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講 座 名 日 時 ・ 場 所 定員 対 象 内  容 持ち物等 

①わくわく生き物 

観察会 

７月２２日（金） 

9:30～11:30 

座禅川碁打橋付近 
(9:20 公民館集合） 

先着 

15名 
土屋地区の
小・中学生 

座禅川に生息するいろいろ
な生き物を網で捕まえ、斉藤
先生（元環境科学センター）に詳
しく解説してもらいます。 

水筒、タオル、 
濡れてもいい靴（ゴ
ム草履不可）、バケ
ツ等 

②オリジナル 

手ぬぐいを作ろう 

７月２５日（月） 
①14:30～15:30 

②15:45～16:45 

土屋公民館調理実習室 

先着 
各 10名 

土屋地区の
小学生 

ベンガラ泥染めによるオリジ
ナル手ぬぐい作りにチャレン
ジします。 
※お手製の手ぬぐいを使って夏まつ

りでなごやか音頭を踊ろう！ 

参加費 3０0円 
（当日集めます。） 
汚れてもよい服装 

③子ども卓球教室 
７月２９日（金） 

9:30～1１:３0 

土屋公民館集会室 

先着 

15名 
土屋地区 
の小学生 

全国大会出場経験のある元
土屋小職員の小泉満さんを
講師に迎え、卓球のルールと
基礎を学びます。 

上履き、水筒、ラケット

（ない場合は公民館で

貸出可） 

④親子昔あそび 
７月３０日（土） 

13:00～15:00 

平塚市七国荘 

先着 

10組 
小学生と 
保護者 

七国荘を会場に、竹馬や水
鉄砲などの昔なつかしい遊
びを親子で体験します。 
※ 希望者にはカブトムシをプレゼント 

軍手、水筒、タオル、

帽子、虫かご等 

⑤色のマジック??  

チョークアートを

楽しもう 

８月３日（水） 

10:00～12:00 

土屋公民館 AB会議室 

先着 

24名 
土屋地区の
小学生 

オイルパステルを使い、ハガ
キサイズの黒板に鮮やかな
アートを描きます。 
※ 作品は消えないようコーティング

してお持ち帰りいただけます。 

参加費 300円 
（当日集めます。） 

 
 

 
 

 

 

 

⑤ 「  」 
今年の題材は・・・ 

 「ホヌ（ｳﾐｶﾞﾒ）」か

「ハイビスカス」 

どちらか１つです。 

令和４年（２０２２年）７月 （第４号） 

号） 

※申込み時に希望を 
お伝えください。 

 

平塚市立土屋公民館  検索 

 

『④ 昔あそび』では、希望者にカブト

ムシをプレゼントします。欲しい方は

虫かごをご持参ください。 

★ 各回とも、公民館までの行き帰りは、保護者の責任のも
と安全に留意してください。 

★ 講座中はマスクを外しても構いませんが、おしゃべりす
るときや人が近くにいるときは着用をお願いします。 

 

申込み ： に土屋公民館へ（５８－０８３
３） 
 

１枚ずつお取りください 



 

 

 

 

昨年この練習会がきっかけで誕生した「まつりの会」が中心となり、今年も夏まつりに向け、盆踊りの練

習会を開催します。今年はなんと、昭和２０年代に踊られていた「土屋音頭」もリニューアルして踊る予定

です！（“土屋音頭”の踊りを断片的にでも知っている方がいましたら、公民館へご連絡をお願いします。）  

日 時：７月２４日（日）１０：００～１１：３０  

    ７月３１日（日）１０：００～１１：３０ 

場 所：土屋公民館集会室 

講 師：まつりの会 

対 象：子どもから大人まで 

申込み：土屋公民館 ５８－０８３３ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【日 時】 ８月１２日（金）午前 ＆ 夜 

☀   ８：００ ～ １１：００頃 （海の体験） 

            ７:45～受付 集合場所：湘南ﾍﾞﾙﾏｰﾚひらつかﾋﾞｰﾁﾊﾟｰｸ 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とその保護者 

海と山の体験両方に参加できる方 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）までに土屋公民館（☎５８－０８３３）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。荒天時等は中止や、内容変更に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。 

夏と言えば盆踊り♪ 

みんなで覚えよう！ 

「オリジナル手ぬぐい作り」の参加者は 

ぜひ、お手製の“手ぬぐい”をお持ちく

ださい！ 

※ １日のみの参加も可 

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！  

写真はイメージです 

🌙 山の体験（びわ青少年の家） 

ナイトウォーク（謎解きしながら歩きます。） 
ライトトラップ（昆虫観察） 

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 

  

海と山を繋ぐ 
８月１２日（金） 

夏休み 

☀海の体験（湘南ﾍﾙ゙ﾏ ﾚーひらつかﾋ゙ ﾁーﾊﾟー ｸ by shonanzoen） 

ビーチスポーツ体験 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。 



 

 
 
 
 
 
 
 

土沢中学校探究グループと連携し、道中に中学生から土屋氏

にまつわるクイズを出題してもらい、みんなで解きながら歩きま

した。土屋一族の墓・土屋城址・大乗院・熊野神社・水呑地蔵・牢

坂でクイズがありました。中学生ならではの視点で、土屋郷土

史やいろはかるた、インターネット等を参考によく問題が作ら

れていて、参加者から大好評でした。 

 

 
与一の会のご厚意で、当日は２人の中学生

が甲冑姿で歩きました。しっかり着付もして

もらい、土屋三郎宗遠と土屋次郎義清の幟を

持ち、史跡めぐりを盛り上げてくれました。

史跡ともマッチし、まるで鎌倉時代にタイム

スリップしたかのようでした！ 

 

 

第２部では、熊野神社神輿保存会による「甚句」、有志によ

る「土屋音頭」、そしてプロの落語家立川志遊師匠による「創

作落語」が行われました。 

 
 

↑ 土屋一族の墓（下庶子分） ↑ 水呑地蔵（小熊） 

令和４年５月２９日（日）、与一の郷づくり協議会との共催で、
「土屋氏史跡めぐり＆与一落語」を開催しました。 

甚句では、「土屋三郎宗遠公甚句」と「与一甚句」の内、石
橋山の合戦に関わる部分を抜粋した特別版をご披露いただ
きました。 
「土屋三郎宗遠公甚句」は作詞後一度も歌われたことが
なかったそうで、今回が初のお披露目となりました。手拍
子に合わせ、力強い歌声で会場を沸かせてくれました。 

そしてメインの創作落語「源平盛衰記外伝相模武士の誉れ
～真田与一編～」を立川志遊師匠にご披露いただきました。大
家と店子との面白いやりとりの中、真田与一の活躍が見事に
織り交ぜられており、笑いながら与一の活躍を知ることがで
きました。この落語は与一の会の歴史資料を基に、湘南百番
落語会が作ったオリジナルの創作落語なのだそうです。 

最後に与一の会から、参加者全員に話の中に登場する「片葉
の葦」をモチーフにした和菓子もいただきました。 

「土屋音頭」は、昭和 20年代中頃（70代後半の方が小学生の
頃）に運動会等で踊られていたそうですが、その後は踊られず、
いつの間にか忘れ去られてしまっていました。 
幸い歌詞が残っており、覚えている方が何人かいたため、有

志を募り、土沢中の滝先生に伴奏を付けてもらい、カラオケサ
ークルの逸見先生にアドバイスをもらって練習を重ね、見事再
現することができました。 

当日は 10人の方がステージ上で約 70年ぶりの土屋音頭を
披露してくれました。歌い手も参加者も喜んでくれ、大成功で
した♪  

合間に、関野勝久さんが発刊した「相州土屋の里うた 唄と甚句と民謡と」
の紹介もしていただきました。（公民館図書コーナーに配架中） 

➡夏まつりで「土屋音頭」の盆踊りも計画中です♪ 



 

 

 
 

令和４年６月５日（日）、新緑のハイキングを実施しました。

今回は土屋氏とゆかりの深い真田・岡崎地区を散策しました♪ 

真田与一の史跡（廟所、真田神社）では、与一の会の陶山豊彦

会長が解説をしてくれ、真田与一の子どもの頃のエピソード

や、与一神輿・廟所の話、陶山家の墓の話、真田神社の御影石

の話など、たくさんのお話をしてくれました。 

 

 

 
岡崎四郎の史跡（岡崎四郎義實公の墓、岡崎

神社、岡崎四郎の像）では、大河ドラマの岡崎

四郎登場シーンが話題になり、あの大河に登

場している岡崎四郎の史跡がこんな身近にあ

ることを改めて感じ、盛り上がりました。 

距離が長く心配でしたが、参加者 21 人全員が最後まで歩き切り、あさつゆ広場でおいしいジェラートを

食べることができました。参加してくれた皆さん、本当にありがとうございました。 

 

 

 

  

場所を移転し、今年も土屋に４色の「ざる菊」を咲かせます！ 

６月１９日（日）に愛好会、２２日（水）に土屋小３年生が菊の苗

を畑に植えました。今年は昨年の反省を活かし、水はけがよくなるよ

う、畝を高めに作り、マルチを張らずに植え付けています。 

「今年こそキレイなざる菊を咲かせよう」という気持ちが伝わってくる

かのように今年はいい苗が集まり順調に育っています。 

余った苗は公民館で無料配布しています。欲しい方は土屋公民館
窓口へお声かけください。 

これから開園まで、月に１～２回程度、草むしりを行います。皆さまの
ご協力をお待ちしております。 

●７月２２日（金）、８月２６日（金）９：００～  ※ 帽子とタオルは必須 

 

 

◎ ９月分の公民館利用申し込み受付は、8月１日（月）午前 9時からです。 

◎ 七夕飾りの掲出：７月７日（木）９：３０～、片付け：11日（月）９：３０～ 

◎「アイドリングストップ」にご協力ください！ 
連日暑い日が続いており、ついつい車のエンジンをかけっぱなしにしてしまう人がいますが、公民館の

駐車場では必ずエンジンを切るようお願いいたします。中にいると気付きませんが、外にいるとかなりの

騒音です。環境にも燃費にもよいと思いますので、ご協力お願いします。 

◎「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や、記念誌作成等のため、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。 

真田与一公廟所 岡崎四郎義實公の墓 


