
       

 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.５ ８ 

日 曜日 スケジュール 

 

日 曜日 スケジュール 

８月    ９月       

1６ 火  1 木 (福) (ウ ) (あ )  

1７ 水 (福) (パ )  ２  金 (福)  

1８ 木 
(福) (ウ ) (あ )  
鉛筆画スクール③  

３ 土 (福)(図)(碁)  

1９ 金 (福)  4 日  

20 土 (福)(図)(碁)  5 月  

21 日 やぐら組み立て 6 火  

22 月  7 水 (福) (パ )  

23 火  8 木 (福) (ウ ) (ぬ )  

24 水 (福) (パ )  9 金 (福) (手 )  

25 木 (福) (ウ ) (ぬ )  10 土 (福)(図)(碁) (お )  
防災ウォーキング  

26 金 (福)鉛筆画スクール④  11 日  

27 土 大BONおどり大会  12 月  

28 日 大BONおどり大会  13 火  

29 月  14 水 (福) (パ )  

30 火  15 木 (福) (ウ ) (あ )  

31 水 (福) (パ )  16 金 (福)  

公民館・福祉村などの予定カレンダー こども囲碁教室  

８月６日（土）、２０日（土） 

９月１０日（土）、１７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」 

８月４日（木）、１８日（木） 

９月１日（木）、１５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！ 

3年ぶりの開催へ向け準備を進めている「第23回なでしこ大ＢＯＮおどり大会」です

が、感染状況を考慮して、延期となりました。 

開催日は8月27日（土）、28日（日）！ 

また、延期に伴い、やぐら組み立ても8月21日（日）に延期になりました。 

なお、今後の感染状況によって、内容の変更、中止の場合があることを予め、ご承知お

きください。 

変更や中止の場合は「ちいき情報局なでしこ」でお知らせします。→ 

入場券については、みなさまが現在お持ちの入場券をそのまま使用いただけます。 

DAY１を8月27日（土）、DAY２を8月28日（日）と読みかえて受付をしますので、

ご承知おきください。 



 

 

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） 

昭和3年の『神奈川縣中郡平塚町全圖』（注１）を見ると、上平塚・桜ケ丘・

撫子原などの耕地は碁盤の目のように整理されている。相模貨物駅のある場

所も、かつて耕地整理された水田が小桜川の左右河岸に広がっていた。しか

し、台風や豪雨の時には、たびたび氾濫し、付近の家屋が床上浸水したり農

作物に大きな被害を与えたりしていた。 

昭和40年に鐘紡（カネボウ）化粧品株式会社（以下「鐘紡」）が工場建設

のために、その水田を買収し、埋立て工事をして小桜川を暗渠した。すでに

国道1号線から上流は、主要地方道平塚秦野線の付け替えで、高麗3丁目の交

差点から上平塚までの通称「ダイクマ通り」が河川を暗渠にして出来てい

た。鐘紡が工場を建設しようとした時に、国鉄からの要請で転売した。その

理由は、国鉄東海道本線の大船・小田原駅間の複々線計画が持ち上がって、

貨物線が分離されることになり、ここに貨物駅を建設する計画があったから

である(注2)。 

『広報ひらつか』（注3）に「花水左岸に貨物駅 45年10月に開業の予定 動

き出す線増計画」とある。 昭和40年度から発足した国鉄輸送力増強第3次長

期計画による東海道本線の増線計画がまとまって、平塚市内でも複線の増

設・新貨物駅の建設・平塚駅の改良などが予定され

た。「なかでも、花水川左岸に予定される新大磯貨物

駅（注4）の建設は、平塚の流通機構に変改をもたらす

ものと注目されています」とある。この貨物駅は、

「平塚・大磯・二宮各駅の貨物を集中して、旅客輸送

と貨物輸送の完全分離をはかるというもの」であっ

た（傍線中條）。 
（注1）『新聞記事目録』第五集  

（注2）『我が半生 回想録』（小泉信次 平成25年）元大磯町助役  

（注3）『広報ひらつか』NO.186 昭和42年4月  

（注4）『大磯町広報』（昭和42年特集号）には「貨物駅 新大磯駅」と書かれてい

る。『広報おおいそ』（昭和42年 第78号）にも関係記事を掲載。  
（補注）『広報ひらつか』（第241号 昭和46年）「貨物取扱は５０万トン 花水河
畔に 相模貨物駅が操業を開始」も参照 『わが市の写真帖 平塚50年の歩み 市
制50周年記念誌』（昭和57年）には、「相模貨物駅」（中郡大磯町高麗）「相模貨
物駅への専用立体化」のタイトルで写真がでている（84Ｐ）。  

など 

現在の相模貨物駅 

≪期 間≫ ８月2６日（金）まで  ９時～１６時 
        （BONおどり延期に伴い、日程を当初より短縮しました。） 
≪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） 

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≫ ９月２１日（水）13時30分～15時00分 

≪対 象≫ なでしこ地区在住の60歳以上の方 

≪定 員≫ ２５名（先着順） 

≪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≫ ８月２４日（水）9時からなでしこ公民館窓口、または電 

      話（３５－１２５４）で受付します。 

≪問合せ≫ なでしこ公民館（３５－１２５４）        

 ※マスク等、感染症対策を講じてご参加ください。 

なでしこ公民館（家庭教育学級） 

≪日 時≫ ９月１７日（土） 10時30分～１２時 
≪対 象≫ なでしこ地区の小学生とその保護者 

      （兄弟姉妹に未就学児がいる場合は参加可） 

≪定 員≫ １０組（先着順） 

≪会 場≫ なでしこ公民館 集会室（ホール）  

≪参加費≫ 材料費300円（当日の受付時にお支払いください。） 

≪持ち物≫ ボールペン、はさみ、30cm定規 

≪講 師≫   公民館運営委員 

≪申込み≫ ８月１７日（水）９時からなでしこ公民館窓口または電 

      話（35-1254）で受付します。                 

≪問合せ≫ なでしこ公民館（３５－１２５４） 

 

なでしこ公民館（自主事業） 

≪日 時≫ ９月１０日（土） 9時00分～11時30分 
      なでしこ公民館に集合    予備日：9月11日（日） 
≪対 象≫ なでしこ地区在住の方なら誰でも（自力歩行可能な方） 

≪定 員≫ ２５名（先着順） 

≪内 容≫ 大きな地震によって津波が発生したことを想定。 

      なでしこ地区の特徴等を知り、避難方法やルート等を学 

      びます。  

≪持ち物≫ 飲み物、筆記用具、歩きやすい服装でお越しください。 

≪講 師≫   平塚防災まちづくりの会 

≪申込み≫ ８月１６日（火）９時からなでしこ公民館窓口または電 

      話（35-1254）で受付します。                 

≪問合せ≫ なでしこ公民館（３５－１２５４） 

♪８月のおはなし会は、お休みです♪   

 ※次回は９月１０日（土）１４時から開催予定です。 

    内容は、なでしこだより９月号でお知らせします。 

    お楽しみに！！ 

 

■ ９月１０日（土）14時～ 

 会場：なでしこ公民館2階和室 

令和４年７月2日（土）に子ども会育成会を中心に「七夕飾りを作ろ

う」を開催しました。 

３日（日）には地域の皆様で七夕飾りを掲出し地区別の部「三等」に

選ばれました。なでしこ地区の多くの方にご協力をいただきました。 


