
　平年より15日も早く梅雨明けが宣言された6日、相模湾を一望できる
抜群のロケーションとバラエティ豊かな9つのプールが魅力のシーサイ
ドリゾート大磯ロングビーチが、今年のオープンを迎えた。当日行われ
たセレモニーでは、地元の子どもたちや首都圏OLらが水しぶきと黄色い
声をあげながら「波のプール」に走り込み、初泳ぎを堪能した。現在、
同プールでは7月中に限り３才～未就学児童の入場が無料になる「キッ
ズフリー」も実施中。客層の7割を占めるというファミリー層へ「感謝
の気持ちを込めた」企画という。企画を立てたスタッフの思いとは。

スタッフが思いを込めた企画も

村雅也さん（ 右写真右）
と黒崎悦代さん（ 右写真

左）は大磯ロングビーチのプール
スタッフだ。「友達や恋人と来るだ
けでなく、楽しい思い出を親子孫
世代で共有できる。それがロン
グビーチという場所だと思ってい
ます」と 人。そのために総勢

人を超えるスタッフが日々汗
を流している。田村さんは「お客
様に楽しい思い出を残してもらう
ために、日々担当者同士で意見を
出し合っています」と話す。

楽しい思い出の為に

　より多くの人に楽しい思い出を

残せるように毎年進化を遂げてい
る同プール。人気施設のウォータ
ースライダーは身長 未満
の子どもは遊べない。そこでキッ
ズウォーターパラダイスという新
しい施設を作った。女性の視点か
らも満足度の高い環境にすべく、
去年からプールセンターにパウダ
ールームと授乳室を設け、乳幼児
と一緒でも気軽に来場できるよう
になった。また、施設内でバリア
フリー化を進めており、一部駐車
場からベビーカーのまま更衣室ま
で行けるように改善した。「これら
は実際にお客様から要望があがっ
たこと」と黒崎さん。「頂いた要望
はできることから施設やサービス
に反映するよう努力しています」

人が喜ぶ仕事

　「人が喜ぶ仕事は人が触れてい

ないとダメだと思っています」と
田村さん。思い出を楽しいものに
するためにイベントを企画し、安
心安全や利便のために準備をする。
それは当然のこととして、来場者
の更なる満足のために、最終的に
はスタッフ自らが動く。人が動く
ことが、人の心を動かすと信じて
いる。
　お父さんお母さんに手を引かれ
プールを訪れた子どもが、将来友
達や恋人と再び訪れる日が来るか
もしれない。そしていつかは自分
の子どもの手を引いて──。心に
残る思い出を大磯ロングビーチで
作ってもらうべく、スタッフの夏
もまた、幕を開けた。

営業案内
▽営業期間： （月・祝）まで営業中
時～ 時

▽入場料金： 日券＝おとな 円、
中高生 円、小学生・シニア（ 歳
以上） 円、幼児（ 歳～未就学児童）

円（ 月中は無料）。 時以降の入
場は割引。駐車場＝普通車 円
▽問合わせ：大磯ロングビーチ☎

チケットプレゼント
　大磯ロングビーチの協力により、期間中
いつでも使える「入場引換券」を読者
組 名様にプレゼント。
※応募者多数の場合は抽選。当選者の発表
はプレゼントの発送をもって代えさせてい
ただきます
◇応募方法：ハガキまたはメール本文に①
〒住所②氏名③年齢④性別⑤購読されてい
る新聞名⑥本紙の入手先⑦本紙へのご意見
を明記の上、ハガキは【〒 平塚
市長持 （株）湘南ジャーナル社「ロ
ン グ ビ ー チ」係】ま で、メ ー ル は
【 】（件名に「ロ
ングビーチ」係を明記）まで。 月 日（火）
必着、翌 日発送。
※個人情報は賞品の発送目的以外には使用
いたしません。

ケータイフォト
ギャラリー

いろいろな模様がまるでアー
トのよう…。

　　雲だけど…
　　　　＠なおちゃん

撮って！送って！

田

大磯ロングビーチオープン募
集

携帯電話のカメラで撮影
した何気ない日常の一コ
マを掲載しませんか？簡
単なタイトルとメッセー
ジ、ニックネームを添え
て、下記アドレスまでお
送りください。極力大き
なサイズの画像でお送り
ください。

toko@shonan-journal.comまで
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七夕まつりが閉幕
今年は 170万人の来場

全職員がこころの支えに
ゲートキーパー養成研修を受講 大磯町

有終の美を飾る
28日に有志で崇善公民館をペンキ塗り替え

働く保護者の子育て支援
病後児保育事業を来月から開始　平塚市

わかりやすくリニューアル
まちづくり財団に名称変更

　日本瓦に洋館風の内観。入母屋式和洋
階建ての崇善公民館は、昭和 年に平塚
市議事堂として建てられ、昭和 年以降
は公民館として使用されてきた建物。現在、
市が進める見附台周辺の再開発計画の中で
解体されることが決まっている。これを受
け、「有終の美を飾らせてあげよう」と有志
が集まり、ペンキ塗りの企画が生まれた。
第 弾として 日、窓枠下の壁の部分の
塗り替えが行われる。
　呼びかけ人代表の原囿信夫さんは「取り
壊されるまで最短でも５年はある。『子ども
の頃は真っ白できれいだった』という話も

聞く。有終の美ではないが、最後まできれ
いに保ってあげようよ、という精神でやっ
ている。来年度中には全体をきれいにして
あげたい」と話している。
◇日時： （日） 時～ 時、雨天は
（日）に 順 延◇場 所：同 公 民 館☎

◇中学生以上なら誰でも参加可。
希望者は当
日、汚れても
いい服装で現
地へ。軍手、
飲み物等は各
自で用意を

　大磯町では 日、 日の 日間、全職員
を対象としたゲートキーパー養成研修を実
施した。ゲートキーパーとは元々「門番」
の意。転じてこころに不調を抱える人、自
殺に傾く人のサインに気付き、命の門番と
して対応することができる人のことだ。
　大磯町では年間 人程度の自殺者があ
り、人口 万人あたりの自殺者数を示す「自
殺率」は県内でも上位に位置する。平成
年は で県内 市町村中 位、平成
年は で 位だった。「人に悩みを

言えない」、「どこに相談に行ったら良いか
分からない」、「どのように解決したらよい

か分からない」等の悩みを抱えた人を支援
する為には、周囲の人々がゲートキーパー
の役割を果たす必要があり、町民に直接接
する職員がその役割の一端を担うことにな
る。
　同町では今後、町民を対象とした養成研
修会も企画しているという。

　平塚市は、保護者の就労と子育ての両立
を支援するとして、病気の回復期にある子
どもを看護師と保育士で預かる「病後児保
育事業」を来月 日から開始する。
　対象は、保護者が市内在勤・在学の生後
カ月から小学校 年生までの子ども。病

気の回復期にあり安静の確保が必要で集団
保育が難しい、保護者の勤務等により、家
庭で保育することが難しいといった理由で
あれば利用可能。また保護者の傷病や冠婚
葬祭等の理由でも利用できる。
　実施施設は、平塚保育園内の病後児保育
室。定員は 日 人、料金は 日 円（給

食・おやつ代別途）。開所日時は月曜日から
金曜日（祝日、年末年始は休み）の 時
分～ 時 分。利用には事前登録や

予約、医師の診察などが必要。問い合わせ
は市保育課☎ まで。

　平塚市で音楽コンサートや囲碁などの文
化事業、スポーツ教室などのスポーツ事業、
自転車振興等のまちづくり事業を行ってい
る「公益財団法人平塚市文化スポーツまち
づくり振興財団」は、先月 日付けで名
称を「公益財団法人平塚市まちづくり財団」
に変更した。
　同財団は元々、平成 年 月に財団法
人平塚市文化財団、財団法人平塚市スポー
ツ振興財団、財団法人平塚市開発公社の
財団が統合してできたもの。当初は何をす
る財団なのか分かりやすくするために長い
名前を付けていたが、統合から２年経った

今、改めて市民に覚えてもらいやすく、か
つ親しみをもたれるような名称にすべく、
今回の変更が実現した。名前こそ変わった
ものの、内部的な仕事が大きく変わる訳で
はない。 つの経営方針である「質の高い
サービスの提供」、「財政基盤の強化」、「職員
の資質向上」を職員一丸となって事業展開
していく。
　名称変更を機に同財団では、平塚市の外
郭団体としてより一層の自主性、自立性を
高めつつ、将来にわたり公益の増進に寄与
することを目指すとしている。

　今月 ～ 日の 日間にかけて開催され
た「第 回湘南ひらつか七夕まつり」が
閉幕した。今年の来場者数は昨年に比べ、
約 万人多い約 万人を数えたと開催
事務局は発表している。今年の特徴のひと
つとして強調されたのは「市民参加」。織り
姫セレクションや七夕飾りコンクール、飲
食販売、イベントなど様々な場面で市民参
加が行われた。運営補助の市民ボランティ
アには、過去最多となる 人以上が参加
したという。
　また、七夕飾りコンクールでは、特選昼
の部に（株）オーイズミダイニング（写真左）

と（株）梅屋（写真中上）の飾りが、特選
夜の部に（株）オーイズミダイニングと（株）
片野屋（写真中下）の飾りが選ばれた。な
お今年初の試みとして実施された来場者投
票では、等に（株）湘南ベルマーレ（写真右）、
等になでしこ幼稚園、 等に県立平塚中

等教育学校生徒会の飾りが選ばれた。投票
総数は 票だった。
　落合克宏平塚市長は「市民の力を集めて、
今年の七夕まつりを素晴らしいものにする
ことができました。陰で支えていただきま
した多くの方々にお礼を申し上げます」と
コメント。また、福澤正人実行委員長は「天

候にも恵まれ、昨年より多くの人に平塚の
七夕にお越しをいただき、そして、丹精込
めた七夕飾りを掲出いただきました皆様、
市民参加のまつりとして運営に携わってい
ただきましたすべての方に感謝申し上げま

す。特に七夕メーン通りの飾りも約 本
増え、イベント各所に新たな試みも実施さ
れました。この七夕まつりが未来永劫伝統
ある祭典として、皆で手を携えて継承してま
いりたいと思います」とコメントしている。

同園内の病後児保育専用の保育室「なでしこ」
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地元で活躍する奉仕団体
新年度会長メッセージ

　地域で様々な奉仕活動を実践しているライオンズクラブとロータ
リークラブの新年度会長（ 年 月～ 年 月）に、今年
度にかける想いを綴っていただきました。本紙では今週号、来週号
の 週にわたりご紹介します。

　平塚市が 月 日（月）から 月 日（日）ま
でを「平和月間」とし、展開する平和事業のひ
とつ。戦争体験者の話を聞く貴重な機会。◇
日時： （土） 時～ 時◇場所：花水公民
館◇定員： 人※会場に余裕がある場合は
当日参加有り◇語り部：江藤 巌さん、杉山喜
一さん◇申し込み・問い合わせ：市行政総務
課☎

戦後 68年を迎え
平塚空襲の体験をきく会EVENT

7/13（土） 花水公民館
　山梨中銀スタジアム（甲府市）で 日に開
催される リーグ第 節「湘南ベルマーレ対
ヴァンフォーレ甲府」のパブリックビューイ
ング。会場では平塚市料理飲食業組合による
平塚産グルメの出店も。試合前には、ひらつ
か音楽工房による音楽ライブステージも催
される。◇日時 （土） 時～ 時 分
（小雨決行）※キックオフは 時 分

地元グルメを食べながら応援！
湘南 vs甲府 パブリックビューイングEVENT

7/13（土）紅谷町まちかど広場

平成25年7月12日（金）No.1574INFORMATION 3I



平塚市役所 秘書広報課、平塚中央図書館、平塚市民センター、ひらつか市民活動センター、城島公民館、土屋公民館、吉沢公民館、
JA湘南（城島支所・土沢支所・金目支所）、平塚商工会議所、大磯町商工会、平塚市漁業協同組合、平塚ラスカ、梅屋ユーユー本館、
OSC湘南シティ、しまむらストアー全店（長持・中里・駅前・大神・田村・旭・中原御殿・すみれ平・徳延・大磯・橘）、ヨークマート（北

金目店・南原店）、JA湘南あさつゆ広場、大磯プリンスホテル、グランドホテル神奈中、湘南ケーブルネットワーク、湘南平塚モータースクール、平塚八幡宮、つるみね幼稚園、片野屋、サクラ書店（平塚
ラスカ店・高村店）、鳥仲商店、御刃物処 桝屋、麺肆 秀膽（ひでたん）、フラワーショップはなまさ、タナカカミテン、松鱗亭、雪夜覓（ソリャミョッ）、FIFTIES、モトロッソ、メゾン・ド・アッシュ×エム、
DINING DELI パーティーらんど、ア・ラ・モード、アートギャラリー能勢、COSMEきれいサロネーゼ、中華百番、太古の湯byグリーンサウナ

湘南ジャーナル設置施設・店舗湘南ジャーナル設置施設・店舗

（順不同・7/12 現在）
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毎週金曜日は湘南の厳選した物件をご紹介

湘南ハウジングジャーナル

HOUSING平成25年7月12日（金）No.15746 H 平成25年7月12日（金）No.1574TOPICS 7T


