
ふじさわメールマガジン配信中！　mm@fuji-anshin.netに空メールを送信し、登録して受信したいメールマガジンを選択してください 検索藤沢市公式ホームページ●➡ 藤沢市役所の連絡先　☎0466（25）1111（代）、0466（25）1114（休日・夜間）、 0466（24）5928

7 6藤沢市役所の連絡先　☎0466（25）1111（代）、0466（25）1114（休日・夜間）、 0466（24）5928
2017年（平成29年）8月10日

藤沢市役所の連絡先　☎0466（25）1111（代）、0466（25）1114（休日・夜間）、 0466（24）5928
第1613号

スポーツ推進課 ☎（50）8243
薨（22）7116

◆夏休み体験(体操)教室〜器械運動　8
月26日㈯、27日㈰午後2時〜5時、全2回。
※1日のみの参加も可。本町小学校。
マットほか。市内在住･在学の小･中
学生30人程度。申 8月10日㈭からファ
クスまたはEメールに郵便番号･住所･
氏名･性別･学校名･学年･電話番号･
体操経験の有無を書いて、栗原☎･薨
0467(28)7700、 fujisawa-gym@
ab.cyberhome.ne.jpへ。問栗原また
はスポーツ推進課。
◆バウンドテニス教室　9月1日〜10月
20日毎週金曜日(9月15日を除く)午前9
時〜11時、全7回。秩父宮記念体育館。
市内在住の16歳以上の方20人。費1500
円。申 8月10日㈭から秩父宮記念体育
館へ来館で。問井田☎(87)0789または
スポーツ推進課。
◆スクエアダンス講習会　◎9月4日〜
10月23日毎週月曜日午後1時〜3時◎9
月6日〜10月25日毎週水曜日午後6時30
分〜9時。ともに全8回。村岡公民館ほ
か。カントリーミュージックに合わせ
て8人で踊る。各20人。申 8月10日㈭〜
25日㈮に電話で山崎☎(86)7256へ。問

山崎またはスポーツ推進課。
◆弓道入門・初級教室　◎入門教室…9
月4日〜10月23日(9月11日、18日、27日、
10月9日、18日を除く)毎週月･水曜日
◎初級教室…10月25日〜12月4日(11月
8日、13日を除く)毎週月･水曜日。とも
に午後1時〜3時、全10回。秩父宮記念
体育館。市内在住･在勤･在学の高校生
〜63歳の方各10人(抽選)。 費6000円。
申 8月28日㈪午後1時に秩父宮記念体育
館へ来館で。問杉☎･薨(43)6751または
スポーツ推進課。
◆藤沢市民ナイターテニス教室(硬式)　
9月15日〜11月10日毎週金曜日(11月3
日を除く)午後7時〜8時30分、全8回。
辻堂アップテニスクラブ。市内在住･
在勤の初･中級者各20人程度(抽選)。
費1万2000円。 申 8月28日 ㈪〈 必 着 〉
までに往復はがき(1人1通)に郵便番号
･住所･氏名･年齢･性別･電話番号、初･
中級の別、初めて受講する方は｢初受
講｣と書いて、市民テニス教室ナイター
辻堂係〈〒251-0032片瀬4-17-5フェニッ 
クススポーツ内〉へ。問フェニックス
スポーツ☎(27)5650〈火〜金曜日正午
〜午後5時〉またはスポーツ推進課。
◆ジュニア硬式テニス講習会　9月23
日㈷㋐午前10時〜11時30分㋑午後1時
〜2時30分。秩父宮記念体育館。市内
在住･在学の㋐は6歳〜小学2年生、㋑
は小学3〜6年生各30人(抽選)。 費500
円。 申 9月7日㈭〈必着〉までに往復は
がき（1人1通）に郵便番号･住所･氏名･
年齢･学校名･学年･電話番号･希望時間
を書いて、テニスの日「フェスタ」係
〈〒251−0032片瀬4−17−5フェニックス
スポーツ内〉へ。問フェニックススポー
ツ☎(27)5650〈火〜金曜日正午〜午後5
時〉またはスポーツ推進課。

秋葉台文化体育館 ☎（88）1111
薨（88）8687

◆お母さんのためのヨガ　9月8日〜12
月15日毎回金曜日午前11時10分〜午後
0時10分、全8回。子育て中の母親など
30人。※子ども同伴可。 費6400円。申

8月25日㈮午後1時30分から電話で。

◆小学生うんどう　9月14日〜12月21
日毎週木曜日(11月16日、23日を除く)
午後5時〜6時15分、全13回。秋葉台公
園プールほか。市内在住･在学の小学生
30人(抽選)。費1万400円。申 8月22日㈫
〜28日㈪に来館で。
◆年長うんどう　9月21日〜11月30日
毎週木曜日(11月16日、23日を除く)午
後3時30分〜4時30分、全9回。市内在
住･在 園 の2011年4月2日 〜12年4月1日
生まれの方20人(抽選)。費7200円。申

8月22日㈫〜28日㈪に来館で。
◆親子かけっこ　9月9日㈯午前9時〜
10時30分。市内在住･在学の小学1〜3
年生と保護者25
組。費1組900円。
申 8月26日 ㈯ 午
後1時30分から電
話で。

太陽の家体育館 ☎（33）1411
薨（34）4342

◆フロアバレーボールの集い　8月20
日㈰午前9時〜正午。障がいのある方と
関心のある方。
◆アーチェリーの集い　8月25日㈮午
後5時〜8時30分。障がいのある方と市
内在住･在勤･在学の経験者。
◆サウンドテーブルテニスの集い　8
月26日㈯午前9時〜正午。視覚障がい
のある方と関心のある方。
◆レクリエーションダンスの集い　8
月26日㈯午後1時30分〜3時30分。障が
いのある方と関心のある方。
◆ローリングバレーボールの集い　8
月27日㈰午前9時〜正午。障がいのあ
る方と関心のある方。
◆障がい者卓球の集い　8月27日㈰午
後1時〜4時30分。障がいのある方と関
心のある方。

鵠沼運動公園 ☎（36）1607
薨（36）1754

◆幼児たいそう(年中)　9月6日〜10月
11日毎週水曜日午後3時〜4時、全6回。
八部公園野球場。市内在住･在園の2012
年4月2日〜13年4月1日生まれの方20人
(抽選)。 費4800円。 申 8月16日㈬〜22
日㈫に来所で。
◆親子たいそう　9月6日〜10月11日毎
週水曜日午前9時45分〜10時45分、全6
回。八部公園野球場。市内在住の2013
年4月2日〜15年4月1日生まれの方と保
護者15組。費1組6000円。申 8月23日㈬
午前9時30分から電話または来所で。
◆リラックスヨガ　9月21日〜11月16
日毎週木曜日(10月26日を除く)午後1
時10分〜2時10分、全8回。八部公園プー
ル2階ロビー。18歳以上の方20人。 費

7200円。 申 8月31日㈭午前9時30分から
電話または来所で。

秩父宮記念体育館 ☎（22）5335
薨（28）5749

◆小学生スポーツクライミング体験　
8月26日㈯午前10時〜正午。小学生。
費100円。
◆トップ選手に教わろう！バスケット
ボールクリニック　8月29日㈫午前10
時〜午後1時。市内在住の小学6年生20
人。講師＝湘南サンズメンバー。申 8
月17日㈭午後1時から電話で。
◆卓球(初級)　9月6日〜10月25日毎週
水曜日午後1時〜2時45分、全8回。18
歳以上の方30人。 費5600円。 申 8月23
日㈬午前9時から電話で。
◆走ろう！湘南藤沢市民マラソンラン
ニングクリニック　9月9日〜12月16日
毎回土曜日午前10時〜正午、全8回。
走り方や湘南藤沢市民マラソンの本番
に向けての調整方法。講師＝元箱根駅
伝優勝メンバー。7〜8分/㎞で連続し
て10㎞以上走れる18歳以上の方15人。
費8000円。 申 8月26日㈯午前9時から
電話で。
◆親子Run！ 9月10日㈰午前9時45分〜
10時45分。鵠沼海岸サイクリングロード
ほか。2.2㎞を完走できる小学生と保
護者10組。 費1組800円。 申 8月25日㈮
午前9時から電話で。
◆ピラティス(初・中級)　9月16日〜10
月14日毎週土曜日(9月23日を除く)午
前9時15分〜10時45分、全4回。18歳以
上の方15人。費2800円。申 9月2日㈯午
前9時から電話で。

石名坂温水プール ☎（82）5131
薨（82）5132

◆骨盤調整エクササイズ　9月4日〜12
月18日毎週月曜日(9月18日、10月9日
を除く)午前9時45分〜11時15分、全14
回。30人(抽選)。 費8400円。 申 8月13日
㈰〜20日㈰〈15日㈫を除く〉に来館で。
◆姿勢改善エクササイズ〜コアコン
ディショニング　9月6日〜12月20日毎
週水曜日(9月20日、27日、10月4日を除く)
午前10時〜11時30分、全13回。28人(抽
選)。費7800円。申 8月13日㈰〜20日㈰

〈15日㈫を除く〉に来館で。
◆リラックスヨガ　9月8日〜12月15日
毎回金曜日午後2時〜3時30分、全8回。
30人(抽選)。 費4800円。 申 8月16日㈬
〜21日㈪に来館で。

トレーニングルーム
新規利用登録のお知らせ

　登録講座受講後、即日利用でき
ます。
　対象　 中学生以上で市内在住･

在勤･在学の方または茅
ヶ崎市･寒川町在住の方

　費用　 登録講座500円(中学生
200円)。通常利用は秩父
宮記念体育館500円(中学
生250円)、秋葉台文化体
育館･八部公園300円(中
学生100円)

　問い合わせ
　秩父宮記念体育館☎(22)5335、
薨(28)5749
　秋葉台文化体育館☎(88)1111、
薨(88)8687
　鵠沼運動施設事務所☎(36)1607、
薨(36)1754
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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
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ようおかけください

検索

私たちの生活を豊かにするロボットたち
藤沢市ロボット産業推進プロジェクト

　本市では、藤沢市ロボット産業推進プロ
ジェクトとして、生活支援ロボットに関す
る普及啓発や人材育成・実証実験支援・ロ
ボット関連企業への支援などさまざまな取
り組みを行っています。
　問い合わせ　
　産業労働課☎内線3413、薨(50)8419

自動運転社会を見据えた「ロボネコヤマト」プロジェクト

災害対応救助ロボット「アルバトロス」

ふじさわロボットフォーラム2017

　鵠沼･辻堂の一部の地域では、自動運転社会を見据えた次世代物流サービス「ロ
ボネコヤマト」プロジェクトの実用実験に協力しています。
　同プロジェクトでは宅配便を好きな時間･場所で受け取れるほか、地元の商店街
で販売している商品をインターネットで注文して一括で購入できる買い物代行サー
ビスを試行しています。
　現在は、商店街の店舗を中心に約20店舗が出店。地域の住民･商店街の方が一緒
に取り組んでいるプロジェクトです。
　※対象地域など詳細は、ロボネコヤマトのホームページをご覧ください

　「アルバトロス」は、災害時に人の入れない建物の内部などへ入り、現場の情報
を収集するロボットです。がれきや水たまりを越えて走行できるほか、暗い場所で
も赤外線カメラで救助を待つ人の様子を撮影したり、マイクを通じて外部にいる消
防隊員と会話をしたりすることができます。
　市では、県の支援を受けて開発されたアルバトロスの有効性を検証するため、消
防局が実証実験に協力しています。

生活支援ロボットとは？
　生活支援ロボットとは、自動で動くロボット掃除機やコミュニケーションロボットなど、人の生活と同じ空間で活躍す
るロボットです。現在は医療、介護･福祉、家事、安全安心など多くの分野で、私たちの生活を豊かなものにしています。
　開発が進む生活支援ロボットについて、本市ではこれまでもたくさんの支援を行っています。市内で現在実施中の実証
実験を紹介します。

特 集

　生活支援ロボットによって、私たちのまちが今
後どのように変わっていくのか、みんなで考えて
みませんか。

　と　き　9月9日㈯午後2時〜5時
　ところ　 藤沢商工会館ミナパーク
　内　容　 
　☆ 基調講演「自動運転技術を活用した次世代物

流プロジェクト『ロボネコヤマト』」〈講師＝
(株)ディー･エヌ･エー田中慎也氏〉

　☆ パネルディスカッション「ロボットがもたら
す藤沢の未来」〈出演＝人材育成のジェイ･
アイ･プロジェクト伊藤順一氏ほか〉

　☆ロボネコヤマト自動運転車･パネル展示
　☆ 生活支援ロボットの体験･展示（ドローン、

ロボットスーツHAL、災害対応ロボットなど）
　定　員　 200人(先着順)
　費　用　 無料
　申し込み　
　8月14日㈪から電話またはファクスに住所･氏名･
電話番号を書いて、(公財)湘南産業振
興財団☎(22)1010、薨(24)4500へ
　※ 同財団のホームページまたは右

記のQRコードからも申し込み
できます

　問い合わせ　産業労働課

過去（浮世絵）・現代（アート）・未来（ロボット）
時空を超える3館クイズラリー

〜みて ふれて まわって クイズに挑戦

　と　き　8月8日㈫〜20日㈰〈14日㈪を除く〉
　　　　　午前10時〜午後5時〈受け付けは午後4時まで〉
　ところ　 藤澤浮世絵館、アートスペース、湘南ロボケアセンター
　問い合わせ
　藤澤浮世絵館☎(33)0111、アートスペース☎(30)1816、湘南ロ
ボケアセンター☎(31)0821

　湘南ロボケアセンターは、日本最大級の生活支援ロボットの体験･展示･販売を行うロボテラスと、装着
者の身体動作をサポートするロボットスーツHALを用いるトレーニングスタジオからなります。
　研修･社会見学などのための団体見学の予約も受け付けています。

最新のロボット技術を体感！　湘南ロボケアセンターで学ぼう

　湘南ロボケアセンター
　開館時間　火〜土曜日〈祝日を除く〉午前10時〜午後5時

ロボットと話そう

ロボットとゲームをしよう

ロボットを学ぼう

　最初は大変でしたが、やってみると楽
しいシステムだと思います。荷造りの必
要がないので、実際の店舗での接客と同
じ感覚で参加できるのがいいですね。

　より実用的なロボットが完成するよう、現場の意見を開発者の皆さんに伝えました。
建物倒壊やガス漏れなどで二次災害の恐れのある現場でも、アルバトロスを活用するこ
とで的確な救助活動ができることが期待されます。今後は、実際に活用していきます。

　日中は留守がちで宅急便を受け取れな
いことが多いので、10分単位で時間を指
定でき、自宅以外の場所でも受け取りが
できるのはありがたいです。

アートスペース

藤澤浮世絵館
湘南ロボケアセンター

全問正解者にはプレゼントあり

商店街の方

消防士

利用者


