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 つるみね 
地域と公民館をつなぐふれあい広場 2014・春号 
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つるみちゃん 

つるたろう 

ご利用者の長年の要望事項である、トイレのリフレッシュ工事がこの夏にあります。この工事期間中 

（７／２２～８／３１）は、施設をご利用することができなくなります。 

工事内容は、便器交換や床の段差解消、照明器具交換、上下水道の配管工事など、これからもずっと

ご利用できるようにと大改修となってしまいますが、９月から“綺麗なトイレ”がご利用できますので、

皆さまのご理解・ご協力をお願いいたします。 

 これからも、皆さまに“愛される公民館”を続けていけるよう、ご支援・ご協力をお願い申し上げます。 

                                         館長／長島 滋  



 

 

 

 

 

  

     公民館は何をするところだろう？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

公民館ではみんなの目的を達成するために、次のような業務を行っています。 

① 事業を主催すること（学習機会の提供） 

 

    

 

 

 

② 部屋を貸すこと（学習の場の提供） 

 

 

 

③ 社会教育活動に関する相談、援助、助言（学習情報の提供） 

 

 

 

つるたろうとつるみちゃんの 

公民館レポート 
 

子育て広場「カルガモ」や子どもの広場，放課後広場、サークル体験、パソコン

講座やシニア向け講座、親子料理講座、陶芸、古典文学、神奈川名所散策、バー

ドウォッチング、乳幼児健康相談、公民館まつり、子どもフェスティバル、卓球

開放，コンサート・・・まだまだあります。年間を通して約 50講座を主催して

います。 

グループ・サークルへの貸し館業務を行っています。 

研修、学習活動、グループ・サークル活動はもちろんのこと、各種集会会場な

どにも無料で利用できます。 

公民館は、皆さんが何かしてみたい、学びたいという気持ちを大切にしてい

ます。その思いがかなうように、アドバイスしたり、参考になるような情報

を提供したり応援しています。 



 

 

 

 

 

  

 公民館主催事業は、どうすれば参加できるのですか？ 

     

 

 

 

 

 

活動を始めたいのですが、部屋を借りることはできますか？ 
 

 

部屋を借りるにはお金がかかりますか？ 

 

  

  各グループで使う道具などを保管できるロッカーなどはありますか？ 

 

 

   休館日はいつですか？開館時間を教えてください？ 
 

 

  

演奏したり，歌ったり，ダンスをしたりするグループ活動はできますか？ 
                                                 

 

 

      

 

個人でも使える部屋がありますか？  

 

 

 

 

 

鶴嶺公民館 Q＆A 

よくある質問についてしらべました！  

茅ヶ崎市の広報紙「広報ちがさき（毎月１５日発行）」の施設のたよりの欄や市のホ

ームページ、「情報つるみね」などに事業の案内を載せています。子ども対象の事業

は、小学校、幼稚園、保育園などにもチラシを配布しています。事業の内容、日時、

申込方法などご確認の上、公民館の窓口または電話で申し込んでください。 

わからない時は電話してみてくださいね。 

 

市内在住・在勤・在学者による自主的なグループ・団体は、無料で利用できます。 

利用料金はかかりません。無料です。 

グループに貸出ししているロッカーがあります。年度ごとの申請になります。 

月曜日が休館日となっています。月曜日が祝日の場合は火曜日が休館日になります。 

開館時間は、９時から２１時、事務手続きは９時から１７時までです。 

公民館を利用されているサークルには、舞踊、フォークダンス、社交ダンス、琉球舞

踊、ストリートダンス、ブレイクダンス、ヒップホップなどがあります。音楽もウク

レレ、ハーモニカ、オカリナ、コーラス、和太鼓、詩吟などたくさんのサークルが利

用されています。 

 

ロビーは個人での使用ができます。 

南向き、全面ガラスの明るいロビーです。冬はぽかぽか、夏にはゴーヤのグリーンカ

ーテンが窓一面に広がり，とても涼しげです。是非遊びにいらしてください。 

たたみコーナーもありますよ。 

 図書室で本を借りて、ロビーで読書をしたり、お仲間とちょっとした勉強会や打合

せにもご利用ください。サークル活動の成果発表や作品展などのロビー展も開催され

ています。気軽に足を運んでみてください。お待ちしています。 

 



 

１．子ども事業

講座名 事業の概要 開催予定時期

子どもの広場

５歳から小学生を対象に、木工工作・お菓子作り・プラ工作・野外活動等のふれあいの

場を設け、さまざまな体験を通して自立心を養う。季節の風物詩を取り入れ日本の伝
統継承の心を養う。

年間（毎月）

科学実験にチャレンジ

生活の中にある身近な科学を取り上げ、学校の実験授業とは一味違う科学実験を見
ること体験することで,子ども達の理科離れをくい止める一助にする。 9月

小学生サークル体験 (館外で実施)

小学生の夏休み期間に、日頃のサークル活動の場を開放し、体験学習を経験させる
とともに、世代を超えたふれあいの場にする。 夏休み中

サブカル倶楽部

小学生高学年・中学生・高校生を対象に、漫画・イラスト・アニメ・映画・ライトノベル等
に関係することを自主学習し、年に２回のパネル展、年に１回、同人誌の発行を行う。 年間（毎月）

放課後広場
小学生を対象に、放課後のひとときに、「将棋」「折り紙」「絵本とお話し会」「木工細工」

を楽しむ。 年間（毎週）

子育て広場　カルガモ
乳幼児を持つ家庭を対象に子ども室を開放し、憩いの場、コミュニケーションの場を提
供する。 年間（毎月）

おはなしコンサート
夏休みに子どもたちが楽しめる歌と語りと音楽を盛り込んだコンサートを行い、心の豊
かさを育むとともに家族や友だちとのふれあいの場を提供する 7/18

夏休み親子料理教室
夏休みを利用し、親子を対象に栄養士による講義と、食生活改善推進団体ばらの指
導による実習を行い、食の大切さを経験させる。 8月

自然の発見・観察探検隊
茅ヶ崎近郊の自然の残る場所に出向き、動植物を実際に観察し自然保護を学ぶ。

10月

親子で防災

親子で地域や家庭の防災対策を知り、日常生活を脅かす自然災害の危険や脅威を
体験し、被害を最小限に食い止められるような迅速な対応を学ぶ。 10月

ウクレレ教室
育児環境の異なる同世代の親達が、お互いに保育しながらウクレレ演奏を学ぶ機会
を設け、育児しながらも学習ができる場を提供する。 7月

子育てしながらフラワーアレンジメント
親子でハーブを使ったフラワーアレンジメント講座。

5/29,6/12,7/3

２．社会的要請課題をテーマとした事業

講座名 事業の概要 開催予定時期

パソコン活用講座
パソコンのスキルアップ講座として、また、パソコン初心者向けの講座をパソコンボラ
ンティア湘南の協力により実施する。 9月

異文化交流
外国人を講師として招き、お話と料理などを通して外国の文化や習慣の違いを知り、
国際理解を深める。 11月

遊々クラブ
外出や趣味を持つ機会の少ない高齢者に、気軽に参加できる音楽、手芸、散策など
の体験の場を年間を通して提供し、新しいコミュニティ作りを目指す。 年間（毎月）

普通救命講習会
ＡＥＤの使い方を中心に、応急手当の手法を学び、地域の応急対応力の向上に資す
る。 5/10、9/28

自然を知るデジカメ
普及したデジカメを使いながら野外に出て、ファインダーを通して自然への感性を高め
るとともに、環境問題を考えていく。 10月

つるみね健康レストラン

変化し続ける食生活のなかで、健康的な見地から食生活を考え、健康の維持増進を

目指し、市スポーツ課、茅ヶ崎市食生活改善推進団体、公民館が連携し実施する。 9月、1１月

かんたん！ストレッチ講座
身体を動かす機会の少ない高齢者を対象に、音楽に合わせながら遊び感覚で身体を
動かし、体力の維持向上を図る。 4/10,4/17,4/24

４０歳からのロコモ体操
加齢とともに衰えていく運動器を鍛える体操を学び、ロコモティブシンドロームの予防

をする。 10/7,10/21

スポーツ吹矢
加齢とともに衰えていく心肺機能を、スポーツと腹式呼吸を融合した吹矢を通してス

ポーツ感覚で鍛えていく。 4/12,4/19/4/26

フラワーアレンジ
花に触れ、元気と癒しを届ける。また、アレンジの仕方を学び、ちょっとしたプレゼント

を作れる技術を学ぶ。 10月

転倒予防教室
市高齢福祉介護課との共同開催事業。軽い有酸素運動やストレッチなどを行い、転ば
ない身体作りを目指す。 年間（毎月）

ゆるパソcafé（パソコンなんでも講座）
パソコン世界の基本となる、あら「ゆる」意識・技術を少人数のｃａｆｅスタイルで教えな
がら、支え合いながら、毎月１つのテーマを年間１２テーマで実施する。（講座内容

は、スマホ・タブレットの活用、ネット検索、ワープロ、プレゼン、表計算、クラウドなど）
年間（毎週土曜日）

簡単電子レンジクッキング
育児や子育てで忙しい日常生活で、ただ温めるだけではなく、簡単に魔法の料理器具

として活用できる技法を学ぶ。 未定

平成26年度　主催事業の開催予定一覧　



 

３. 公民館ふれあい事業

講座名 事業の概要 開催予定時期

陶芸教室
陶芸の専門家の指導とアドバイスの元、食器や花器などの思い思いの作品を成形し、

創造性を養い作る楽しみを感じる場を提供する。
5/17、１１月

古典文学講座
世界に誇る古典文学『源氏物語』を紐解き、平安の貴族社会文化・習慣・現代社会に

通じる悩みや苦しみに触れることにより、教養を深め情操を養う。
９月

鎌倉歴史文学散策
歴史の宝庫である鎌倉の史跡旧跡を散策し、鎌倉の歴史への造詣を深め、参加者同

士の交流を深める。
１０月

神奈川名所散策
茅ヶ崎に住まいながら知らない神奈川の地は多い。神奈川県内の名所、史跡、景観

などを散策し、地元の良さを再発見する。
4/10

音楽を楽しむ講座
普段の生活で触れる機会の少ない打楽器を通して、共有に時間を楽しみ、子どもから

お年寄りまで世代を超ての地域交流を目指す。
１０月

大人のための健康・英会話

英語を初心に戻って学びたい人、何か新しい事を始めたい人を対象に、日本語を大切

にしながら英語を楽しく学び、地域の教育力の向上や学びの意欲を高める一助にす

る。
９月

つるみねオープンサークル
鶴嶺公民館でのサークルの活動を、一般利用者に体験してもらう機会を設ける。サー

クル会員の増加と、公民館利用者の増加を目指す。 随時

４．地域交流事業

講座名 事業の概要 開催予定時期

つるみね子どもフェスティバル
子ども中心の「フリーマーケット」「フェスタショー」「そうめん流し」などを通して、学校を

越えた出会いとふれあいの場にし、夏休みの楽しい思い出作りをする。
7/19

バードウォッチング 小出川周辺の野鳥を観察とクリーン活動をしながら、地元の環境問題を考える。 ２月上旬

卓球開放
身近な卓球を気軽にできるよう、卓球サークルの協力の元で、講義室を卓球場として

一般開放する。 年間（毎月）

５．家庭教育支援関連事業

講座名 事業の概要 開催予定時期

つるみね子育て講座
子育て、家族の問題課題を抱えている地域の保護者同士で話し合い、解決の糸口を

模索していく。「親子で防災」「乳児講座」などの講座を予定。
10月、11月親子コンサート

乳幼児健康相談
市こども育成相談課と共催。保健師および栄養士が乳幼児の健康に関する指導、助

言を行う。 年間（偶数月）

乳幼児講座
育児不安や子育ての悩みを持つ家庭に共有の場を作り、講座とフリートークで解決策

を見つられる子育て中の支援の場をめざす。
１月

赤ちゃん木育ひろば 木のおもちゃに実際に触れて遊び、木の優しさやその利用の意義を知る。 4/24

パパの休日大作戦
幼少年期教育の支援と教育力の向上を目指し、子育てに参加する父親が子どもとふ

れあえる様々なことを学び、子どもに披露しパパ力向上の一助にする。 １１月

親子でクッキング
親子一緒に、地元茅ヶ崎でとれる食材を使って料理を学ぶ（包丁を使わず、旬の魚を

さばくところから調理します）。
6/28

６．次世代育成ネットワーク事業

講座名 事業の概要 開催予定時期

日本の歳越し
昔から地域で行われてきた正月を迎える行事である「餅つき」「しめ縄づくり」を通して、

日本古来の伝統の継承と地域の絆を深める。また、昔遊び（独楽まわし、けん玉等）を

体験する。
12/7

７．学習成果の還元事業

講座名 事業の概要 開催予定時期

公民館まつり
利用者懇談会が中心となり、自ら企画・立案・運営を行い、各サークルの学習の成果

を発表し、公民館が身近な社会教育の発信基地であることを地域に広め、交流を深め

る。
3/6～8

つるみねミュージックイン
地域の音楽文化を育てる支援をするとともに、日頃の練習成果を発表する機会とし、

また音楽を通しての仲間づくりの場にする。 8/23、１月

ロビー展 公民館利用団体の活動内容や成果をロビーを活用し、展示し発表する場にする。 随時



★ 新しい『かいけつゾロリ』シリーズ５冊が 、 

 ここ鶴嶺公民館図書コーナーに やって来ました

ぁ〜！主に小学生諸君に人気の『かいけつゾロリ』

は、みんなに愛され、本の消耗が激しい訳ですが、

市立図書館では（新作でなくても）ピッカピカの

新しい本を入荷してくれます。 

 

                              

                   

 

 

 

この５冊、既に貸し出されて棚に無いものもあり

ますが、鶴嶺公民館図書コーナーには その他にも

沢山の『かいけつゾロリ』シリーズがあります。  

もしも読みたい『かいけつゾロリ』が棚に無かっ

たら、予約して借りることも可能ですよ！ 

        ぷち写真で綴る春のつるみね公民館まつり 

 平成 26 年 3 月 7 日（金）から 3 月 9（日）までの三日間開催された、今年のまつりは、晴天にも恵まれ

大盛況でした。日頃、公民館を利用されていない方も数多く来場されました。多くの学習成果の発表に出会

うことで、この春、公民館の学び学習活動をスタートする絶好の機会となったことでしょう。    

                    

 

 

  

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

 

 

     

としょ子さん 

児童書だけでなく 、 一般の本も，

借り たい本が棚になかったら、

カウンターに立っているワタ シ

達に尋ねてみてく ださい。  

あなたが読みたい本を、 あなた

が手に取るこ と ができ るよ う

に、 心をこめてお手伝いさせて

頂きます♪♪ 

新作でなく ても  注文すると入

荷してく れるんだ！ 

開室は公民館開館日と同じです。

開室時間は 10 時から 12 時、 13

時から 17時です。お昼休みがある

のでご注意く ださい。  

図書カウンターにいってみよう ！ 

 

2がつのある日、つるみね公民館 

10     コメ ント 3     シェア       

イイネ！ 

のりのり～♪ 子どもたちのダンス 



                           

 退職後は「公民館で思いっきり趣味を楽しもう！」と、館から徒歩５分くらいの場所に引っ越

して数年が経ちます。２年前に地区社協から公運審に出席させていただき、委員会や研修会等で

公民館の現状について学ぶ機会を得られたことは大変感謝しております。時代の流れと共に公民

館を取り巻く環境も大きく様変わりしているようです。この公民館の東西にもコミセンが設置さ

れ利用が拡大していますが、公民館の時代にニーズに合った主催事業をみるとき、また、子ども

から大人まで楽しんで、協力して作り上げている公民館まつりを見るとき、３０数年の歴史と社会

教育の場としての働きをする公民館が担っていると痛感します。絆、地域力など求められる昨今

ですが、公民館が『いつでも、誰でも、気軽に集える場』でありますように願っています。職員

の方と一緒に公民館力を発信していきましょう。 

前（第１６期）・公民館運営審議会委員 廣田 みつ子 

 

  鶴嶺公民館に足を運ぶと、いつも必ず元気になります。とても不思議な力のある場所です。

鶴嶺公民館は、地域に密着しており、幅広い年齢の方々に親しまれていることに、利用者の一

員としても大変嬉しく感じます。7 年前より２つのサークル(パワーズと宮萩会)に所属して活

動を行っております。子育てサークルから、人生経験豊富な年配の方々のサークルまで、皆様

が和気あいあいと世代間を越えて、挨拶を交わしながら笑顔に満ちた人情溢れる憩いの場であ

ります。私にとって、様々な学習の場であり、自らの向上に欠かせない、「自分磨き」の場と

なっています。サークル活動を通じて、新たな発見や出会いもあれば、昔を懐かしむお世話に

なった方々との再会もあります。このうように地域の密接した生活環境の中で、安心して楽し

い日常を過ごすことのできる地域社会を築き上げていくことで、見出されていくことがたくさ

んあると思います。活気溢れる鶴嶺公民館を、より多くの方々に利用していただけるように利

用者懇談会において、対話が弾むことを願っています。先日、「公民館まつり」が開催されま

した。各サークルごとに役割りを分担し、協力し合いながら、館内の飾り付けから当日の自転

車整理まで円滑に行うことができる手際の良さは日頃の横の連携が形となっている証だと思い

ます。おかげ様で大盛況で、本当に良かったです。 

 7 月下旬よりトイレの大改修に伴い、少々の間、利用できない淋しさはありますが、昭和の

トイレから平成の現代仕様のトイレへの様変わりを楽しみと期待を込めて改修を見守りたいで

す。春には、たくさんの出会いが待っています。新しい発見を探し求めて、何かに挑戦するの

も良いですね。これからの鶴嶺公民館が地域で親しまれていくことを願っています。 

利用者懇談会世話人会 石濱 司 

 

公運審だより 

利用懇だより 



       Hello 

        職員 永尾 真衣  

   

 

はじめまして。4 月 1 日付けで青少年会館より異動して

参りました永尾と申します。今度は子どもだけではなく幅

広い年代層の地域の皆様のために一生懸命頑張りたいと思

っておりますのでよろしくお願い致します。 

  

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                         

 

 

  

 

 

 

 

                                                                                                                               

 

 

 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  

       Hello 

      嘱託員 田中 芳子 

 

はじめまして。4 月 1 日よりお世話になります。

嘱託員田中と申します。まだ何もわかりませんが、

早く皆様の、お役立ちができますように、がんば

ります。どうぞ、よろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

hello 

 

 

紙面作りにご協力ください    

●原稿募集 
○詩・短歌・俳句・川柳・ミニエッセイ・絵手紙・書道・

写真・イラストなど、作品を公民館までお寄せくださ

い。 

○テーマは自由ですが、公序良俗に反するもの、公民館

だよりにふさわしくないものは掲載できません。 

○応募作品の返却はできません。 

○文章はスペース等の関係上等で、手を入れさせていた

だく場合があります。 

●モニター募集（小学校３年生～） 
○「つるみね」に対する様々なご意見をお聞かせくださ

い。  

                                         

 

 

 

        

編集後記 

☆webスタイルの公民館だよりを目指して早くも一年経過。

どこが？と言われないように今年も爆走します。（島） 

 

☆「たより」の原稿やモニターを募集していますが、来館ま

たは郵送して頂くとなると、二の足を踏んでしまいますよ

ね。インターネットの普及により、blog などが日常化して

きている今日、もし「たより」が blog として読者の端末に

届いたなら、気軽に投稿してもらえるかな・・・。もちろん

私たちが情報モラルをしっかり学んでおくことが必要です

が。「鶴嶺図書コーナー」はそんな思いもあり、blog 通の

図書コーナーK さんのご協力のもと、blog 風に掲載してみ

ました。（田） 

 

 

 

公民館トイレ改修工事に伴い館内への立

ち入りができない期間について       

～ご理解・ご協力のお願い！ 
 

【施設が利用できない期間】 

 ７月２２日（火）から８月３１日（日）

まで（予定） 

 約４０日間は、ご利用者の安全、また工事騒音発

生のため館内への立ち入りができません。たいへんご

迷惑をお掛けいたしますが、ご理解とご協力をお願い

いたします。なお、この期間は、館外で実施できる事

業や電話受付等を行っていきます。 

 

 

施設がちょっと快適に！ 

     Goodbye 

     嘱託員 柿澤 麻美 

 

 

嘱託員として勤務するようになって早いもので５年が

経ちました。ここでなければ、出会えなかった人。ここ

でなければ、できなかった体験。思い返すと、胸が熱く

なりますが、私は鶴嶺公民館で勤務させていただき、本

当に幸せでした。公民館での貴重な経験を生かし、新た

な場で、仕事に励んでいきます。 

公民館を利用される皆さまには、本当にお世話になり

ました。皆さまがいきいきと活動される姿や笑い声が大

好きです。これからも、赤ちゃんから元気なシニア世代

の方々まで、幅広く地域に愛され、笑顔と活気溢れる公

民館であることを願って、ご挨拶とさせていただきます。

ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hello  Goodbye 

つるみね公民館 職員異動の 

ごあいさつ！ 

       Goodbye 

      職員 星谷 尚央 

 

４月１日の異動で鶴嶺公民館を去ることになりま

した。３年間という短い間でしたが、地域の皆さま

にたいへんお世話になりました。 

鶴嶺公民館では、公民館まつりや公民館３０周年

記念事業などで楽しく充実した日々を過ごさせてい

ただき、いい思い出となっております。 

皆さまのご支援ご協力に感謝しております。３年

間ありがとうございました。  
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