
       

 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。                            
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月号 平塚市立なでしこ公民館 検索 

令和４年度 Ｎｏ.４ ７ 

日 曜日 スケジュール 

 

日 曜日 スケジュール 

７月    ８月       

1６ 土 
(福)(図)(碁)  
ビーチスポーツ体験教室 

1 月  

1７ 日  ２  火 手作り線香花火実験  

1８ 祝  ３ 水 
(福) (パ )  
相模貨物駅って知ってる？ 

1９ 火  4 木 
(福) (ウ ) (あ )  
鉛筆画スクール② 

20 水 (福) (パ )  5 金 (福)竹細工教室 

21 木 
(福) (ウ ) (あ )  

BONおどりリーダー  
6 土 (福)(図)(碁)  

22 金 (福)親子陶芸教室  7 日  

23 土 (福)(図)  8 月  

24 日 やぐら組み立て 9 火  

25 月  10 水 (福) (パ )  

26 火  11 祝  

27 水 (福) (パ )  12 金 海と山の体験隊  

28 木 
(福) (ウ ) (ぬ )  
鉛筆画スクール①  

13 土  

29 金 (福)  14 日  

30 土 (福 )大BONおどり大会  15 月  

31 日 大BONおどり大会  16 火  

【日 時】8月５日（金）1０時から1２時 【場 所】富士見公民館（平塚市中里11-21） 【講 師】竹遊会 

【対 象】南ブロック公民館（崇善・須賀・松原・富士見・花水・なでしこ）区域内にお住まいの小学生までの子とその保護者（1家

族につき、お子様1人の申込み）※小学校１、２年生及び未就学児が参加する場合は、必ず保護者が同伴してください。 
【定 員】30名 【参加費】無料 【申 込】７月２０日（水）９時から先着で、電子申請システムからお申込みください。 

【その他】駐車場に限りがありますので、公共交通機関でお越しください。 

公民館・福祉村などの予定カレンダー こども囲碁教室  

７月２日（土）、９日（土）、１６日（土） 

８月６日（土）、２０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」 

７月７日（木）、２１日（木） 

８月４日（木）、１８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！ 

 親子サイエンス講座 

【日 時】8月２日（火）1７時30分から1９時 【場 所】なでしこ公民館（平塚市撫子原12-54） 【講 師】江陽中学校科学部 斎藤先生 

【対 象】南ブロック公民館（崇善・須賀・松原・富士見・花水・なでしこ）区域内にお住まいの小学生とその保護者 
     1組3人まで（子どもだけでの参加はできません。必ず保護者が同伴してください。） 
【定 員】12組（抽選） 【参加費】無料 【持ち物・服装】飲み物、軍手、汚れてもいい服装 
【申 込】7月2５日（月）17時までに電子申請システムで申込み。抽選結果はメールでお知らせします。 

 手作り線香花火実験 

夏休みに親子で一緒に線香花火づくりに挑戦してみませんか？花火の色のひみつや鉄の性質を学びながら、実験してみましょう。 

 

【日 時】８月３日（水）１４時から１５時３０頃  【場 所】平塚市立松原公民館（平塚市八千代町２－２３） 

【内 容】・かもつ駅を知ろう！（相模貨物駅説明）・貨物鉄道輸送ってなぁ～に（DVD視聴） 

・ねえ、知ってる？エコレールマーク（エコレールマークのお話） など 

※今回は相模貨物駅の見学はありません。 

【対 象】南ブロック公民館（崇善・須賀・松原・富士見・花水・なでしこ）区域内にお住まいの小学生とその保護者 

【定 員】30組（1組3人まで ※小学生のみでの参加も可） 

【参加費】無料 【持ち物】飲み物、筆記用具 【申 込】７月２０日（水）9時から先着で、電子申請システムからお申込みください。 

【協 力】日本貨物鉄道株式会社 関東支社／公益社団法人 鉄道貨物協会  【その他】駐車場に限りがありますので、公共交通機関でお越しください。 

七夕の竹飾りで使用した竹を使って、竹トンボ、風車をつくってみよう！ 

夏休みは 

南ブロック公民館共催事業が盛りだくさん！ 



 

 

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） 

『横浜貿易新報』（注1）によれば、大正13（1924）年5月に平塚町・須馬

村・大野村が、須賀踏切は「交通頗る頻繁」であるから地下道にしてほしい

と請願しているが、「人橋敷設 地下道は絶望」となった。この時、平塚町

は「紡績道踏切番設置」を再申請した。『平塚須馬両町合併記念』（昭和4

年）には「鉄道踏切ヲ地下道ニスルコトヲ速カニ請願シテ・・・其ノ実現ヲ

期スルコト」という協定事項が書かれていた。昭和21年、「平塚駅構内拡張

工事に伴ふ現在の踏切道（平面）廃止に関する陳情」という文書の中に「須

賀踏切」が出てくる（注2）。 

昭和28年、『平塚市広報』（注3）に「魔の踏切に警報機新設」の見出しで、

「たばこ乾燥場脇の踏切」に2月中頃から警報機が設置されたとある（右上

写真）。「これで一まず安心ですが、相手は機械です、いつ故障が起るか知れ

ません。今後共、こゝを通行する方々はよくよく注意して下さい」とある。 

昭和58年、『広報ひらつか』（注4）に「地下道が完成」の見出しで、浜岳地

下道が開通することが書かれている。今までの紡績踏切は、遮断時間が長

く、交通混雑や渋滞がひどいので、昭和51年度から街路事業として立体交差

工事に着手していた。この7月1日から開通するが、西側の地下歩道部分は工

事が継続され当分通行できないとある。この地下道は、県が

地域重点施策として整備を進めている県道平塚伊勢原線のう

ち、国鉄東海道本線と交差する立体地下道であった。 

昭和60年、『広報ひらつか』（注 5）に「本宿地下道が完成 

3月20日午前10時開通」の記事が載っている。この地下道は平

塚海岸秦野線（通称豊田道）にかかる国鉄東海道本線を立体

交差にした。本宿地下道の区間は黒部丘から平塚間の558ｍ、

車道9ｍ、歩道1.65ｍ～4.5ｍとある。この地下道が出来る以

前の踏切は「第2紡績踏切」（紡績第2踏切）（注6）と言ったよ

うだ。 
（注1）平塚市博物館市史編さん係所蔵新聞切抜き   
（注2）『平塚市史 ８』 （注3）『平塚市広報』第28号           
（注4）『広報ひらつか』第383号  （注5）『広報ひらつか』第404号    
（注6）『広報ひらつか』181号・191号にも「立体交差」（地下道）の記事がある。紡績踏切
は「第1紡績踏切」（紡績第1踏切）と表記。 『平塚ガイドマップ』（昭和53年）には、
「相紡第2踏切」と表記（「紡績踏切」は「相紡踏切」）。  

など 

～セミナーに参加された方へ～ 

ひらつか☆スターライトマネー 

    1,000pｔ（1000円相当） 

引換券プレゼント！ 

○おはなし「アナンシと五」   

○絵  本  「トラネコとクロネコ」  

○紙芝居  「ねがいごとはないしょのひみつ」  

♪８月のおはなし会はおやすみです。♪   
 ※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 。 

 

■７月９日（土）14時～ 

 会場：なでしこ公民館2階和室 

『平塚市広報』より 

なでしこ公民館（家庭教育学級） 

≪期 間≫ ７月21日（木）～８月28日（日）９時～１６時 

≪会 場≫ なでしこ公民館図書室 

 サークル利用のない日と福祉村の開所日（原則毎週水曜日から土曜 

 日）に図書室を開放します。開放時には入口に案内を 

 掲示します。ぜひ、宿題や読書に活用してください。 

≪問合せ≫ なでしこ公民館（３５－１２５４） 

なでしこ公民館・福祉村共催（自主事業） 

スマートフォンでよく使われるアプリの操作（ＬＩＮＥ、メール）を学ぶセミナーを開催します。 

ＬＩＮＥ、メールセミナー 

なでしこ公民館・市デジタル推進課 共催（シニア学級） 海と山の公民館 共催 

写真はイメージです 

平塚の魅力と言えば「海と山！」海には海の魅力があり、山には山ならではの魅力 
がいっぱいです。普段なかなか出会う機会のない海と山の親子で交流しませんか？ 
楽しい思い出を作りましょう！  

 

 

■日 時 令和４年８月２５日（木）１３時～１５時３０分 

■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60歳以上で、スマートフォンの操作に 

     不慣れな方 

■定 員 20人（応募者多数の場合は抽選） 

■参加費 無料   

■持ち物 なし 

     ※前半は、市が用意するスマホでセミナーを行います。 

      後半に、ご自身のスマホでの個別相談ができます。 

■申込み なでしこ公民館にある申込書に必要事項を記入し、8月14 

      日(日)までになでしこ公民館にお申し込みください。 

              ※開催日の１週間前ごろに抽選結果を郵送でご案内します。 

■問合せ なでしこ公民館（☎３５－１２５４） 
≪日 時≫ ８月１２日（金）８：００ ～ １１：００頃 （海の体験） 

   ※７：４５～受付 集合場所：湘南ベルマーレひらつかビーチパーク by shonanzoen（高浜台33-1） 

      １９：００ ～ ２１：００頃 （山の体験） 
        ※１８：４５～受付 集合場所：びわ青少年の家駐車場（土屋2710-1）  

≪対 象≫ 須賀、花水、なでしこ、土屋、吉沢公民館区域内の小学生１～6 

                  年生と保護者。海と山の体験両方に参加できる方  

≪定 員≫   １５組30名程度（抽選） 

  ※児童のみの参加は不可、保護者１人につき小学生２人まで、未就学児の参加はできません。 

≪参加費≫ 無料 

≪申込み≫ ７月２７日（水）までになでしこ公民館（☎35－1254）の窓

口か電話でお申し込みください。 

                  抽選結果は申込み締切後に通知します。 

                  ※開催１週間前になっても通知が来ない場合はご連絡ください。 

≪その他≫ ・プログラムは予定です。荒天時等は中止・内容が変更となる場 

       合があります。 

                ・持ち物、行程等の詳細は後日、抽選結果と一緒にお知らせいた 

                   します。 

主催：須賀公民館、花水公民館、なでしこ公民館、土屋公民館、吉沢公民館   

≪日 時≫ ８月２１日（日） ９時～１２時（予定） 

≪対 象≫ なでしこ地区の小学生とその保護者 

≪定 員≫ 児童３０名分（先着順）作品ごとに定員があります。 

≪会 場≫ なでしこ公民館 集会室（ホール）等  

≪参加費≫ 材料費 ※金額は夏休み前に小学校へ配布するパンフレッ 

      トをご覧ください。 

≪講 師≫   神奈川土建組合 組合員  

≪申込み≫ ７月２２日（金）９時～７月２９日（金）17時まで 

        なでしこ公民館窓口または電話（35-1254）にて受付 。                 

≪その他≫ 詳細は夏休み前に小学校へ配布するパンフレットでご確認 

      ください。 

≪問合せ≫ なでしこ公民館（３５－１２５４） 

 

★山の体験（びわ青少年の家） 

・ナイトウォーク 
・ライトトラップ（昆虫観察） 

★海の体験（湘南ベルマーレひらつかビーチパーク 
by shonanzoen） 
・ビーチスポーツを体験（内容は乞うご期待） 
※高波の場合は海に入れないことがあります。 

８月１２日（金） 

海と山を繋ぐ  

夏休み 


