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学校・家庭・地域での連携

活動を学習する機会として、｢ふ
じさわ教育フォーラム｣を年に1回
開催し、各地域協力者会議の取り組

み紹介なども行っています。

　本市では、学校・家庭・地域の三者が
連携し、各地域の特色を生かして地域社
会全体で子どもたちの健やかな成長を支
援していく｢学校・家庭・地域連携推進
事業｣を実施しています。
　問い合わせ　
　教育総務課☎内線5111、 薨(50)8424

特集

取り組みを紹介します

善行三者ふれあいネットワーク

学園都市むつあい協力者会議

大清水心のかけはし会

たまじゃり応援団会議

明治地区青少年ふれあいネットワーク

　六会小学校・亀井野小学校・天神小学校の6年生が、藤沢工科
高校・日大藤沢高校・六会中学校を訪れ、部活動や物作りを通し
て高校生や中学生と交流します。最初は緊張していた子どもたち
が、交流後にはとても満足した様子で笑顔になっている姿が印象
的です。交流校の組み合わせは毎年変わります。

　学校周辺の環境整備、児童生徒の社会参画などを目的に、地域
の方と協力して、大清水小・中学校、藤沢清流高校が隣接する境
川の両岸に約1000本のアジサイを育成しています。毎年6月には
大清水中学校周辺でアジサイまつりを開催し、各学校と地域の方
との連携を強める場となっています。

　藤沢・本町小学校の5年生と第一中学校の2年生、数校の特別支
援学級の生徒を対象に、田んぼでの体験学習を行っています。6
月に児童生徒と保護者が田植えを行い、10月に稲を刈り取り、収
穫した餅米で餅つきをします。収穫の喜びや作物を育てる大切さ
を学習するとともに、地域の方との世代間交流の場になっています。

　手入れのされていない山の竹を伐採することで、森の役割や森
を守り育てることの重要性を学ぶことができます。今年度は8月
に実施し、インストラクターの指導のもと、参加者が汗を流しな
がら竹の伐採に励みました。伐採した竹で竹細工作りを行うなど
有意義な体験となりました。

　三者連携ふじさわのホームページに、各地域
協力者会議の事業内容を掲載しています。
　市のホームページの教育総務課のページから
ご覧ください。

　各地域協力者会議では、各地区でさまざまなイベントや活動を実施して
います。ぜひご参加ください。
　※参加方法など詳細は、教育総務課へお問い合わせください

　市内全域の中学校区を基本とした15地区で｢地域協力者会議｣が活動しています。中学校区内の小・中
学校や町内会・自治会、青少年育成に関わる地域団体の代表者などで構成されています。

　地域協力者会議では、地域の課題に関する討議や地域コミュニティー事業、学校支援などに取り組んで
います。また取り組みを全市的に進めるため、各会議の会長が情報・意見交換を行い、関係者や関係団体
と交流を深める会長会も行われています。

会議名 中学校区 主なイベントや活動
御所見地区

ふれあい共育ネットワーク 御所見中 卒業生激励会(2月)、
おしごと王国(3月)

秋葉台サンシャイン 秋葉台中 子ども健全育成のつどい(9月)、
郷土の散策～遠藤の秋を探そう(11月)

長後共育フォーラム 長後・高倉中 ふれあいサタデー(7・3月)、
ふれあいコンサート(12月)

湘南台地域協力者会議 湘南台中 フェスタとらいあんぐる(1月)、
ようこそ先輩(3月)

湘南大庭地区
子どもサポート会議 大庭・滝の沢中

ポイ捨て無くし隊(6・7・9・12・2月)、
子どもから見た｢地域｣写真・絵画展(12
～2月)

学園都市
むつあい協力者会議 六会中 学校間交流(10・11月)

善行三者
ふれあいネットワーク 善行中 教育文化のつどい｢善行かるた大会｣

(11月)
明治地区青少年

ふれあいネットワーク 明治・羽鳥中 五行歌でふれあい、
森林ボランティア(11月)

大清水心のかけはし会 大清水中 あじさいロード整備、
アジサイまつり(6月)

たまじゃり応援団会議 第一中 田んぼ体験学習(4～12月)、
じゃりんこまつり(8月)

むらおか・
子ども相互支援会議 村岡・藤ヶ岡中 ワイワイ広場(7月)、

ふれあい音楽会(11月)
鵠沼

ふれあいトライアングル 鵠沼中 Yワイまつり(7月)、こどもみまもり
ネットワーク会議（11月）

高浜地域子ども支援会議 高浜中
ビーチクリーンボランティア ｢浜辺の
Day｣(7月)、高浜地域ふれあいコンサ
ート(11月)

ネットワーク湘南堂夢 湘洋中 みんなの音楽会(11月)、リズムDE楽
しくスポーツ(12月)

片瀬地区
青少年支援フォーラム 片瀬中 小学校家庭科授業ミシン補助(10・11

月)、ふれあい学習会(1月)

三者連携ふじさわ(学校・家庭・地域連携推進事業)とは

三者連携ふじさわ
学校・家庭・地域で子どもたちを育もう

　善行地区の風物を題材にした善行かるたの普及や、かるたを通
して地域の魅力を再発見することを目的として、かるた大会を開
催しています。同地区の中学生も読み手として協力しています。
子どもから大人まで幅広い世代の方が、楽しみながら自分の住む
まちを知るきっかけとなっています。

教育文化のつどい｢善行かるた大会～善行を再発見！｣

学校間交流

アジサイまつり

田んぼの体験学習

森林ボランティア

地域協力者会議のイベントや活動にご参加ください
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こ ぶ し 荘
☎（45）3121
薨（45）3126 休館日＝月曜日

◆第5期アクアビクス(水中運動)講座　
11月18日～12月23日毎週土曜日午後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 11月2日㈭から電話または来館
で(午前9時～午後4時)。
◆健康づくり運動講座｢ロコモ体操(腰
痛予防体操)｣　11月30日㈭午後1時30
分～3時30分。市内在住の60歳以上の
方30人(抽選)。申 11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。
藤 沢 青 少 年 会 館
☎（25）5215
薨（28）9567 休館日＝第3月曜日

◆からだの声を聴こう～大人のための
ピラティス　11月21日㈫午後7時～8時
30分。市内在住・在勤・在学の高校生
以上の方20人(抽選)。費300円。申 11
月7日㈫午前9時～14日㈫に電話または
ファクス・Eメールに氏名・年齢・性
別・電話番号を書いて、藤沢青少年会
館 youth@f-mirai.jpへ。
◆イ･イェジャの子育てハッピーアド
バイス～親子でムーブメント&見通し
の立つ子育て　11月23日㈷午前10時～
正午。費300円。子育て中の方20人。
申 11月12日㈰午前9時から電話で。
辻 堂 青 少 年 会 館
☎（36）3002
薨（36）3988 休館日＝第3月曜日

◆みんなで遊ぼう～子育てひろば　11
月16日㈭午前10時～正午。保育士によ
る子育て相談ほか。未就学児と保護者。
◆親子で座禅　11月23日㈷午前9時30
分～11時30分。宝泉寺。小・中学生と保
護者20人。申11月2日㈭午前9時から電
話または来館で。

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　
◆天体観望会｢見えるかチャレンジ！
アンドロメダ大銀河｣　11月25日㈯午
後6時30分～8時。※雨天･曇天中止。
■ワークショップ
◆マフラーをおろう　11月25日㈯、26
日㈰午前10時～午後3時、全2回。小学
3年生～中学生と保護者20人(抽選)。
費1人100円。 申 11月11日㈯〈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)。
◆万華鏡を作ろう　11月18日㈯、19日
㈰、23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300円。

☎（45）1550
薨（45）1551市民シアター

◆湘南スウィングジャズオーケストラ第
34回チャリティーコンサート　11月19日
㈰午後1時30分。問石川☎(36)9861また
は文化芸術課☎(23)2415、薨(25)1525。
湘 南 な ぎ さ 荘
☎（36）2315
薨（36）1171 休館日＝月曜日

◆㋐秋日和の海散歩｢鵠沼海岸駅から
江の島湘南港へ｣　11月24日㈮午前9時
30分～午後0時30分。市内在住の60歳
以上の方20人。
◆㋑表現体操｢童謡などの音楽にあわ
せて行う体操｣　11月19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。
◆㋒ゆがみ調整体操｢ストレッチポー
ルで姿勢改善｣　11月29日㈬午前10時
15分～午後0時15分。市内在住の60歳
以上の方20人。

申㋐は11月3日㈷、㋑は5日㈰、㋒は8
日㈬から電話または来館で(午前9時～
午後4時)。
◆初心者パソコン講座　11月17日～12
月8日毎週金曜日午後1時30分～3時30
分、全4回。湘南工科大学。市内在住
の60歳以上の方10人(抽選)。申 11月6
日㈪〈必着〉までに往復はがき(1人1通)
に講座名・住所・氏名・年齢・性別・
電話番号、利用者カードの有無を書い
て、湘南なぎさ荘〈〒251-0037鵠沼海
岸6-17-7〉へ。
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32回藤沢市名人戦および一般将棋
大会　11月12日㈰午前10時。第一展示
集会ホール。対戦＝A級(4段以上)、B
級(3～2段)、C級(初段～2級)、D級(3～
5級)、E級(初心者)、小学生の部。費A
～E級2000円、小・中学生・高校生・
女性1000円。※A級は一律2000円。問

藤沢将棋連盟☎(26)0203または(公財)
藤沢市みらい創造財団芸術文化事業
課。 

◆キエフ国立フィルハーモニー交響楽
団ベートーベン第九　12月16日㈯午後
3時。大ホール。費S席9500円、A席75 
00円、B席5500円(全席指定)。申市民
会館☎(23)2415で販売中〈湘南台文化
センター市民シアター☎(45)1550でも
販売〉。※未就学児はご遠慮ください。
◆第55回藤沢市邦楽協会合同演奏会　
10月29日㈰午後0時30分～4時20分。小
ホール。問森中☎(23)7163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

【みどりの展示会】
◆さつき盆栽と山野草展　10月28日㈯、
29日㈰午前10時～午後4時。
◆菊花展　11月1日㈬～12日㈰午前10
時～午後4時。
【緑化講習会】
◆㋐つるを使ってカゴを編んでみよう　
◎11月8日㈬午前9時30分～正午◎18日
㈯午後1時30分～4時。市内在住の方各
日10人。費500円。
◆㋑初心者のための冬のハンギングバ
スケットづくり　11月15日㈬午後1時
30分～3時30分。市内在住の方15人。
費2500円。
◆㋒小さな多肉植物の寄せ植えづくり
11月17日㈮午前10時～正午。市内在住
の方18人。費1900円。

◆㋓ミニハボタンを使った寄せ植えづ
くり　11月22日㈬午後1時30分～3時。
市内在住の方18人。費1500円。

申㋐は11月1日㈬、㋑は7日㈫、㋒は8
日㈬、㋓は14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。
市 民 ギ ャ ラ リ ー
☎（26）5133
薨（26）5144 休館日＝月曜日

10月31日㈫～11月5日㈰の展示
　☆第13回明大チャリティアート展
　（絵画・書道・彫刻・写真・手芸）
　 ☆みんなのアトリエ展（水彩・アク

リル）
　☆鵠沼水彩会展

藤沢駅北口地下道展示場
◆非行防止ポスター展　10月26日㈭～
11月6日㈪。
少 年 の 森
☎（48）7234
薨（48）7249 休所日＝月曜日

◆森のようちえん　11月24日㈮午前10
時30分～正午。自然体験、焼き芋。市
内在住・在勤の2歳以上の幼児と保護
者20組。費1人300円。申 11月3日㈷午
前9時から電話または来所で。

★会館フェスティバル
　～ずっと心にのこるフェスティバル
　と　き　 11月12日㈰
　　　　　午前10時～午後2時
　ところ　辻堂青少年会館ほか
　内　容　模擬店、防災ゲームほか
　問い合わせ　
　辻堂青少年会館☎(36)3002、　
薨(36)3988

青少年会館に遊びに行こう
★秋の祭典　
　と　き　 11月4日㈯、5日㈰
　　　　　午前10時～午後3時
　ところ　藤沢青少年会館ほか
　内　容　模擬店、ミニSL乗車会
　　　　　ほか
　問い合わせ　
　藤沢青少年会館☎(25)5215、　
薨(28)9567


