は傘で見通しが悪くなり、子
どもたちの安全が心配されます。地域の皆様
にはいつも安全を見守っていただき感謝してお
ります。ひきつづき、よろしくお願いします。  

氏 名（敬称略） 選出母体 

栗林 英   中原地区町内会（自治会）連合会 

鈴木 敬一 大原自治連合会 

松井 忠士 スカイハイツ自治会 

✥大坪 邦子 大原小学校校長 

✥米重 達郎 大原地区青少年指導員協議会 

露木 晶子 中原地区体育振興会 

磯部 玲子 中原地区社会福祉協議会 

✥赤澤 貴志 大原小学校ＰＴＡ 

村田 由喜子 大原公民館利用団体 

清水 綾子 平塚市交通安全協会大原支部ここ 

✥坂間 則夫 社会教育活動経験者 

佐瀬 葉子  社会教育活動経験者 

猪羽 孝良 社会教育活動経験者 

令和４年度大原公民館運営委員のご紹介 

新年度を迎え、大原公民館運営委員の一部交代がありましたので、
ご紹介します。 
 

退任されました川田英樹様、落合健志様、本橋正人様、上野俊美様
には、新型コロナウイルス感染症により社会活動等が厳しい状況下
でご協力いただき、ありがとうございました。心より感謝申し上げ
ます。 
 

また新たに選任されました方を含む運営委員の皆さまには、例年ど
おりとはいかない状況が続いておりますが、公民館並びに事業の円
滑な運営に多方面からご協力をいただきますよう、どうぞよろしく
お願い申し上げます。 
 

お名前の前に✥がついている方が新任委員の方です。 

 

日 時 内 容 場所 定員 持ち物 材料代 

７月２２日（金） 

９：３０～１１：３０ 

建設教室～ダヴィンチの橋を作ってみよう！～ ※４～６年生向け 
一般社団法人平塚建設業協会 なでしこ会のみなさんが建設という仕事につ
いて、「橋」を題材に教えてくださいます。コンクリートづくり体験もあります。 

  １２名 
・ハンカチ 
※注意事項②参照 

無料 

７月２５日（月） 

１０：００～１１：３０ 

いけ花教室  
日本の伝統文化であるいけ花の基本を平塚華道協会のみなさんがやさしく
教えてくださいます。（花はお持ち帰りいただけます） 

 １２名  
・筆記用具 
・新聞紙 
※注意事項②参照 

８００円 

おりがみ教室  モビールづくり 
海の生きものをおりがみでおり、ストローにひもをつけてモビールを作りま
す。（見本を大原公民館窓口に置く予定です） 

 １５名 ５０円 
７月２６日（火）     

９：３０～１１：３０ 

・作品を持ち帰る 
 袋 
※注意事項②参照 

７月２９日（金） 

９：３０～１１：３０ 

陶芸教室 
手びねりで自由に作ってください。 お好きな色で色付けもします。 

 １５名 
・ぞうきん 
※注意事項②参照 

７００円 

大原公民館 
児童・生徒地域参加事業 

今年も夏休みに児童を対象とした体験教室を開催します。教室の内容や注意事項等をご確認の上、大原公民館窓口に
お申し込みください。                                      ◆問い合わせ先 大原公民館 ☎ ３４－５０１１  

＜注意事項＞ 

①すべて大原公民館窓口へ直接お申し込みください。申込期間は６月１３日（月）９：００～６月２４日（金）１２：００です。 

  定員を超えた申し込みがあった場合は抽選となります。材料代は各教室当日にお持ちください。事前に欠席の連絡を いただいた場合でも、 
 材料代がかかることもありますのでご注意ください。        ②表の持ち物の他に汗ふきタオルと水分補給用の飲物もお持ちください。 

③教室内での家族の付き添いは密を避けるため、ご遠慮いただきますようお願いいたします。（館内での待機はできます） 
④建設教室と陶芸教室は、当日汚れても良い服装で参加してください。 

＜新型コロナウイルス感染症対策＞ 
①参加者・講師・職員のマスク着用、入館時の手指消毒等の実施（教室内にも消毒液を設置）  ②参加者の席は１名につき長机１台とする等で参
加者同士の対人距離を確保  ③常時換気の実施  ④参加者・講師・職員の新型コロナウイルス感染症チェックシート提出（自宅での検温や同居
家族等で感染が疑われる方がいないか等の項目にチェックしていただき、ご提出ください ※こちらのシートは申込受付時にお渡しいたします） 

大原公民館

１階会議室 

 

中原・大原公民館共催 
自主事業 

平塚市は令和４年４月１日に市制施行９０周年を迎えました。
その記念として、地域のみなさんに２
色の紙テープで星を作っていただき、
その星を集めて、市制施行９０周年の
キャッチフレーズ「人と自然がふれあ
うまち つなぐ未来へ ひらつか ９０」
の「ひらつか９０」の文字を描いた作
品を制作します。完成作品は公民館に
て掲出します。ぜひご応募ください！  

■募集期間：６月１日（水）～６月３０日（木）  
■応募方法：紙テープは中原・大原公民館で配布します。公民館窓口 
 で申込書に必要事項をご記入いただき、星の材料と星の作り方の説 
 明書をお渡しします。できあがった星は各公民館窓口にご提出くだ 
 さい。作品は七夕まつり期間頃から公民館で掲出します。 
■問い合わせ先：中原公民館 ☎３２－７３７２ ／ 大原公民館 ☎３４－５０１１ 

 大原公民館 
自主事業 

おうちで使わなくなったプラスチック容器等
で七夕かざりを作って、公民館の竹にかざりませんか？ 
公民館にある材料と組み合わせて自由に七夕かざりを 
作ることも、公民館でお友達と一緒に作ることもできま
すよ。かざりを作って七夕を一緒に楽しみましょう！ 

■募集期間：７月４日（月）～７月７日（木）   
 ※公民館で作る場合は15：30～17：00 １階AB会議室 
■対  象：大原小学校区にお住いの幼児・小学生  
■応募方法：おうちにある材料だけで作る場合は完成した七夕 
 かざりを公民館へ出してください。出す時に申込書の記入をお 
 願いします。また公民館にある材料と組み合わせて作る場合は 
 申込書に記入の上、公民館にある材料を選んでください。おう 
 ちにある材料と組み合わせて完成した七夕かざりは公民館へ出 
 してください。短冊もあるのでお願い事も書けます。 
       ■問い合わせ先：大原公民館 ☎３４－５０１１ 

新型コロナウイルス感染症の感染状況等により、大原公民館の公民館事業を急遽中止とさせていただくこ
とがあります。公民館だよりでお知らせしている予定についても、今後の状況によっては中止となる可能
性もありますので、ご理解とご協力をいただきますよう、お願いいたします。※直近の予定については、
お手数ですが大原公民館へお問い合わせください   ◆問い合わせ先 大原公民館 ☎ ３４－５０１１ 

７月２３日（土）に自主事業ハーブの寄せ植え教室を大原公民館で開催予定です！興味のある方は 

６月２７日（月）から大原公民館で配布のチラシにてご確認ください。（その場で申込もできます） 

詳細は大原公民館だより７月号に掲載します。申込期間が短くなり、大変申し訳ありませんが、ご了承

くださいますようお願いいたします。         ◆問い合わせ先：大原公民館 ☎３４－５０１１ 


