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「平塚信用金庫」様、　他
たすけ愛文庫（センター窓口前）からの寄附…１５７，３４６円
　　　　　　　　　　（読み終わった本の寄附も募集中です！）
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■関東大震災の遺構を巡る
　まず向かったのは、馬入橋のたもとにある陸軍架橋
記念碑です（表紙写真参照）。関東大震災の後旧陸軍工
兵大隊がいち早く駆け付け、倒壊した橋梁を復旧させ
たとのこと。また、このとき壊れた旧馬入川橋梁の橋脚
は線路の一部を含め現在も残っていました。ここでは、
「ひらつか防災まちづくりの会」の篠原氏が震災当時の
写真などを使って分かりやすく説明してくださいました。
また、港地区にある長楽寺には、旧須馬村において
関東大震災で犠牲になられた７０数名の方の供養塔が
ありました。この碑は、平塚市で初めて国土地理院の
「自然災害伝承碑」に
正式に登録されました。
また、長楽寺からほど
近い善性寺の墓地の中
にも慰霊碑があり、当
時の被害の大きさが偲
ばれました。

「ポンプ場」は市内に８ヶ所あり、ここ「馬入ポンプ場」
は１分間に25ｍプール4.5杯分の水を排水することが
できるとのこと。また、「河川ライブカメラ」や「城山
ダム放流警報所」などの設備も見学したり、「平塚市の
防災マップ・ハザードマップ」を見ながら避難方法の
レクチャーを受けたりして、改めて防災の重要さを知
ることができました。
　３年前の令和元年東日本台風による大雨で、相模原
市にある城山ダムの
緊急放流によって、
相模川の両岸の住民
が一時避難したこと
は記憶に新しい方も
多いことと思います。

　『ひらつかの風』では、今後もいろいろな市民活動団体
の活動をご紹介し、平塚の市民活動をPRしていきたい
と思います。読者の皆様も興味が湧きましたら是非活動
に参加してみてはいかがでしょうか？！　　　文責：関谷　

■記憶に残った『防災さんぽ』
　今回の散策では、災害対策課職員や「ひらつか防災
まちづくりの会」会員による説明も充実していて、日
ごろ疑問に思っていたことを丁寧に分かりやすく説明
していただき、平塚の災害・防災に関する歴史や今後
の課題について学ぶことができました。参加者からは、
「関東大震災で壊れた橋脚にグニャグニャになった線
路が残っているのが面白かった（すごかった）」「今まで
知らなかったことをたくさん知ることができ、貴重な
機会でした」「のんびり散歩がよかったです」などの
感想が聞かれ、楽しく充実したイベントとなったよう
です。最後は須賀漁港で、焙ったアジやサバの干物も
味わうことができました。
　災害対策課では初めて
このようなイベントを実
施しましたが、市民活動
団体「ひらつか防災まち
づくりの会」は、これま
でも独自に防災に関する
いろいろなイベントを実
施しています。

����శÏ༹�శÐڕ�Ï1R���Ð

ᶬᗃଋଳὤଵଠଞୈତୀᣍὥ
ரᶬᗃকଗତẶ൶ᛸᬰர

　３月26日（土）、まちをのんびり歩きながら災害に関連するスポットなどを巡る「防災さんぽ」
が開催されました。まち歩きしながら防災を学べる！ 何だか楽しそうですね。
　早速取材してきました。　　主催：平塚市災害対策課、協力：「ひらつか防災まちづくりの会」

■『防災さんぽ』の目的
　この企画は、平塚のまちをのんびり歩きながら災害
に関連するスポットなどを巡る防災に観光的視点を取
り入れた、ガイドツアー型の「防災×まちの魅力発見
イベント」です。昨今大きな自然災害が続く中、関東
大震災から99年が経ち、改めて自分たちの住む地域
の防災について考える機会ともなりました。
　朝９時にサンライフアリーナに集合した参加者は、
赤ちゃん連れのファミリーからご高齢の方まで総勢
約３０名。災害対策課担当による本企画の趣旨説明の
後、出発しました。
当日は低気圧が近
づいていて天気が
心配されましたが、
幸いにも穏やかな
曇り空で散策には
好適でした。

■平塚市の防災設備を巡る
　関東大震災の遺構を巡るとともに、平塚市が設置し
ている防災設備も見学しました。台風等の大雨の際の
洪水対策として河川への雨水の流量を調節している
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ஐ৯ᖟ1.
朝９時～夜１０時まで窓口の
スタッフが常駐し、団体さん
のご相談に応じたり、会議室
の予約受付や、印刷機等のサ
ポートなどを行っています。
お気軽にお声がけくださいね。

打合せや印刷後の作業
等でご利用ください。
※予約は不要です。
8人掛けの角テーブル×３　
6人掛けの丸テーブル×３

3.ुफ़नअॕऒ
छ़फ़छ

4.ਝᆷछ़फ़छ
印刷機をご利用の際は窓口
にお声がけください。
印刷機、コピー機、
紙折り機（２台）、裁断機を
ご用意しています。

団体の事業チラシ・
イベントの案内の他、
公共物・他市町村
の支援センター等の
チラシを配架しています。
お気軽にお手に取ってお持ち帰りください。

5.णोङᄨ
कफ़बफ़

6.௱ᮕकफ़बफ़
ボランティアをしてみたい、
会員になりたいと考えている
方は是非ご覧ください。

様々な助成金情報を
ご案内しています。
助成金に関することは
スタッフまでお気軽に
お問合せください。

7.ନ༑ತ
कफ़बफ़

8.සᔼकफ़बफ़
団体の成果物を展示
させていただきます。
是非ご利用ください。

༮ၪ๕ࢽࣃ.9
市民の皆様からご提供
いただいた書籍を必要
な方にご寄附という形
でお渡ししています。
その寄附金は『平塚市協働のまちづくり基金』
として積立て管理運用しています。

打合せやイベントにご利用
できます。※予約が必要です。
会議室A（定員 32名）、
会議室B（定員 32名）、
会議室 C（定員 24名）、
計 3室あります。
会議室Aと会議室Bを1つにすれば64名までご利用
可能です。たくさんの人が集まるイベントや会議等
でご利用ください！

ᥭൺ2.

センターではHPの他 Facebook・
Youtubeチャンネルも開設してい
ますので、是非「イイネ」をお願い
します！！
定期刊行物「ひらつかの風」と、ボランティア情報誌
「ひらつかの空」も発行しています。
団体運営のお困りごとを始め様 な々ご相談は窓口に
お越しください。内容によっては、経験豊富な専門
相談員が対応させていただきます（要日程調整）。
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৭ࣁ
●情報スペース…PC2 台設置
　インターネット検索・書類作成にご利用くだ
　さい。プリントアウト（有料）もできます。
●貸出機器
　プロジェクター・スクリーン・モニター等、原則
　予約時にお申し付けください。
　※館内はwi-fi の環境があります。

10.

HPでは団体紹介
の他、各種情報を
都度最新に更新し
ています。
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編集後記

ନିଚଁၮᒦᓿඈ୯୳ர
ὤᶐṬዹᶓ 9ὶ��૪��ὶ��ႏፄႏཨዐ᭓ᗍᏴዛୈᶼଅὥ

୯୳ரତஒ୭୧୷
କଏଇଅ

����శÏ༹�శÐڕ�Ï1R���Ð

　新年度を迎え、新たなスタートをきった方も多いことと思います。ひらしん平塚文化芸術ホールも
オープンし、見附町に新たな市民の文化交流の場もできました。
　3月26日に開催された「防災さんぽ（みなとをのんびり編）」に同行しながら、災害のない平和な
『ひらつか』が続くことを祈りました。
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　令和４年３月１２日（土）に令和４年度に実施する補助事業の審査会を開催し、次のとおり
交付決定しました。補助金に興味のある方は、平塚市協働推進課までお問い合わせください。

ผቔክଶᩞᢹନᆷ৯ተ൳ᴆ

ၮᒦᓿඈᄛቢᮧႦឈଁିଁ ὝୁNPOᓣఱତଚଅୀዎᮧႦ
　NPO法人を立ち上げて活動したいと考えている方や団体さんに向けて、「そもそもNPOって何？」
ということから「NPO法人化のメリット・デメリット」等について事例を基に説明します。
　日時●6月11日（土）10:00～12:00
　講師●坂田 美保子（ひらつか市民活動センター センター長）
　対象●NPO法人・市民活動団体・関心のある市民　　　定員●15名　　参加費●無料
NPOତႛᮧႦᲭᢲ 2ຨᾺଓତᅣౘ૾କૺఱଡౘଙଜૺଏଁύᾺ
　「活動を知ってもらう」、「団体を応援してもらう」ためには広報&情報発信が大事です。
今回は2回連続で広報力アップに向けた講座を開催します。2回連続での受講をお勧めします！

※いずれの回も、対象●NPO法人・市民活動団体　　定員●15名程度 　　参加費●無料
★上記イベントはひらつか市民活動センターで開催します。感染症対策にご協力をお願いいたします。

事業内容等はこちら◆https://www.city.hiratsuka.kanagawa.jp/kyodo/page37_00014.html

❶ウォッチドッグス（交付決定額：８万円）……自分の身は、自分で守る。自主防犯パトロール
❷こども食堂　ごはんだよ（交付決定額：９万円）……こども食堂　ごはんだよ
❸NPO法人湘南平塚きさわ里地里山ラボ（交付決定額：９万円）……農業振興事業（農作業学習農園事業）
❶ひばり野のなかま達（交付決定額：２２万円）……ちいき・子ども食堂
❷NPO法人しえんのまなび舎（交付決定額：２０万円）……はっぴー♡サロン
❸あいあいリトミック（交付決定額：３３万円）……０歳からの親子コンサートによる子どもの発達支援事業
❹ママぎゅっと（交付決定額：２８万円）……ママぎゅっと「ひらつかママ子育てレポート」

શᬺ
कफ़छ

ᒦස
कफ़छ

ఱଂᷧୁᅲૺଂౘ Ὕୁ୵୫ତ౯ୀዎ
　　何を伝えたいか？ターゲットは誰なのか？ など、チラシを作るうえでの基本的な考え方から、
　刺さるキャッチコピーの作り方やきちんと情報が伝わる見せ方など、チラシ作りの基礎を学びます。
　日時●6月25日（土）13:30～15:30　　講師●市川　歩氏　（㈱ボンド　企画プランナー）

Ὥຨ

ଟତரடୈଟૼ౸ ύૼSNSୈ౸ૺଉଠଜᅣᛸಘ
　　いまや情報発信はSNSが主流。数あるSNSの特徴を学び、あなたの団体にあったSNSを見つけ
　ましょう。また、ITコミュニケーションにおけるマナーやリスクについても学びます。
　日時●7月2日(土) 13:30～15:30　　講師●市川　靖洋氏　（㈱ボンド　代表取締役）
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