
       

 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.６ ９ 

日 曜日 スケジュール 

 

日 曜日 スケジュール 

９月    10月       

1６ 金 (福)  1 土 (福)(図)(碁)  

1７ 土 
(福)(図)(碁)  

ペーパービーズアクセサリー 
２  日 地区レク 

1８ 日  ３ 月  

1９ 祝  4 火  

20 火  5 水 (福) (パ )  

21 水 (福) (パ )うたごえサロン  6 木 (福) (ウ ) (あ )  

22 木 (福) (ウ ) (ぬ )  7 金 (福)  

23 祝  8 土 (福)(図)(碁) (お )  

24 土 (福)(図)  9 日  

25 日  10 祝  

26 月  11 火  

27 火  12 水 (福) (パ )  

28 水 (福) (パ )  13 木 (福) (ウ ) (ぬ )  

29 木 (福) (ウ )  14 金 (福) (手 )  

30 金 (福)  15 土 (福)(図)(碁)  

公民館・福祉村などの予定カレンダー こども囲碁教室  

９月１０日（土）、１７日（土） 

１０月１日（土）、８日（土）、１５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」 

９月１日（木）、１５日（木） 

１０月６日（木）、２０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！ 

特殊なカーペットの上でストーンを滑らせ円形の目

標地点に近づけることを競う。 

 

３年ぶりに「地区レク」を開催します！今回の地区レクは自治会対抗戦ではなく「交流会」として実施します。みなさまの力で

地域交流、新しい出会い、感動の共有等で「つながり・絆」を深める大会にしましょう♪ 

子どもから大人まで楽しめる、ボッチャ（パラリンピック種目）、ユニカール（陸上のカーリング）等のニュースポーツを体験

してみましょう！参加者には参加賞があります。 

≪日 時≫ 令和４年１０月２日（日）９時～１２時 

     ※雨天中止 

≪会 場≫ なでしこ小学校運動場及び体育館 

≪対 象≫ なでしこ地区在住の方 

≪申込み≫ 各自治会から案内があります。 

      ※参加者は裏面の「当日健康チェックシート」を受付へ提 

      出してください。当日に自宅で体温等の体調確認をしてく 

      ださい。 

≪その他≫ 基本的な感染症対策のご協力をお願いします。 

                  飲み物は各自お持ちください。会場内はマスクの着用をお 

      願いします。体育館内は上履きが必要です。 

      感染状況等で中止となる場合があることを予めご了承くだ 

      さい。中止等の場合は、ちいき情報局でお知らせします。 

 

ジャックボール（白球）に赤球、青球をどれだけ多

く近づけられるかを競う。パラリンピック種目。 

専用のクラブ、ボール、ホールポストを使用してゴ

ルフのように何回打ってホールインするかを競う。 

バスケットに向かってフライングディスクを投げ、

何投で入ったかを競う。 



 

 

な で こ し 

など 

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） 

 大正12（1923）年6月の『横浜貿易新報』（以下『新報』）（注1）に「停車

場設置 平塚本宿で出願」という見出しで、平塚・大磯駅間の小川平吉氏別

邸付近は、最近名士の別荘がしきりに敷地買収に着手し、又相模紡績会社に

近いので、平塚町本宿の有志は東海道線電化の際、電車停車場設置を加藤町

長（注2）の手を経て鉄道省に出願に及んだとある。同時期、大磯町でも横浜以

西へ京浜間と同じ電車を運転するという噂があったので、平塚・大磯駅間の

高麗地域に駅を設置してほしいと、藤田文次郎町長他145名の連署で「電車

停車場新設に関する請願書」を鉄道省に提出したようだ (注3)。  

昭和5（1930）年5月の『新報』に「電化に伴ふ 簡易停車場の設置」とあ

り、その理由として平塚・大磯間には相模紡績工場・大日本製氷会社南原工

場などの工場、県立平塚農業学校・県立平塚高等女学校、また平塚海岸や大

磯付近には名士の別荘などがあるから有望であると書かれている。 

 昭和9年１月の『新報』には「馬入川の右岸と花水川の左岸に 省線停車

場設置の運動 電化の暁を目指して」と言う記事がある。電車運転は25分間

隔の予定で東京と湘南地方との距離が短縮されることで湘南沿線が大東京の

郊外住宅地として注目され、湘南一帯が「長足の進歩」をすると期待したか

らである。 

昭和28（1953）年、「大磯町広報」に大磯・平塚

間に新駅を設置する運動が、平塚駅西口開設運動と併

行して、平塚市西部地域の有志によって前年より始

まったとある。平塚市は、最近になって西口開設を断

念して新駅実現を目指して進むこととなったよう

で、平塚・大磯・旭・大野・金田などの関係市町村

長や関係者と会合して具体的運動の第一歩を踏み出した。その後、陳情書を

平塚市でとりまとめ、11月13日に関係者が国鉄当局などに陳情することに

なった。新駅の予定位置は、まだ不明であるが、一応花水川と平塚高校（注4）

の中間付近と予想されるとある。この新駅が実現したら関係住民の大きな利

便となり、さらには都市計画や行政地域などに複雑な影響を与えるだろうと

力説している。 
(注1) 「平塚市博物館市史編さん係」切抜き （注2）加藤銀蔵町長 （注3）『大磯の民俗

（二） 大磯・東町・高麗地区』平成11年2刷 （注4）今の県立平塚工科高等学校   

写真：『東海道線東京近郊電化写真帖』鉄道省東京電気事務所  

平塚・大磯間 昭和3年 

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 体育振興会からお知らせ 

※この入場券に記載された個人情報は、平塚市個人情報保護条例に基づいて適正に管理します。 

第６９回市民体育レクリエーションなでしこ地区大会 当日健康チェックシート 

合計人数 

（代表者含む） 

人 

入場者（代表者）氏名 自治会名 

  

連絡先電話番号（代表者） 

 

10/2(日) 
当日健康チェック 

（グループ入場の場合はグループで確認し
あってください） 
確認できたら☑してください。 
 
 

□ 高熱（37.5度以上）はない 
□ 体調は悪くない（のどの痛み、頭痛等） 
□ 同居の方に体調の悪い人は いない 

参加される方へ 

・この当日健康チェックシートを受付に出してください。 
・マスクの着用、ソーシャルディスタンスの確保をお 
   願いします。 
・会場内に消毒液を設置します。適宜消毒をお願いし 
   ます。 
・各自飲み物をご持参ください。 
・体育館内は上履きが必要です。 
・ごみはお持ち帰りください。 
・感染状況等で急きょ中止となる場合があります。 
   ちいき情報局で最新の情報を確認してください。 

キリトリ キリトリ 

≪日 程≫  令和4年10月30日（日）、11月6日（日） 

≪参加資格≫ 平塚市に住民票があり居住する方 

       （中学生以下は一部種目を除いて参加できません） 

        各種目、令和4年9月25日（日）までにお申込みく 

        ださい。 

≪種 目≫  バスケットボール、バレーボール、ソフトボール、射 

       撃、ボウリング、バドミントン、サッカー、陸上競技、 

       テニス、パークゴルフ等  

≪会 場≫  種目によって異なります。 

≪問合せ≫  参加の申込等については、なでしこ公民館（３５－１２ 

       ５４）にお問い合わせください。その際、体育振興会の 

       方の連絡先をご案内します。       

  

≪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≫ なでしこ公民館窓口、または電話（３５－１２５４） 

        で受付中です。       

≪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。 

 ※前号掲載した曜日に誤りがありました。お詫びして訂正します。 

○おはなし「わたしがテピンギー このこがテピンギー わ  

             たしたちもテピンギー」   

○絵  本  「くじらがとんだひ」  

○紙芝居  「どうぶつのてんきよほう」  

♪次回のおはなし会は１０月８日（土）に開催します♪    
 ※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 。 

 

■９月１０日（土）14時～ 

 会場：なでしこ公民館2階和室 

地域のイベントや、各種団体の活動状況、回覧板
でのお知らせ等、なでしこ地区の身近な情報が確
認できます。ぜひ、ご覧ください！ 

URL:ht tp ://h i ratsuka . j ohokyoyu .net/a rea/nadesh iko/  

夏休み企画として、多くの親子向け、児童向けの公民館事業を開催しま
した！たくさんのご参加ありがとうございました♪ 

親子陶芸教室 親子工作教室 鉛筆画スクール 

海と山の探険隊 手作り線香花火実験 BONおどりリーダーになろう 


