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～模擬店～  

団 体 名 販売品 
18 日

（土） 

19 日

（日） 

ＪＡ湘南岡崎女性部 ちらし寿司、山菜おこわ、ふるさとおこわ、お赤飯 ○ ○ 

岡崎地区体育振興会 コロッケ、フライドポテト ○ ○ 

平塚市交通安全協会岡崎支部 焼き鳥、焼きそば、フランクフルト、ラムネ ○ ○ 

岡崎公民館運営委員会 切り花、鉢花 ○   

岡崎地区ごみ減量化推進員会 トイレットペーパー、ティッシュペーパー ○   

岡崎地区社会福祉協議会 おしるこ、安倍川もち、磯辺餅   ○ 

岡崎地区青少年指導員協議会 お菓子つり   ○ 

平塚二葉会 木工品、編み物、布製品   ○ 

・模擬店で購入した食品は、会場内の飲食スペースでお願いします。持ち帰りはできません。  

・数に限りがあるため、各店、閉店時間を早めることがあります。ご了承ください。 

 

 
 

 
２月１８日（土） 
作品展示、催し物、模擬店 

２月１９日（日） 

カラオケ、芸能発表、模擬店 

☆徒歩または自転車での来場に 

ご協力をお願いします☆ 

例年と比べ内容と規模は縮小となり

ますが、感染防止対策を講じながら開

催します。ぜひお越しください！ 

 

18日（土） 

19日（日） 



～催し物～   １８日（土）9：30～14：00 

催し物 会場 実施団体 内容 

 

 １Ｆ 

和室 
岡崎囲碁連合会 

【みんなで囲碁を楽しもう！】 無料 

初心者でも丁寧に教えます。子どもも 

大人も、安心して参加してください！ 

もちろん経験者は対局を楽しみましょう！ 

 

～作品展示～ １８日（土）9：30～14：00 

展示場所 団体名 展示内容 

２Ｆ 

集会室 

岡崎地区社会福祉協議会 活動紹介 

岡崎地区民生委員児童委員協議会 団体活動報告、出張相談 

岡崎地区地域活動推進会議 避難所開設セット展示、活動紹介 

町内福祉村おかざき鈴の里 活動紹介 

平塚市食生活改善推進団体 

岡崎みかんグループ 
健康づくりに関する展示 

岡崎地区老人クラブ連合会 手芸品、壁飾り、版画、水彩画、写真、俳句 

岡崎地区青少年指導員協議会 活動紹介 

岡崎学童保育会 児童作品、学童紹介展示 

平塚市防犯協会岡崎支部 活動紹介 

平塚市生きがい事業団岡崎地区班 手づくり陶器 

きつねのしっぽ 書道作品 

さわらび会 かな書道作品 

岡崎地区体育振興会 活動紹介 

岡崎メイツ 活動紹介 

おかざきスマホ・PC クラブ 活動紹介 

岡崎小学校 児童作品 

大住中学校 生徒作品 

１Ｆ 

図書室 

平塚市高齢者よろず相談センター

おおすみ 
血管年齢測定、物忘れ等出張相談、活動紹介 

おおすみネット 活動紹介 

 

～カラオケ～ １９日（日）9：30～11：00 

参 加 団 体 曲  目 

ふじみ野寿カラオケ愛好会 
天城越え、紅の舟唄、母の鞄、窓、幸せはここに、 

千の風になって、二輪草 

岡崎友遊クラブ 夢の中まで、下町銀座、みだれ髪、長良川艶歌 

岡崎カラオケ愛好会 
望郷じょんから、さざんかの宿、男の流儀、高遠さくら路、 

新宿情話、漁火街道、ひとり象潟（きさかた） 
 

 

囲 碁 

 



～芸能発表～ １９日（日）11:30～13：00 

出演順 団 体 名 ジャンル 曲目等 

1 岡崎ギターサークル ギター 

北の国から 

花のメルヘン 

ひまわり＆思い出のソレンツァラ 

2 トワリングチーム 湘南 Fatina ﾊﾞﾄﾝﾄﾜﾘﾝｸﾞ Candy Pop 

3 岡崎地区老人クラブ連合会 舞踊 なでしこで候 

4 日本硬式空手道 拳会 空手 
形（バッサイ大、ピンアンの形） 

試割り（板、バット折り） 

5 大畑民舞 舞踊 故郷の山 

6 岡崎太極拳サークル 
初級太極拳 大神 

24 式太極扇 渡・紅塵 

7 コール鈴の里 合唱 

村まつり 

ふる里 

ビリーブ 

・記載されている日程・内容・時間は変更となる場合があります。 

・会場内では「入場制限」を行うことがありますので、その際は係員の指示に従ってください。 

また、「入場制限」により、ご希望の時間帯に会場へ入れない可能性がありますので、ご了承ください。 

・ご来場いただく際は、マスクの着用、入館時の検温や手指消毒にご協力をお願いします。 

・体調不良や発熱の症状がある方、身近な人の感染が疑われる方などは、来場をご遠慮ください。 

・今後の新型コロナウイルス感染拡大の状況によっては、公民館まつり全体を中止、または内容を縮小する場合

があります。 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 時 ３月２６日（日）  ※午前・午後の部、いずれか一方のみお申し込み可 

午前の部 １０：００ ～ １２：００  午後の部 １３：３０ ～ １５：３０  

会 場 平塚市保健センター（平塚市東豊田４４８－３）２階 栄養指導室（調理室） 

講 師 西八幡「マ・コピーヌ」の 松元しのぶ さん   定 員  各回６組（先着）     

対 象 神田・横内・大神・岡崎・豊田・城島公民館区内の小学生（３／１時点）及び保護者 

持ち物 マスク・三角巾・エプロン・タオル・ふきん 

参加費 １人につき５００円（材料代）※当日集めます。おつりがないようお願いします。 

申込み ２月２６日（日）１２時（正午）～３月１７日（金）に、申込フォームから。  

問合せ 豊田公民館 （電話）３２－７３７３ 

市内で活躍するプロに、話題の米粉を使ったお菓子作りを教わるチャンス！ 
親子でチャレンジしてみませんか！？ 

※会場設備の都合上、１組につき２人分までの体験となり

ます。（同行して、一緒に作業することは可能です） 

※必ず保護者同伴での体験をお願いします。 

 

 

②午後の部 ①午前の部 



子ども華道教室 
季節のお花で生け花を体験して、 

日本の文化や礼儀を学びましょう。 

平塚市華道協会のみなさんがやさしく 

ていねいに教えてくれます。 

【日 時】3 月１２日（日）1４:00～1６:00 

【会 場】岡崎公民館 集会室 

【対 象】岡崎・ふじみ野地区在住の小・中学生 

小学校２年生以下の方は、できるだけ保護者

の付き添いをお願いします。 

【参加費（材料費）】500 円 

【持ち物】参加費、花ばさみ（お持ちの方）、 

お花を入れる大きいビニール袋、 

飲み物、タオル、筆記用具 

【定 員】２５名程度（先着） 

【申込み】２月１３日（月）から２月２７日（月）まで 

に岡崎公民館（58-1286）へ電話、または

窓口へ直接お申し込みください。 

【その他】汚れてもいい服装でお越しください。 

【共 催】岡崎公民館、岡崎地区青少年指導員協議会、

岡崎地区民生委員児童委員協議会、岡崎小 PTA 

☆☆第６９回 平塚市市内地区対抗駅伝競走大会☆☆ 

第９位 １：５８：５６ 

１月８日、快晴の下、平塚市市内駅伝競走大会が レ

モンガススタジアム平塚 ⇒ 山城中学校間 

（６区間、３１．７Km）にて開催されました。 

女子区・関谷真由子、１区～５区・遠藤悠一

～吉田剛士～大島修～高岡憲一朗～市川豊

の６選手によりタスキを繋ぎました。 

 

コロナ禍の影響で３年ぶりの大会開催

となり、選手の皆さんも練習機会の確保

等ご苦労があったと思いますが、結果は

第 9 位となりました。前回の第 10位を上回ることが

でき、また何より完走できたことを嬉しく思います。

選手の頑張りに拍手、応援の皆さんに感謝です。    

岡崎地区体育振興会会長 板東 誠二 

岡崎公民館「家庭教育学級」 

コロナに負けない 
体を作る！食生活講座 

 
子どもの健康な体づくりにおいて規則正しい食生活は

とても大切です。平塚市健康課の管理栄養士が、子ども

の望ましい食生活について、役立つ情報をお伝えしま

す！  

☆炊飯器で作る簡単おやつの試食もできます☆ 

～テーマ～ 

◆好き嫌いなく、バランスよく食べよう！ 

◆朝ごはんを食べよう！ 

◆子どもが自分に合った食べ物を 

選択できるようになるために 

◆味覚テスト 

◆炊飯器で作る簡単おやつ（大学いも）の 

レシピ紹介、試食 

 

【日時】3 月 18 日（土）10:00～11:30 

【会場】岡崎公民館 集会室 

【対象】岡崎・ふじみ野地区在住の乳幼児、小・中学生の

子と親、または家庭教育に関心のある方 

【保育】お子さま（未就学児）を講座中お預かりしま

す。《先着５名まで》未就学児であっても、 

一緒にご参加いただいても構いません。 

    保育協力：子育て支援サロンさくらんぼの 

ボランティアのみなさん 

【参加費（材料費）】１人につき５０円（当日集金） 

 ※（例）保護者 1人、子２人の場合は１５０円 

（試食を希望されない方は申込時にお申し出くださ

い。その場合、参加費は不要です）  

【持ち物】筆記用具、飲み物 

【定 員】４０名程度（先着） 

【申込み】２月１０日（金）から３月５日（日）まで 

に岡崎公民館（58-1286）へ電話、 

または窓口へ直接お申し込みください。 

【共 催】岡崎公民館、岡崎小学校 PTA 

★公民館利用団体の皆さまへ★ 
●４月分 公民館利用の一斉受付は ３月 １日（水）９：００～９：３０ です。 

●公民館の駐車場は限りがあります。できるだけ徒歩や自転車でのご来館にご協力をお願いし 

ます。≪路上や私有地には絶対に駐車しないでください≫ 
 

公民館事業の様子を撮影した写真は、公民館だよりやホームページ等に掲載することがあります。 
また、事業当日に報道機関の取材が行われることがありますので、ご了承ください。 

岡体振ニュース 2023年 2月号 

 


