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明記のないものは…
●先着順●当日会場へ●午前8時
30分から受け付け●費用は無料
●持ち物はお問い合わせください
※電話番号などは間違いのない
ようおかけください

長久保公園都市緑化植物園
◎管理事務所休所日＝月曜日、祝日の翌日
☎（34）8422、 （36）6700

【緑化講習会】
◆㋐洋蘭を育ててみよう！〜春から夏
の管理方法　5月17日、8月2日、11月1日、
2018年2月7日毎回水曜日午前10時〜正
午、全4回。講師＝広田哲也氏。市内
在住の方15人。費4000円。
◆㋑草花の繁殖に挑戦！　5月12日㈮
午後1時30分〜3時30分。市内在住の方
24人。費200円。
◆㋒初心者のためのアロマセラピー入
門講座〜保冷剤を使って芳香剤を作ろ
う！　5月19日㈮午後0時30分〜2時。講
師＝山本真紀子氏。市内在住の方24人。
費700円。

申㋐は5月2日㈫、㋑は9日㈫、㋒は10
日㈬から電話または来園するか、ファ
クスに住所・氏名・電話番号を書いて、
長久保公園都市緑化植物園へ。
◆菊の講習会〜苗の鉢上げ、福助・だ
るまづくり　5月14日㈰午後1時〜3時。
講師＝藤沢菊花会会員。※菊苗の即売
あり。
【みどりの展示会】
◆春の山野草と水石展　5月4日㈷〜7
日㈰午前10時〜午後4時（7日は午後3時
30分まで）。
◆春のみどりと花のまつり　5月4日㈷、
5日㈷午前10時〜午後3時。ポニーとお
散歩、野菜の即売、野点ほか。※臨時
駐車場はありません。
◆お分けします生垣用苗木　市内在住
の方へ無償で配布しています。※配布
条件など詳細は長久保公園都市緑化植
物園のホームページをご覧になるか、
お問い合わせください。配布時期＝6
月下旬（予定）。申 5月6日㈯〜14日㈰〈8
日㈪を除く〉に印鑑を持って、来園で。
や す ら ぎ 荘
☎（81）6068
（83）4624 休館日＝月曜日

◆㋐旅行講座｢平家落人の隠れ里の旅｣　
5月16日、6月20日、7月18日毎回火曜日
午前10時〜正午、全3回。講師＝大西順
三氏。市内在住の60歳以上の方60人。
費100円。
◆㋑歴史講座｢井伊直虎とは何者か〜
井伊家と今川家｣　5月18日〜6月8日毎
週木曜日午前10時〜正午、全4回。講
師＝伊藤一美氏。市内在住の60歳以上
の方60人。費100円。
◆㋒活きいきメイク講習会〜より若々
しく美しく　5月30日㈫午前10時〜正
午。講師＝（株）ファンケル職員。市内
在住の60歳以上の方20人。

申㋐は5月2日㈫、㋑は4日㈷、㋒は9日
㈫から電話または来館するか、ファク
スに講座名・氏名・年齢・性別・電話
番号またはファクス番号、利用者カー
ドの有無を書いて、やすらぎ荘へ（午
前9時〜午後4時）。

市 民 ギ ャ ラ リ ー
☎（26）5133
（26）5144 休館日＝月曜日

4月25日㈫〜30日㈰の展示
　☆第27回湘游書人展（書）
　☆第10回アートグループK展（洋画）
　☆花曜会油絵展（油彩・アクリル画）
5月2日㈫〜7日㈰の展示
　☆�第17回藤沢稲門会美術展（絵画・

陶芸・写真・工芸・書道）
　☆�第2回フォトクラブ風写真展
5月9日㈫〜14日㈰の展示　
　☆�第21回湘南デッサン会展（デッサ

ン・水彩・ステンドグラス・彫刻）
　☆�第7回辻堂デジタルフォトクラブ
写真展

　☆きつつき会木版画展　

藤沢駅北口地下道展示場
◆セーリング写真展〜リオから江の島
へ＆パラリンピック写真展〜アスリー
トたちの圧倒的な輝き！　4月27日㈭
〜5月8日㈪。
こ ぶ し 荘
☎（45）3121
（45）3126 休館日＝月曜日

◆第2期アクアビクス（水中運動）講座　
6月6日〜7月11日毎週火曜日午後0時45
分〜2時、全6回。講師＝日本健康運動
指導士会講師。市内在住の60歳以上の
方で、初めて受講する健康な方15人。
申 5月9日㈫から電話または来館する
か、ファクスに講座名・氏名・年齢・性
別・電話番号またはファクス番号、利
用者カードの有無を書いて、こぶし荘
へ（午前9時〜午後4時）。
藤 沢 青 少 年 会 館
☎（25）5215
（28）9567 休館日＝第3月曜日

◆ママトークサロン★みんなで楽しく
子育て　5月9日㈫午前10時30分〜正午。
市内在住の乳幼児と保護者6組。申 4月
28日㈮午前9時から電話で。
湘南台文化センタ−
休館日＝月曜日、祝日の翌日

☎（45）1500
（45）1503こ ど も 館

◆こども館あそびランド　☆4月29日
㈷…人形劇を楽しもう！☆30日㈰…歌
とピアノのミニコンサート☆5月3日
㈷、4日㈷…こども館あそびテントほ
か☆5日㈷…全館無料開放☆6日㈯、7
日㈰…パラシュートを作って飛ばそ
う！ほか。※展示ホール・宇宙劇場で
もイベントを開催。詳細はこども館の
ホームページをご覧ください。
■宇宙劇場
◆全天周映画番組｢感動体験！これが
宇宙ロケットの打ち上げだ！ ｣　5月13
日㈯〜7月17日㈷。
◆のんびりアロマプラネタリウム　5
月27日㈯午後6時30分〜7時20分。中学
生以上の方130人。費500円（中学生200
円）。申 5月17日㈬午前9時から電話ま
たは来館で。
◆爆笑！星のお兄さんプラネタリウム
ショー　6月11日㈰午後7時〜8時。160人。
費500円。申 5月10日㈬からこども館1
階受付で販売開始〈6月1日㈭から電話
予約可〉。※小学生以下は保護者同伴。

☎（45）1550
（45）1551市民シアター

◆公園の音楽会　5月5日㈷午前11時。
※雨天中止。せせらぎ広場で金管楽器
の生演奏。出演＝Smoked Brass Qui
ntet。
◆湘南ブラスオーケストラ　第13回定
期演奏会　5月28日㈰午後3時。問小玉
☎090（8580）1166または文化芸術課☎

（23）2415、薨（25）1525。
辻 堂 青 少 年 会 館
☎（36）3002
（36）3988 休館日＝第3月曜日

◆㋐春から始めよう！サークル共催事
業　◎親子3B体操…5月24日㈬、6月7
日㈬午前9時30分〜10時30分、全2回。
1歳6カ月以上の未就学児と保護者10
組。◎3B体操…5月25日㈭午前9時30
分〜11時。成人女性10人。◎パドマヨー
ガ…5月26日㈮午前10時〜11時20分。
ママと子どものヨガレッスン。1〜3歳
児と保護者15組。◎レディーススーリ
ア…5月30日㈫午前10時〜11時30分。
ヨガ。成人10人。
◆㋑音楽と絵本の世界〜リトルバンビ　
5月27日㈯午前11時〜11時45分。ピア
ノや歌を交えた絵本の読み聞かせほ
か。6歳までの子と保護者10組。
◆㋒トム･ソーヤになっちゃおう！　6月
3日㈯〜4日㈰〈1泊2日〉。三浦ふれあい
の村。参加者顔合わせ会〈5月27日㈯午
前9時30分〜10時30分〉に出席できる小
学3〜6年生30人。費3500円。

申㋐は5月2日㈫、㋑㋒は3日㈷いずれ
も午前9時から電話または来館で。
湘 南 な ぎ さ 荘
☎（36）2315
（36）1171 休館日＝月曜日

◆㋐サークル共催事業｢読んで楽しむ
源氏物語｣　5月21日㈰、6月18日㈰午
前10時〜正午、全2回。講師＝増渕勝一
氏。市内在住の60歳以上の方20人。費

700円。
◆㋑表現体操｢童謡などの音楽にあわ
せて行う体操｣　5月21日㈰◎午前10時
10分〜11時40分◎午 後1時10分〜2時40
分。 市内在住の60歳以上の方25人。

申㋐は5月3日㈷、㋑は7日㈰から電話
または来館するか、ファクスに講座名・
氏名・年齢・性別・電話番号またはファ
クス番号、利用者カードの有無を書いて、
湘南なぎさ荘へ（午前9時〜午後4時）。
少 年 の 森
☎（48）7234
（48）7249 休所日＝月曜日

◆森のようちえん「初夏の自然をたの
しもう｣　5月25日㈭午前10時30分〜正
午。市内在住・在勤の2歳以上の幼児
と保護者20組。費1人200円。申 4月27
日㈭午前9時から電話または来所で。
◆親子キャンプ塾　5月21日㈰午前10
時〜午後3時30分。キャンプの基礎、野
外炊事ほか。市内在住・在勤・在学の
家族15組。費1人500円。申 5月6日㈯午
前9時から電話または来所で。
◆森っ子！あつまれ〜木のキーホル
ダー作り　5月3日㈷、4日㈷午後1時30
分〜3時。費1個100円。
◆プレーパーク　5月28日㈰午後1時30
分〜3時30分。廃材やロープを使った
遊びほか。子と保護者。

策定しました
●市政運営の総合指針2020

　本市には、自然、歴史、産業、市民文化などの強みがあり、自分の個性に合ったライ
フスタイルや都市の魅力を見つけられる良さがあります。こうした特長を生かしながら
将来に向けて描く都市の姿を｢めざす都市像｣として位置付けています。

　基本方針の長期的な視点を踏まえ、重点的に取り組む課題への対応として、まちづく
りテーマを定め、重点施策を位置付けました。

　地震、津波、風水害、都市災害をはじめ、交通事故や犯罪、テロなどへの対策を強化
し、防災や減災にも対応するまちづくりを推進します。

　東京2020オリンピック・パラリンピックに多くの市民が関わり、希望や元気を得て、
都市の持続的な活力となるよう、スポーツ、ボランティア、観光関連産業の振興、都市
の魅力づくり、国際交流と多文化共生などの取り組みを推進します。

　子どもたちの心身の健康と｢生きる力｣を育むため、妊娠期からの各段階に応じた子育
て支援や教育環境の整備を推進します。子どもの貧困対策や、ニート・ひきこもりなど
の困難を有する若者の自立を支援する取り組みも進めます。

　住み慣れた地域でいつまでも元気に安心して暮らせるよう、在宅医療・在宅介護、相
談・支援などの充実を図り、支え合う地域を築くとともに、健康増進の取り組みを促進
することで、健康で豊かな長寿社会を実現します。

　暮らしやすい藤沢と魅力ある地域を創造するため、ハード、ソフト両面からの社会基
盤の整備を進め、都市としての持続性と活力を高める取り組みを推進します。特に都市
基盤の長寿命化や更新など、老朽化に対応する取り組みを進めます。　全ての家庭が安心して子育てができる環境や子どもたちが｢生きる力｣を備える環境を

整備し、地域全体で子どもたちを見守り、支え合う社会を構築することで、子どもたち
の健やかな成長を実感できる都市を目指します。

　住み慣れた地域で、生涯を通じて健康で安心して暮らし続けられるよう、きめ細かな
保健、医療、福祉、介護を提供し、健康を増進することで、健やかで安心な暮らしが実
感できる都市を目指します。

　湘南海岸や北部の豊かな自然環境、恵まれた交通基盤などの資源を生かし、商業、工業、
農水産業、観光などの産業が一体となって地域経済を循環させることで、市民が活力と
魅力を実感できる都市を目指します。

　長寿命化を含めた都市基盤施設の再整備を進めるとともに、将来にわたって都市の活
力を維持するための新たな基盤整備と土地利用を促進することで、都市としての優位性
を高め、便利で快適な生活を実感できる都市を目指します。

　市民の市政参画と市民自治を時代に即した形で発展させ、市民活動と地域づくりを充
実させることで、市民が中心となったまちづくりを実感できる都市を目指します。

　地震、津波、風水害対策などへの総合的な取り組みや消防・救急体制の充実、防犯活
動や交通安全運動などの推進により、市民の生命と財産を守り、安全で安心な暮らしを
実感できる都市を目指します。

　歴史的、文化的な資源、景観を保全・継承し、市民による文化芸術活動や生涯学習・
スポーツ活動などをさらに盛んにすることで、日頃から歴史や文化・スポーツに親しみ、
郷土への誇りや愛着を実感できる都市を目指します。

　環境に対する意識を高め、良好な自然環境や生活環境の保全・向上と、循環型社会形
成の推進やエネルギーの地産地消と効率的利用を進めることで、持続的で豊かな環境を
実感できる都市を目指します。

　2013 年度に策定した市政運営の総合指針2016を、これまでの取り組みや評価、意見などを踏ま
えて、今回、市政運営の総合指針2020として改定しました。
　基本方針として、おおむね20 年先の都市の姿を｢めざす都市像｣とし、その実現のために 8つの
基本目標を掲げています。また2017～ 20年度の重点的な取り組みとして、5つのまちづくりテー
マのもとに重点方針を位置付けています。

◆基本方針
【めざす都市像】

郷土愛あふれる藤沢　～松風に人の和うるわし　湘南の元気都市～

【基本目標】
〈安全な暮らしを守る〉

〈文化・スポーツを盛んにする〉

〈豊かな環境をつくる〉

〈子どもたちを守り育む〉

〈健康で安心な暮らしを支える〉

〈地域経済を循環させる〉

〈都市基盤を充実する〉

〈市民自治・地域づくりを進める〉

〈安全で安心な暮らしを築く〉

〈2020年に向けてまちの魅力を創出する〉

〈笑顔と元気あふれる子どもたちを育てる〉

〈健康で豊かな長寿社会をつくる〉

〈都市の機能と活力を高める〉

市政運営の総合指針2020を

第2次藤沢市公共施設再整備プラン

　市の施設の半数以上が築30年を超え、老朽化対策が必要となっています。しかし、
今後大幅な税収増が見込めない中、必要な経費の確保が難しくなっており、長期的
には人口減少が想定される中で、効率的で効果的な行政サービスを展開していくこ
とが求められています。
　こうした状況を踏まえ、｢藤沢市公共施設再整備基本方針｣を基に、2017～ 20年度
で実施する事業 ( 施設 ) などを示す｢第2 次藤沢市公共施設再整備プラン｣を策定しま
した。

　☆市庁舎等再整備☆辻堂市民センター再整備〈南消防署辻堂出張所（第10分団)〉な
ど☆善行市民センター再整備☆藤沢公民館・労働会館等再整備☆藤が岡二丁目地区
再整備 〈藤が岡保育園など〉☆北部環境事業所再整備☆鵠南小学校再整備 〈浜見保育
園、放課後児童クラブ複合化〉☆六会中学校屋内運動場再整備など計14事業

◆実施事業 (施設 )

　市では、この4年間に行う重点的な
取り組みをまとめた｢藤沢市市政運営
の総合指針2020｣と、公共施設の安全
性の確保や長寿命化などを視野に再整
備の施設などを示した｢第2次藤沢市公
共施設再整備プラン｣を策定しました。
　問い合わせ
　企画政策課☎内線2171、薨（50）8400

特 集

重点方針


