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………教えてください………

………春のおでかけといえば………

　県立あいかわ公園です。小学生にぴったりで、

ふわふわドームでジャンプし、アスレチックでお

もいきり遊べます。ミニＳＬで宮ケ瀬ダムへも行

けます。弁当、菓子持参で！　

◎愛甲郡愛川町半原５４２３◎ 046-281-3646　

　　　　　　　　　　　茅ヶ崎市甘沼＊ぱんだｻﾝ

　家族でノンビリとサイクリングに行きたいで

す。平塚の金目川サイクリングコースや湘南茅ヶ

崎サイクリングロードなら車も気にせずに景色を

楽しめて健康にも良いので。      　　

　　　　　　　　　  平塚市四之宮＊ひろポンｻﾝ

  山北にあるアサヒビール工場は近場で敷地も広

く新緑を楽しみながら散策したりも出来るので

幅広い世代や人が楽しめるかと思います。あと、

キューピーの工場やシャトレーゼの工場、サント

リーの工場も楽しかったですよ。 

◎南足柄市怒田 1223 ◎ 0465-72-6270     　　

      　　　　　　　          平塚市横内＊ S・M ｻﾝ

み ん な の 広 場
読者のみなさんからのコメントを紹介します

5月号は「魚料理」をテーマにエピソード大募集 !!

　リニューアルしたタウンメイトはいかがでし

たか ? タウンメイトでは引き続き、おすすめの

お店、発見や疑問、湘南ベルマーレへの応援等

コメントを大募集しております。又、5 日号、25

日号のご意見ご感想もお待ちしております。

　“箱根彫刻の森美術館”です。先日家族で初め

て行ってみたのですが、広大な敷地で箱根の自然

をタップリ満喫しながら、点在する本物のアート

作品、アートな巨大遊具には子ども達も大興奮 !!

大人はもちろん、未就学児さえ存分に楽しむこと

のできる美術館に、ぜひ足を運んで頂きたいと思

います。

◎足柄下郡箱根町二ノ平 1121 ◎ 0460-82-1161

　　　　　　　　茅ヶ崎市堤＊りんりんりんだｻﾝ

寒川町倉見にあるキリンビバレッジ湘南工場がお

すすめです。いつも飲んでる飲みものがどうやっ

て作られているか親子で見学してみてください。

エコに関しても学べます。

◎高座郡寒川町倉見 1620 ◎ 0467-75-6161　　

      　　　　　　　　　 寒川町一之宮＊ K・O ｻﾝ

   ロングコートのリフォームを考えています。高

価な品物ではないので、できるだけリーズナブル

にリフォーム可能な店を教えて下さい。　　　　

　　　　　　　　　　　  茅ヶ崎市堤＊ A・Y ｻﾝ

　夏休みにキャンプ等計画している方もいらっ

しゃると思います。おすすめのキャンプ場、民宿

等教えて下さい。近場が良いですね。お願いしま

す。　　　　　　　　 　 寒川町小谷＊オンジｻﾝ

  「川崎市立日本民家園」がおススメです。200

年以上たつ東日本の代表的古民家など 25 軒を移

築して創建当時の姿に復元保存している野外博物

館です。民家園は生田緑地の中にあります。小田

急線向ヶ丘遊園駅下車徒歩 15 分・料金 500 円・

休み月曜 ( 祝日の場合は開園 )/ 祝日の翌日 

◎川崎市多摩区枡形 7-1-1 ◎ 044-922-2181　

　　　　　　　　　　　　 茅ヶ崎市堤＊牡丹ｻﾝ

   4 月から新しい生活が始まり、慣れない日々の

中、不安や迷いや落ち込む事もありますが、ベル

マーレの選手達から勇気をもらっています。試合

では皆が 1 つになり、同じ目標の為に走りつづけ

る姿。試合外での明るく笑顔が絶えない空気が大

好きです。このベルマーレがある限り、私はどん

な事でも頑張っていけると思います。いつも勇気

をくれて有り難う。  平塚市横内＊ぼんちゃんｻﾝ

………ガンバレ !ベルマーレ………

………あの方へ伝言板………

    小学生の男の子でも楽しめる工場見学は…?
　　　の茅ヶ崎市今宿＊トミさんへ

皆さんの得意な魚料理や美味しい魚料理の
                    お店を紹介して下さい。

神奈川県立　
花と緑のふれあいセンター

花を観賞するだけでなく、

園芸や農業を楽しみながら学べる

「花菜ガーデン」。

季節ごとにさまざまな体験プログ

ラムやイベントを開催しています。

ゴールデンウィークは、

おとなから子どもまで楽しめる

イベントがいっぱい。

自然や植物との出会いを楽しんで

みませんか。

◆ 4 月 28 日 ( 日 )、29 日（祝・月）
･･･ この 2 日間は入園料が 100 円割引！ 
※年間パスポートは除く
☆きらめきモール体験教室・作品販売
☆平塚市緑化まつり・花菜ガーデン春イベ
ント同時開催

◆ 5 月 18 日（土）～ 6月 30 日（日）　
関東有数の品種数、約 1,100 品種・1,600
株のバラが見ごろを迎えます。特に野
生種から最新の品種まで分類ごとに植
栽展示している「薔薇の轍（わだち）」
では、品種改良の流れに沿って植えて
あるので、バラの歴史をたどりながら
観賞することができます。
◇ 5 月 18 日（土）～ 5 月 23 日（木）　おいしい・こだわりマーケット　
無料エリアにこだわりをもった飲食や物販のお店が並びます。
◇ 5 月 24 日（金）～ 6 月 3 日（月）　ローズマーケット　バラ苗の販売を行います
◇ 5 月 18 日（土）～ 6 月 16 日（日）　バラ園ガイドツアー ( 無料 )

神奈川県立花と緑のふれあいセンター花菜ガーデン　〒 259-1215　神奈川県平塚市寺田縄 496-1
お問合せ　TEL 0463-73-6170

◆入園料金　　大人（20 歳～ 64 歳）　500 円 / 中人（学生・高校生・20 歳未満）300 円 / 小人（小学生・中学生）
200 円 / シニア（65 歳以上）300 円 / 幼児（未就学児）無料 / 年間パスポート 2,000 円
駐車料金・普通車　500 円 / 回
◆開園時間　　3 ～ 10 月 9:00 ～ 17:00/11 月 ~2 月 9:00 ～ 16:00

花菜ガーデンのシンボルローズ「花菜ローズ」。
薔薇の轍内に展示しています

◆ 5 月 5日 ( 祝・日 )、6日 ( 振・月 )
☆花菜ガーデン田植え体験
今年は、どこよりも早くゴールデンウィークに田植えを実施し
ます。田んぼの生き物を観察したり、お米ができるまでを学び
ながら親子やお友達・親しい仲間で、1 年に 1 回の体験にぜひ
ご参加ください。
昨秋に収穫されたお米が少しお土産につきます。（参加費：500 円）
※事前申し込みが必要、定員になり次第、締め切ります。
詳細は、ホームページ参照またはお電話でお問合せください。

◆ 5 月 5日（祝・日）～ 11日（土）
小・中学生の方は児童福祉週間のこの 2 日間、入園料無料
◆ 5 月 5日（祝・日）・6日（振・月）・11日（土）・12日（日）
園内のお花を摘み、その花でブーケを作ります。（参加費：300 円 )
◆ 4 月 27 日（土）～ 5月 12 日（日）
花菜ガーデン クイズラリー ( 無料 )　園内に設置された問題を解いて、花菜ガーデン
を巡ります。また、来園されたお子様には風船をプレゼントします。

花菜ガーデン春イベント

ローズフェスティバル
～春～ 2013

花菜ガーデン花菜ガーデン

◇この 2 日間に限り、緑化まつりの会場「平
塚市総合公園」と「花菜ガーデン」を結ぶ
無料シャトルバスが運行。２つの会場をめ
ぐるとプレゼントがもらえるスタンプラ
リーも実施！
両会場を訪れて「緑」を満喫しましょう！
◇花壇にお花を植えよう！
エントランスにある花壇に参加者を募って
お花を植えます。（無料）
記念品がもらえます。
◇収穫体験の実施



　  

日本語教諭として中華人民共和国広東省広州市に赴任してい
る元旭小学校長､ 八坂眞司さんからの手紙です。

　３月中旬は 28 度まで気温が上がっていましたが、下
旬から梅雨のような天気がもう２週間以上続いていま
す。気温は日中でも 20 度くらいと肌寒く、衣装ケース
にしまった冬用の衣料を取り出しています。
　私は今学期、２年生の「口語日本語」を教えています。
その教科書の著作者は中国人だけで、日本人は監修者に
も入っていません。その為か違和感のある文によく出会
います。

　郵便局で書留をだす（部分）
陳さん：書留にしてください。いくらですか。
局員　：600 円になります。あそこの切手売り場の窓口   
　      　　に行って切手を買ってきてください。

　文法的にはなんでもない会話文のようですが、わざわ
ざ切手売り場の窓口に行って切手を買わなければならな
い郵便局を、私は経験したことがありません。「この文
は嘘ですよ。郵便受付の窓口に並び、それから切手を買
うために並び、そしてまた書留を出すために並ぶなんて、

お客は怒りますよ。そんな郵便局は日本にはないですね。
非能率的です。」という話を実演してみせると、学生た
ちは「なるほど」という顔つきで納得します。切手売り
場窓口の挿し絵も、局員とお客とが密閉されたガラス窓
で分離され、小さな隙間からお金を差し入れ、切手を受
け取る様子なのです。これは中国の銀行やバスのチケッ
ト売り場などお金を扱う所の一般的なシステムなんで
す。教科書を書いた人は、日本語をしっかり勉強した人
ではあるのでしょうが、きっと、日本での生活経験のな
い人なのでしょうね。何でもないことのようですが、実
際の体験や人々との交流の大切さを感じます。
さて、日本でも報道されていると思いますが、こちらの
報道でも連日国内の環境汚染や食品汚染について取り上
げています。粉ミルクにメラミンが添加されていたり、
鶏肉加工場にむしった羽根が山積みになり悪臭を放って
いたり、レストランの下水路の排水から食用油を抽出し
たり、何らかの排水で川や畑が青や赤に染まったり、病
死した家畜の肉が店頭に並んだり、生産月日を偽装した
鶏卵やヨーグルト、数え上げれば切りがないくらい報道
されています。日本でも産地偽装やお客の食べ残しを再
度別のお客に運んだり、賞味期限が切れ店頭から回収
した牛乳を再度詰め直して出荷したりといろんなことが
ありましたが、中国の悪徳業者の環境や食品衛生を無視
した悪巧みは私の想像の域を超えます。学生とこの話を
すると、「先生、私たちは大丈夫です。小さい時からそ

んな食品に鍛えられていますから。それより先生みたい
な日本人は危険です。」と自嘲気味に話します。私も学
生を元気づけようと「日本でも私が若い頃には同じよう
なことがあったんですよ。中国もあと 30 年もすれば今
の日本と同じくらい清潔で安心できる食品が出回ります
よ。」と話しても、「いや、中国では 100 年経ってもそう
はなりませんよ。今の中国人はお金持ちになることが第
１目標で、他の人がどうなろうと構わないんです。それ
に悪徳業者と繋がった政治家や公務員がたくさんいるん
です。もうどうにもならないですよ。」とさらに落ち込
んでしまいます。私の周りには立派な中国人がいる一方、
人口の多い分あくどい中国人も多いのでしょう。自分の
国に対する失望を口にする学生に心が痛むこの頃です。

5700 人　空中散歩を楽しむ
　4 月 13 日、県内を南北に縦断する自動車専用道路「さがみ縦貫
道路」（圏央道）の茅ヶ崎 JCT- 寒川北 IC で、ウォーキングイベン
トが実施され約 5700 人が参加しました。
　寒川北 IC- 寒川南 IC- 茅ヶ崎 JCT を行き来するコースは 3.8km か
ら最長 10.2km。翌 14 日には開通する道路を歩いて通れるのはこの

日限り。富士山や、丹沢・大山
の山並みを眺めながらゆっくり
歩いたり、記念写真を撮ったり
と春の一日を満喫しました。
　さがみ縦貫道路は 2014 年に
全線開通する予定で、東名高速
道路、中央道に繋がります。

さがみ縦貫道路 茅ヶ崎 JCT －寒川北 IC

　　　　　　　　　　開通記念イベント開催

　小谷に住む宮澤さん一家。「実家
が秋田なので、全線開通すれば車で
帰省するときに便利になります」。

　寒川に住むママ友グループ
３家族で参加。

「4 歳の子どもたちが歩ける
ところまで歩きます」。

Letter from 広州
～広州からの手紙～ vol.43

雨期に見られる花「蒲桃」（プータオ）。
夏には果実が熟し、生食やジャムなど食用になります。

SAMUKAWA 
寒川の情報を発信します

vol.143

お問合せ・掲載依頼は

0467-51-4106

●お問合せ / 湘南ベルマーレ TEL 0463-25-1211  
        公式サイト http://www.bellmare.co.jp

　ケガのためにほぼ１年をリハ
ビリに費やしたルーキーイヤー。
悔しさをバネに、今季ピッチに
懸ける思いは人一倍強い。
　持ち味であるスピードを生か
し、サイドを駆け上がって攻撃
をしかける。「試合に出させても
らって、手ごたえも感じている
し、課題もみつかった。試合に
出て、結果を出してこそプロ選
手」。水を得た魚のようにピッチ
を躍動する姿に期待は高まる。

●ホームゲーム試合日程　
　　　　※会場はすべて Shonan BMW スタジアム平塚
2013 Ｊリーグ ディビジョン１

2013 Ｊリーグ ヤマザキナビスコカップ
7　  5 月　22 日 ( 水 )　   19:00　      川崎フロンターレ

  節　　　開催日　　　　キックオフ　　　対戦相手　　

  9　   5 月 3 日 ( 金・祝 )　    16:00　　  セレッソ大阪　

11　  5 月   11 日 ( 土 )　    17:00 　　　ＦＣ東京　　

13　  5 月   25 日 ( 土 )　    14:00　    サンフレッチェ広島

亀川 諒史

Masashi
KAMEKAWA

蹴躍する魂
DF/No.26

活動場所     一之宮小学校、南小学校、青少年広場
活動日時     土曜、日曜、祝日 / 午前９時～午後５時
会費など     ￥１, ５００/ 月※別途、行事ごとに実費相当の参加費
募集対象     小学生　男・女  　問い合わせ　７５- ８９５７( 田島 )

寒川フレッシュスターズ 検索ホームページ

野球を楽しみ、野球を通して一人ひとりが成長することを目
標にがんばっている少年野球チームです。春のバーベキュー
や夏のキャンプ、Xmas 会などみんなで楽しめるイベントも
あります。これから野球をはじめたい君、大歓迎です !!

寒川フレッシュスターズ

選手大募集 !年長から体験選手大募集 !年長から体験OKOK☆☆

　お料理が得意なおじさんは、疲れていたので晩ご飯
の洗い物をしないで寝てしまいました。その次の日
も、そのまた次の日も…家中が汚れたお皿でいっぱい
になってしまいます。おじさんもみじめな気持ちです。
でも、そこで良い考えがひらめきました！―― 子ども
はもちろん、主婦（夫）が読んでおもしろい絵本です。
　総合図書館では、名作絵本シリーズ「岩波の子ども
の本」を約 60 冊所蔵しています。４月 23 日から５月
12 日は「こどもの読書週間」。お子さんと一緒にぜひ
読んでみてください。

おさらをあらわなかったおじさん
文：フィリス・クラジラフスキー
絵：バーバラ・クーニー
岩波書店　1978 年
岩波の子どもの本

　「なにを読もうかな」と
迷ったときはぜひ図書館へ
お越しください！
　図書館ではテーマごとに
本を紹介する展示を常時開
催して “ 本との出会い ” を
提供しています。

vol.1
～ハッピー  ライブラリー～

「おさらをあらわなかったおじさん」

◆寒川総合図書館 司書の竹内 藍 ( たけうち あい ) さんが、毎月１冊 本を紹介します

HAPPY  LIBRARY


