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　市では、子どもたちが将来に向かい希望
をもって学んでいくことができるよう、返
済の必要がない給付型の奨学金制度をス
タートします。
　問い合わせ
　教育総務課☎内線5112、薨（50）8424子どもたちが夢をもって学べる藤沢に

新しく給付型奨学金制度が始まります

子どもたちが夢をもって学べる藤沢に
特集

　大学などへ進学するためには所得に関わらず相当の費用が必要であり、特に低所得世帯ほど経済
的負担が重くなる現状があります。
　藤沢の子どもたちが、生まれ育った環境に左右されることなく希望をもって学べるよう、市独自
の給付型奨学金制度を創設します。

給付型奨学金制度　奨学生を募集します

藤沢市奨学金給付審査委員会委員を募集します

　対象となる進学先
　学校教育法に規定する大学、短期大学、高等専門学校の4年生、
　専修学校の専門課程（専門学校）
　対象
　次の全てに該当する方
　☆1998年4月2日～2000年4月1日に生まれた方
　☆2018年4月に対象となる学校に進学予定であること
　☆高等学校などの前年度（既卒者は最終学年）学年末の評定平均
　　値が3.1以上であること、または高等学校卒業程度認定試験の
　　合格者は各教科の成績の過半数がAであること
　☆2017年4月1日時点で次のいずれかに該当していること
　　◎本市に1年以上住民登録がある住民税非課税世帯の子ども
　　◎本市で生活保護を1年以上受給している生活保護受給世帯の子ども
　　◎本市の児童養護施設に1年以上入所している（退所している方は退所から2年以内）
　募集人数　3人程度
　給付中の面談
　大学などに在学中は、3カ月に1回程度、市職員と面談することが条件になります
　給付額の上限
　☆入学準備奨学資金…1回30万円以内
　☆学費奨学資金…月額6万円以内
　※他の給付型奨学金との併給不可。給付期間は大学などの正規の修業年限
　選考
　1次選考（7月）…書類選考、2次選考（8月）…小論文・面接
　申し込み
　6月1日㈭～30日㈮に教育総務課にある募集要項をご覧の上、申請書を書き、必要書類を添えて、
同課へ郵送または持参で
　※申請書は市のホームページの同課のページからダウンロードもできます

　年2～3回の会議に出席し、奨学金の給付候補者の選考などに係る審査を行う委員を募集します。
　任期　7月～2019年6月30日
　対象・人員　�市内在住・在勤・在学の20歳以上の給付型奨学金について関心のある方で、本市の

他の審議会などの委員、常勤の特別職・職員・議員でない方2人（選考）　※報酬あり
　申し込み
　6月9日㈮〈必着〉までに任意の用紙に「藤沢市奨学金給付審査委員会申込」、住所・氏名・生年月
日（年齢）・性別・職業・電話番号、他の審議会などの委員に応募している場合は審議会の名称、
応募動機や抱負などを800字以内で書いて、教育総務課〈〒251-8601朝日町1-1〉へ郵送または持参で

　市では、4月1日から教育応援基金を創設しました。
　この基金は給付型奨学金事業をはじめ、子どもたちの教育環境の整備の
ために活用します。趣旨をご理解の上、ご協力をお願いします。
　※詳細は市のホームページの教育総務課のページをご覧ください
　申し込み　教育総務課へ

　（一社）OZAWA いつもありがとう協会では、母子家
庭を対象に中学入学祝金給付の募集をしています。
　対象・定員　�2017年4月に中学校に入学した母子家

庭の子20人（選考）
　　　　　　　※所得制限あり
　給付額　5万円
　申し込み　�5月15日㈪～6月14日㈬に申請書を書いて、（一社）OZAWAい

つもありがとう協会へ郵送で
　※申請書は同協会のホームページからダウンロードするか、お問い合わ
　　せください
　問い合わせ
　同協会☎（34）8822、薨（35）8610〈火・水曜日を除く午前10時～午後5時〉
または子育て給付課☎内線3835、薨（50）8416

寄付金第1号　贈呈式が行われました

〈（一財）アズビル山武財団　小野木聖二理事長のお話〉

　4月11日、（一財）アズビル山武財
団より将来を担う若者を支援するこ
とを目的とした寄付の申し入れがあ
り、寄付金の贈呈式を行いました。
　いただいた寄付金は、藤沢市教育
応援基金に積み立てし、給付型奨学
金制度の原資として活用します。

　藤沢市教育応援基金は、当財団の支援プログラムである「あすな
ろフレンドシップ」で実現したいことの一つです。藤沢市教育応援
基金によって、藤沢市の意欲ある青少年が明るく健全な学生生活を
送ることができるようになることを願っています。そしてこの基金
の設立に当財団が第1号として関われましたことを大変光栄に思い
ますとともに、このような機会を頂戴いたしましたことに感謝申し
上げます。

※いずれも費用は無料

地域生活支援窓口
「バックアップふじさわ」

経済的に生活が
苦しくなってしまったとき

　相談支援員が課題の解決に向け
て一緒に考えます。
　と　き　平日午前8時30分～
　　　　　午後5時
　ところ　バックアップふじさわ���
　　　　　（市役所新館4階）
　問い合わせ
　☎（50）3533、薨（50）8412

母子・父子家庭への
支援について知りたいとき

ひとり親家庭相談

　母子・父子自立支援員が、各家
庭にあった支援サービスをご案内
します。
　と　き　平日午前8時30分～
　　　　　午後5時
　ところ　子育て給付課
　問い合わせ
　☎内線3835、薨（50）8416

不登校や学校生活のことで
相談したいとき

学校教育相談センター

　児童・生徒がスムーズに学校生
活を送るために、さまざまな不安
や悩みの相談に応じます。
　と　き　月～金曜日午前9時～
　　　　　午後5時、土曜日　　
　　　　　午前9時～正午
　ところ　学校教育相談センター
　問い合わせ
　☎（90）0660、薨（90）0668

いじめ問題で悩んだとき

いじめ相談ホットライン

　専門の相談員が、いじめに関す
る相談を24時間365日体制で受け
付けています。
　※匿名可。秘密厳守

　と　き　年中無休
　電話番号　☎（25）2500

地域の皆さんに支えられています

教育応援基金にご協力をお願いします

中学入学祝金給付事業のご案内

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

湘南台文化センタ−
休館日＝月曜日、祝日の翌日

☎（45）1500
薨（45）1503こ ど も 館

■宇宙劇場
◎宇宙劇場は機械保守点検のため、5
月16日㈫は臨時休演します。展示ホー
ルは通常通り開館します。
◆キッズプラネタリウム　◎｢たいよ
うとブカブカ｣(有料)…5月28日㈰まで。
◎｢たなばたものがたり｣(有料)…6月3
日㈯～7月30日㈰。
◆全天周映画番組｢感動体感！これが
宇宙ロケットの打ち上げだ！｣(有料)　
投影中。
◆湘南ビタミンプロジェクト応援〜星
空のコンサート　6月24日㈯午後6時30
分～7時30分。出演＝松井貴志。160人。
費500円。申 5月20日㈯からこども館1
階受付で販売開始〈6月14日㈬から電
話予約可〉。
■ワークショップ
◆㋐親子で陶芸を楽しもう　6月4日
㈰、18日㈰午前9時30分～正午、全2回。
5歳以上の未就学児と保護者10組(抽
選)。費1組1000円。

◆㋑父の日プレゼント作り〜コース
ター&マグカップ　6月18日㈰午前10
時～午後3時。小・中学生20人(抽選)。
費1000円。

申㋐は5月21日㈰、㋑は6月4日㈰〈と
もに必着〉までに来館するか、はがき
に講座名・講座開催日・参加希望者全
員の住所・氏名・学年(年齢)・電話番
号を書いて、湘南台文化センターこど
も館〈〒252-0804湘南台1-8〉へ。※同
館のホームページからも申し込みでき
ます(締め切り日の午後5時まで)。
◆プロペラとモーターで走るクルマを
作ろう　5月27日㈯、28日㈰◎午前10
時◎午後1時30分。小・中学生と保護
者同伴の幼児各回50人。費1人400円。
市 民 ギ ャ ラ リ ー
☎（26）5133
薨（26）5144 休館日＝月曜日

5月16日㈫〜21日㈰の展示
　☆第6回KOTORI展(水彩・油彩ほか)
　�☆第13回柳彩会絵画展(日本画・水
彩ほか)

　☆10周年記念デジタルフォト長後
5月23日㈫〜28日㈰の展示
　☆第67回藤沢市展(写真・華道)

藤沢駅北口地下道展示場
◆看護の日　5月11日㈭～23日㈫。

市 民 会 館
問（公財）藤沢市みらい創造財団
芸術文化事業課☎（28）1135、薨（25）1525
休館日＝月曜日、祝日の翌日

◆園田隆一郎の｢オペラを100倍楽しむ
方法｣Vol.5　9月24日㈰午後3時。小ホー
ル。出演＝佐藤康子(ソプラノ)ほか。
費3000円(全席指定)。申 5月20日㈯午
前9時〈電話は午前11時〉から市民会
館☎（23）2415で販売開始〈市民シア
ター☎（45）1550でも販売〉。※未就学
児はご遠慮ください。
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、薨（36）6700

【緑化講習会】
◆㋐初夏の草木染め教室〜ヤマモモで
シルクストールを染めよう！　5月26
日㈮午後1時30分～3時30分。講師＝染
色デザイナー山田美智子氏。市内在住
の方24人。費2500円。
◆㋑マツの手入れ〜みどり摘みについ
て　5月27日㈯午前10時～正午。講師
＝鴨下文秀氏。市内在住の方32人。費
100円。
◆㋒バラの開花中の手入れ　5月28日
㈰午前10時～正午。講師＝樹木医川島
一平氏。市内在住の方32人。費100円。

申㋐は5月17日㈬、㋑は18日㈭、㋒は
19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。
◆一眼デジタルカメラで花の写真を
撮ってみよう！　5月31日、6月7日、
21日毎回水曜日午後1時30分～3時30分、
全3回。※写真展への出展あり。講師
＝小島潤一氏。市内在住で一眼デジタ
ルカメラをお持ちの方20人。費300円
(別途実費あり)。申 5月23日㈫から電話
または来園で。
◆さつき盆栽講習会〜開花準備と花後
の整枝・剪

せん

定および植え替え　5月21
日㈰午前10時～正午。講師＝神奈川県
さつき会会員。
【サークル会員募集】
◆初心者ハーブサークル　6月8日～
2018年3月原則月1回木曜日午後1時30
分～3時30分(6月8日は午後1時～4時)、
全10回。ハーブの育て方、増やし方。
講師＝熊谷博氏。市内在住の方32人(抽
選)。費実費。申 5月26日㈮〈必着〉まで
に往復はがきに住所・氏名・電話番号
を書いて、長久保公園都市緑化植物園
〈〒251-0044辻堂太平台2-13-35〉へ。
【みどりの展示会】
◆ハーブ&香り展　5月19日㈮～21日㈰。
◆さつき花季展　◎5月23日㈫～25日
㈭…神奈川県さつき会◎5月26日㈮～
28日㈰…湘南遊行さつき会。ともに午
前10時～午後4時。
少 年 の 森
☎（48）7234
薨（48）7249 休所日＝月曜日

◆お米のできるまでを体験しよう　6
月3日～11月25日原則毎回土曜日午前9
時30分(6月3日は午前9時)～11時30分、
全6回。小学3年生以上
の方と保護者30組。費
1人1250円。申 5月13日
㈯午前9時から電話ま
たは来所で。

辻 堂 青 少 年 会 館
☎（36）3002
薨（36）3988 休館日＝第3月曜日

◆㋐子育てひろば　6月1日㈭午前10時
～正午。ミニ講座ほか。3～5歳の未就
園児と保護者8組。
◆㋑リトミックで遊ぼう〜キディルー
ム　6月8日㈭午前10時30分～11時30分。
リトミック、紙芝居ほか。3歳までの
子と保護者10組。
◆㋒子育てママのパソコン講座　◎6
月7日㈬…Excelの計算とグラフ◎14
日㈬…Excelの易しい関数◎21日㈬…
Excelの写真入りカレンダー作成◎28
日㈬…PowerPointの背景音とアニ
メーション作成。いずれも午前9時30
分～正午。講師＝IT講師懇談会会員。
各日成人8人。費300円。
◆㋓父の日のプレゼント〜ヤングスク
エア　6月17日㈯午前9時30分～正午。
お父さんの似顔絵パン作り。小・中学
生20人。費500円。

申㋐㋑は5月16日㈫、㋒は17日㈬、㋓
は18日㈭いずれも午前9時から電話ま
たは来館で。
こ ぶ し 荘
☎（45）3121
薨（45）3126 休館日＝月曜日

◆㋐サークル共催事業｢たのしいフラ
メンコ講座｣　6月1日㈭、15日㈭午前9
時20分～11時20分、全2回。講師＝須田
玲子氏。市内在住の60歳以上の方15人。
◆㋑サークル共催事業｢ステンドグラス
体験講座〜窓飾りを作って仲間になろ
う｣　6月13日㈫、27日㈫午後1時40分～
3時40分、全2回。講師＝戸田智昭氏。
市内在住の60歳以上の方10人。費2000
円。

申㋐は5月17日㈬、㋑は19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)。
◆第18回こぶし祭　5月27日㈯、28日㈰
午前9時～午後4時(28日は午後3時ま
で)。サークル作品展示・発表、真琴
歌謡ショー、ダンスパーティー、模擬
店ほか。【フリースイミング】28日◎
午前10時30分～正午◎午後1時～2時30
分。市内在住の方各回20人。※身長
130cm以下の方は保護者同伴。
湘 南 な ぎ さ 荘
☎（36）2315
薨（36）1171 休館日＝月曜日

◆㋐大人の食育｢乳酸菌とヨーグルト
について｣　6月13日㈫午前10時15分～
11時30分。講師＝雪印メグミルク(株)
食育・普及担当者。市内在住の60歳以
上の方30人。
◆㋑健康運動講座｢ストレッチ&みんな
の体操」　6月14日㈬午前10時15分～午
後0時15分。市内在住の60歳以上の方
30人。

申㋐は5月17日㈬、㋑は24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)。


