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◎10月21日㈯
　午前10時～午後4時
※ダンスパーティー
　〈午後6時～8時45分〉
◎22日㈰
　午前9時30分～
　午後3時

◎10月14日㈯
　午前10時～午後3時
　福祉バザー
◎15日㈰
　午前10時～午後3時
　体験コーナー、
　喫茶

◎10月14日㈯・
　15日㈰
　ともに午前10時～
　午後3時
※チャリティーダンス
　パーティー
　〈22日㈰午後1時～
　4時〉

◎10月28日㈯
　午前9時30分～
　午後3時
◎29日㈰
　午前10時～午後3時
※チャリティーダンス
　パーティー
　〈21日㈯午後6時～9時〉

◎10月21日㈯
　午前10時～午後4時
◎22日㈰
　午前10時～午後3時
※福祉バザー〈14日㈯
　午後1時～3時〉

◎10月14日㈯
　午前10時～午後4時
※チャリティー
　ダンスパーティー
　〈午後6時～8時30分〉
◎15日㈰
　午前10時～午後3時

◎10月21日㈯
　正午～午後4時
◎22日㈰
　午前9時30分～
　午後3時30分
※社交ダンスパーティー
　〈20日㈮午後6時～9時〉

◎10月28日㈯
　午前10時30分～
　午後4時
　福祉バザー
◎29日㈰
　午前10時～午後3時
　�工作や遊びを体験でき
るこどもワールド

◎11月11日㈯・12日㈰
　ともに午前10時～午後3時
※福祉バザー
　〈10月28日㈯
　午前10時～正午〉、
　チャリティーダンス
　パーティー〈11月6日㈪
　午後2時～5時〉

◎10月28日㈯
　午前10時～午後4時
　�片瀬中学校吹奏楽部
演奏、福祉バザー
◎29日㈰
　午前10時～午後3時
　ミニコンサート

　さまざまなサークル・地域団体が日頃の活動の成果を
披露します。子どもから大人まで楽しめ、体験もできる
催しが満載です。
　ぜひ、活気ある会場へ足を運んで、地域のふれあいの
輪を広げましょう。

　問い合わせ　各公民館へ
　　　　　　　（電話番号は2～4面をご覧ください）
　※車での来館はご遠慮ください
　※�掲載イベントのほかにも、さまざまな催しが行�　
われます

◎10月21日㈯
　午前9時～午後4時
　�御所見小学校鼓笛隊
　パレード
◎22日㈰
　午前9時～午後3時
　子どもゲームランド、
　子どもプラネタリウム

◎10月21日㈯・22日㈰
　ともに午前10時～
　午後3時
※福祉バザー
　〈14日㈯午前10時
　～午後2時〉、
　ダンスパーティー
　〈21日午後3時30分～6時〉

◎10月14日㈯
　午前9時50分～午後4時
　�湘南台小学校鼓笛隊・
湘南台中学校吹奏楽部
演奏
◎15日㈰
　午前10時～午後3時
　まつりばやし

藤沢公民館

六会公民館

明治公民館

遠藤公民館

善行公民館

鵠沼公民館

長後公民館

湘南大庭公民館

村岡公民館

片瀬公民館

地域文化の祭典

公民館まつり

御所見公民館

辻堂公民館

湘南台公民館

小さな輪・大きな輪・みんなの輪テーマ

笑顔かがやく　六会　ふるさとまつりテーマ

ふれあいの心で育つふるさとの和テーマ

ふれあいで育てよう　ふるさとの心テーマ

心の中にふるさとを！テーマ

手をつなごう！アットホーム鵠沼テーマ

つなごう手と手 つたえようふるさとの心テーマ

みんなでつくろうふるさとの文化テーマ

むらおか、ふれあいの秋テーマ

片瀬でかがやく　人・夢・みらいテーマ

育てよう郷土の文化　伝えようふるさとの心テーマ

出会い　ふれあい　潮風のまちテーマ

今日より明日へ　みんなでつくる湘南台テーマ
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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

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

◆第49回藤沢市民囲碁大会　11月3日
㈷午前10時30分。第1展示集会ホール。
対戦＝Aクラス(五段以上)、Bクラス
(二段以上)、Cクラス(一級以上)、D
クラス(二級以下)。費2500円(女性･学
生2000円)。申 10月31日㈫までに各市
民センター・公民館にある申込用紙を
書いて、(公財)藤沢市みらい創造財団
芸術文化事業課へ。
◆ワンコインコンサート2017　Vol.4　
歌＆ピアノ　10月4日㈬午前11時30分
～午後0時10分。小ホール。0歳児から
楽しめるコンサート。出演＝服部礼子
(ソプラノ)ほか。未就学児と保護者。
費500円(未就学児は無料)。
◆第15回湘南グッドウィルコンサート　
10月8日㈰午後1時30分。大ホール。出
演＝藤ヶ岡中学校ほか。
◆湘南マンドリンアンサンブル第14回
定期演奏会　10月21日㈯午後2時～4
時。大ホール。問大倉☎(87)8579また
は文化芸術課☎(23)2415、薨(25)1525。
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】
◆花屋さんが教えるお花たっぷりのア
レンジメント　10月12日㈭午前10時～
正午。市内在住の方20人。費2500円。
申 10月5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。
◆さつき盆栽講習会〜止め肥と針金か
けおよび最後の消毒　10月15日㈰午前
10時～正午。

【みどりの展示会】
◆カワセミ写真展　9月30日㈯～10月9
日㈷午前8時30分～午後5時(10月9日は
午後4時まで)。
◆秋の山野草展　10月14日㈯、15日㈰
午前10時～午後4時。
辻 堂 青 少 年 会 館
☎（36）3002
薨（36）3988 休館日＝第3月曜日

◆秋から始めよう！サークル共催事業
◎親子3B体操…10月25日㈬午前10時
～11時。1歳6カ月以上の未就学児と保
護者10組。費1組500円。◎レディース
スーリア…10月31日㈫午前10時～11時
30分。リラックスヨガ。女性10人。費

500円。申ともに10月3日㈫午前9時か
ら電話または来館で。
◆音楽と絵本の世界〜リトルバンビ　
10月28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。乳
幼児と保護者10組。申 10月4日㈬午前
9時から電話または来館で。
◆芋ほり　10月28日㈯午前9時30分～
11時30分。小学生30人。費350円。申

10月5日㈭午前9時から電話または来館
で。

湘 南 な ぎ さ 荘
☎（36）2315
薨（36）1171 休館日＝月曜日

◆表現体操｢童謡などの音楽にあわせ
て行う体操｣　10月15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歳以上の方各25人。
申 10月3日㈫から電話または来館で。
◆ロコモ予防体操｢転倒予防＆膝痛･腰
痛も予防改善｣　10月25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 10月4日㈬から電話
または来館で。
◆なぎさ荘防災・防犯フェア　10月31
日㈫、11月1日㈬午前10時。セミナー、
起震車による地震体験コーナー・炊き
出し(11月1日)。
◆㋐防災料理セミナー｢備蓄品を使っ
てパッククッキング｣　10月31日㈫午
前10時10分～正午。講師＝藤沢市食生
活改善推進団体四ツ葉会会員。市内在
住の60歳以上の方24人。費600円。
◆㋑防災講演｢大災害時における、自
分で自分の身を守る方法｣　10月31日
㈫午後1時10分～2時40分。講師＝日本
防災士会湘南支部理事葉木洋一氏。市
内在住の60歳以上の方60人。
◆㋒スマホ・ケータイ安全教室　11月
1日㈬午後1時10分～2時。講師＝(株)
NTTドコモ｢安全教室｣事務局職員。
市内在住の60歳以上の方30人。

申㋐は10月5日㈭、㋑は6日㈮、㋒は
12日㈭から電話または来館で(午前9時
～午後4時)。
こ ぶ し 荘
☎（45）3121
薨（45）3126 休館日＝月曜日

◆健康づくり運動講座｢ロコモ体操(膝
痛予防体操)｣　10月31日㈫午前9時30
分～11時30分。市内在住の60歳以上の
方30人(抽選)。申 10月10日㈫〈必着〉
までに往復はがき(1人1通)に講座名・
住所・氏名(ふりがな)・年齢・性別・
電話番号、利用者カードの有無を書い
て、こぶし荘〈〒252-0807下土棚800-
1〉へ。
◆パソコン入門講座｢幸せを送ろうオ
シャレな年賀状講座｣　10月26日㈭～
28日㈯◎午前10時～正午◎午後1時～3
時、全3回。市内在住の60歳以上の方
各14人。 費500円。 申 10月4日㈬から
電話または来館で(午前9時～午後4時)。
市 民 ギ ャ ラ リ ー
☎（26）5133
薨（26）5144 休館日＝月曜日

9月26日㈫〜10月1日㈰の展示
　 ☆藤沢市公民館写真サークル協議会

合同展
　☆第14回四喜彩くらぶ展(水彩)
　 ☆第18回湘南P&P展(写真・絵画・
押し絵)

10月3日㈫〜8日㈰の展示
　 ☆第6回草花文キルト展(パッチワー
クキルト・刺しゅう)

　☆第5回デジカメ遊々写真展
　☆第15回なぎさ写友会写真展

藤沢駅北口地下道展示場
◆小・中学生交通安全ポスター展　9
月28日㈭～10月9日㈷。

や す ら ぎ 荘
☎（81）6068
薨（83）4624 休館日＝月曜日

◆サークル共催事業｢実戦囲碁講座(初
・中級)｣　10月7日㈯午前10時～正午。
講師＝聖成崇夫氏。市内在住の方30人。
◆㋐音楽体操｢歌とストレッチで脳も
身体も活性化｣　10月18日㈬午前10時
～正午。講師＝中村嘉奈子氏。市内在
住の60歳以上の方40人。
◆㋑サークル共催事業｢初級陶芸講座」
10月28日～11月11日毎週土曜日午前9
時45分～午後2時45分、全3回。講師＝
藤沢市美術家協会代表八ツ橋博美氏。
市内在住の60歳以上の方25人。費3000
円。
◆㋒おいしいコーヒーの入れ方教室〜
コーヒープレス編　10月26日㈭午前10
時～11時30分。講師＝スターバックス
コーヒージャパン(株)スタッフ。市内
在住の60歳以上の方20人。費300円。

申㋐は10月4日㈬、㋑は10日㈫、㋒は
12日㈭から電話または来館で(午前9時
～午後4時)。
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
◆一般向けプラネタリウム番組「SPACE  
TRAVEL 宇宙のどこまで？ミステリー
ツアーへGO ！」(有料)　投影中。
◆キッズプラネタリウム「たいようと
ブカブカ」　投影中。
◆全天周映画新番組｢小さな世界はワ
ンダーランド｣(有料)　10月7日㈯～11
月26日㈰。
◆季節の星座・60分生解説　10月14日
㈯午後6時30分～7時30分。160人。費

500円(中学生以下200円)。申 10月4日
㈬午前9時から電話または来館で。
■ワークショップ
◆ハロウィンの動くスライム作り　10
月7日㈯～9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200円。
◆湘南台まつり・ストロー吹き矢を
作ってあそぼう！　10月14日㈯、15日
㈰午前10時～午後2時30分。小・中学
生と保護者同伴の幼児各日200人。費

1人50円。
少 年 の 森
☎（48）7234
薨（48）7249 休所日＝月曜日

◆森のお仕事・森遊び　10月28日㈯午
前10時～午後3時。森の手入れ、焼き
芋作り。市内在住・
在勤・在学の小学
生以上の方30人。※
小学2年生以下は保
護者同伴。 費300
円。 申 9月30日 ㈯
午前9時から電話ま
たは来所で。
藤 沢 青 少 年 会 館
☎（25）5215
薨（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　10月10日㈫午前10時30分～正
午。市内在住の乳幼児と保護者8組。
申 9月28日㈭午前9時から電話で。

済美館で行われるおもちゃを作ってあそぼう＆
つみきあそび広場〈22日〉

イチ
オシ

40回記念まつり
屋外での太鼓演奏

イチ
オシ

明治中学校吹奏楽部演奏〈14日〉、
ジャンボ金魚すくい〈15日〉

イチ
オシ

｢わがまち遠藤｣ポスターコンクール、地元野菜の
販売、秋葉台中学校生徒による茶道のお点前披露

イチ
オシ

子どもコーナー、昔あそびコーナーイチ
オシ

ステージ発表、模擬店、キッズランド、古本市
※10月7日㈯にプレイベントあり

イチ
オシ

地域団体などの模擬店とサークル作品展示・舞
台発表

イチ
オシ

大庭グルグル迷路、地区内小・中学校による屋外
ステージ発表〈28日〉、100人のラジオ体操〈29日〉

イチ
オシ

子どもランド開催(村岡小学校校庭)、ふわふわ
遊具〈11・12日〉とミニSL〈11日、雨天中止〉

イチ
オシ

上映会、写真展、片瀬小学校鼓笛パレード
※会場は片瀬公民館と片瀬しおさいセンター

イチ
オシ

福祉バザー〈21日〉、
バーチャルリアリティー体験〈22日〉

イチ
オシ

キッズパーク、サークル作品展示・舞台発表イチ
オシ

市民シアターでのオープニングとサークル発
表、湘南台高校茶道部のお茶席、福祉バザー

イチ
オシ

特集


