
1部ずつお取りください                   令和４（２０２２）年７月 第４号 

裏面も御覧ください

港しおさいだより 

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や山の近くで住んでいる方々と親

子で交流しませんか？ 

楽しい思い出を作りましょう！  

★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 

★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。

港地区HP「港しおさいだより」もご覧ください 

８月１２日（金） 

夏休み 
海と山を繋ぐ 

【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 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）までに須賀公民館（ ２１－２１５２）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】９月３日（土）9：００～１２：００   【会 場】須賀公民館 ２Ｆホール 

【対 象】港地区にお住まいの方 １５名（先着順）  【講 師】平塚市消防本部  【参加費】無料 

【申込み】７月１１日（月）９：００から８月５日（金）１７：００までに須賀公民館へ直接または電話（２１－ 

２１５２）でお申込みください。 

     ※修了証を作成いたしますので、早めのお申込みにご協力ください。 

【その他】３時間講習者にはもれなく「普通救命講習修了証」（救命技能資格認定）を発行いたします。 

当日はマスク着用でお越し下さい。本講習会は感染症対策を実施しての開催となります。 

主催：総合型地域スポーツクラブ「港スポーツクラブ」 共催：平塚市立須賀公民館 



(２)           須 賀 公 民 館 だ よ り   令和４（２０２２）年７月 第４号 

公民館事業で撮影した写真等は、公民館だよりやホームページ、その他のメディアに掲載することがあります

【南ブロック公民館共催】

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

【申込】7月2５日（月）17時までに電子申請システムでお申込みください。 

抽選結果はメールでお知らせします。 

【持ち物・服装】飲み物、軍手、汚れてもいい服装  【問合せ】須賀公民館（電話：２１ ２１５２） 

お申込みは電子新申請
システムから

親子サイエンス講座 手作り線香花火実験

【南ブロック公民館共催】

【日 時】8月５日（金）1０時０0分から1２時００分まで

【場 所】富士見公民館（平塚市中里11-21） 【講師】竹遊会のみなさま

【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 

お子さんとその保護者（１家族につき、お子さん１人の申込みをお願いします） 

     ※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（先着） 【参加費】無料

【申 込】７月２０日（水）９時より、平塚市電子申請システムにて受付します。二次元バーコードから読み 

取ってください。 

【その他】駐車場に限りがありますので、公共交通機関をご利用ください。 

【問合せ】須賀公民館（電話：２１ ２１５２） 

夏夏休休みみ竹竹細細工工教教室室

【南ブロック公民館共催】

夏休みに、「相模貨物駅」のことについて勉強してみませんか？ 

神奈川県の物流を支えるＪＲ貨物「相模貨物駅」や「貨物鉄道輸送」についての講義を通して、地域にある貨

物線・貨物駅の役割を学んでいただきます。また、地球環境にやさしい運び方をした製品に付いている「エコレ

ールマーク」についても楽しく学び、地球環境やSDGｓの学習機会にしてみてはいかがでしょうか。 

【日 時】８月３日（水）１４：００～１５：３０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 

【申込み】７月２０日（水）9時から先着で、右のWEB申込からお申込みください。⇒ 

【問合せ】須賀公民館 電話：２１－２１５２  

【その他】駐車場に限りがありますので、公共交通機関をご利用ください。 

【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 

相相模模貨貨物物駅駅っってて知知っっててるる？？～～貨貨物物線線・・貨貨物物駅駅のの役役割割っっててななんんだだろろうう？？～～

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！ 
専門家の皆さんが教えてくれますので、お子さまだけの参加もできます。 

■日時・場所 ８月２３日（火）１３:００～１５:３０頃 須賀公民館 ２階ホール

■対 象 港地区在住の 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 須賀公民館にある申込書に必要事項を記入し、８月９日(火)まで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 須賀公民館（ ２１－２１５２）

ＬＩＮＥ、メールセミナーシニア学級 公 館・市デジタル推進課共催
～  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！ 
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須賀公民館では戸籍や住民票など証明のお取り扱いはできません 市民窓口センターか市役所本庁舎をご利用ください 

【展示期間】８月１０日（水）～１９日（金）   

【展示場所】須賀公民館  【参 加 費】無料 

【対  象】小学１～６年生（港地区在住・在学者優先） 

【作  品】以下の内容に注意して作成してください。 

      〇大きさは一辺の長さを25㎝以内にしてください。 

      〇作品に個人の名前・写真等を記載しないでください。 

      〇マンガやアニメなどのキャラクターを使用しないでください。 

      〇オリンピック等の有名なスポーツ大会、ブランドのマークなどを使用しないでください。 

【作品受付】７月２５日（月）９：００～８月８日（月）１７：００

作品を須賀公民館窓口へ直接お持ちください。 

【展示期間中の注意点】展示されている作品の写真撮影はご遠慮願います。

【作品返却】８月２０日（土）９：００から開始 須賀公民館窓口で作品をお返しいたします。 

25㎝以内 

25㎝以内 

25㎝以内 

【申込み】７月１２日（火）９：００から須賀公民館窓口又は電話（２１－２１５２）でお申込み下さい。 

【その他】低学年の場合は、保護者の方などによる送迎をお願いします。 

当日は検温の上、マスク着用でご参加ください。

小学生が作った創作貯金箱を須賀公民館で展示します。 

【日 時】①８月４日（木）第１部：１３：００～１４：３０まで 第２部：１５：００～１６：３０まで 

     ②8月21日（日）第１部：９：３０～１０：３０まで 第２部：１１：００～１２：００まで 

【講 師】①Ocean in the hands（松風町２６－２６） 店長 Resin artist Umi氏 

     ②食品サンプル工房 アップルキャンディー（幸町２６－７） 代表 Tommy 氏 

【場  所】①花水公民館2階会議室 ②須賀公民館2階ホール【定  員】２0人（先着）【材料費】４，０００円 

【対  象】花水地区、須賀地区にお住まいの小学生で8月4日、21日の講座に両方とも参加できる方

【持ち物】マスク、汚れてもよい服装（エプロン）、作品を入れる底が広めの紙袋 

【申込み】7月19日（火）9：００から須賀公民館窓口まで材料費を添えて申込みください。 

【その他】各講座は2部制で、各部10名ずつで実施します。参加者の振分けは決定次第ご連絡します。 

夏休み！子どもものづくり教室
参加者募集！
花水・須賀公民館共催事業 

夏休みに、ものづくりの魅力、地域の魅力に触れてみませんか？ 

花水地区の魅力 

①星の砂とUVレジンで 
作る海の小物入れ 

完成品イメージ 完成品イメージ 

須賀地区の魅力 

②食品サンプル 
づくり（かき氷） 
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【日 時】 ８月 7日（日）１０：００～１３：００ 

【会 場】 湘南バンク港ベイサイドホール２Ｆ（平塚市夕陽ケ丘６６－２４） 

【内 容】 ホール：【第一部】大型絵本読み語り「ちいちゃんのかげおくり」、 

朗読劇「はだしのゲン」、合唱 

         【第二部】バンド演奏

展示室：高校生の描いた原爆の絵、ヒロシマ長崎原爆ポスター等 

      ★感染対策の上、どなたでもお気軽にお越し下さい。 

この夏、平和について考えてみませんか。事前申込み不要です。直接ご来場ください。 

９月分の公民館利用申込み受付期間は７月１日（金）～７月２６日（火）です。

また、結果発表は８月１日（月）午前９時００分～午前９時１０分で行います。

※結果発表の確認にご来館の際は、マスクの着用にご協力ください。

絵本と紙芝居の読み聞かせを行って 

います。赤ちゃんから高齢者まで、年 

齢問わずどなたでも気軽にのぞいてみ 

て頂ける、地域のホッとできる場とし 

て開催しております。 

コロナ禍の今こそ人とのつながりを。 
※事前申込みは必要ありません。 
※新型コロナウイルスの感染状況により中止となる可能性があります。 

全年齢対象！ 

【７月のプログラム】 

●パネルシアター「とんでったバナナ」 

そのほか、紙芝居、絵本、エプロンシ

アターを予定しております。 

故障して動かなくなったおもちゃはありませんか。修理実績７，６００台以上のボランティアグループおも

ちゃの病院「ドクターくるりん」が無料で修理してくれます！
【日 時】７月２４日（日） ９：３０～１２：００

【場 所】須賀公民館１階会議室  

【申込み】事前申込は必要ありません。故障したおもちゃを持って、直接ご来館ください。

【修理費】無料（※修理に必要な部品がある場合は、費用がかかることがあります）

●事前の申込みは必要ありません。 

●参加費は無料です。 

●卓球台、卓球道具は公民館が貸出をします。 

●混雑時は、ゆずりあってご利用ください。 


