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　市内には、地域住民が気軽に立ち寄
れる交流スペース｢地域の縁側｣が、現
在33カ所開設されています。ぜひご利
用ください。
　問い合わせ　
　地域包括ケアシステム推進室☎内線
3285、 薨(50)8415

　16年10月に開所。利用者はお茶を飲みなが
ら話をするだけでなく、得意分野を互いに教
えあったりもするそうです。
　ハンドマッサージ教室や夏休みのかき氷販
売など、月1回はイベントを開催しています。

　16年10月に開所。地域の方を講師に迎えた
健康や趣味に関する講座、映画のDVD鑑賞
や歌声喫茶など、開所日ごとにさまざまなイ
ベントが開催され、地区外から訪れる人もい
るそうです。

　近所の人たちが寄付した品を販売する｢が
らくた市｣には、多くの人が訪れました。

　月1回開催する歌声喫茶は、参加者全員で
童謡やロシア民謡、演歌などを歌います。

　市では、住民同士が互いの暮らしを協力して支え合う仕組みとして2015
年に同事業を開始しました。
　世代を問わずさまざまな人たちの交流の場であった｢縁側｣をイメージ
し、誰もが気軽に立ち寄れる交流スペースを｢地域の縁側｣と位置付け、
地域住民が主体となって運営しています。
　利用料は無料ですが、お茶代などの実費がかかる場合があります。

　対象や目的に合わせて｢基本型｣｢特定型｣｢基幹型｣の3つのタイプがあり
ます。

　高齢者、障がい児者、青少年、子ど
もなど誰もが気軽に立ち寄れる居場所
です。
　気軽に相談ができ、支援が必要な場
合には適切な機関を紹介します。

　高齢者の居場所や子育てサロン、障
がい者交流サロンなど、特定の利用対
象者が集え、交流できる居場所です。
　※�利用対象者については各施設にお
問い合わせください

　高齢者などの相談支援、介護予防や
孤立予防、生きがいづくり、多世代交
流の促進を図ることを目的とした、誰
もが気軽に立ち寄れる居場所（地域さ
さえあいセンター）です。
　また生活支援コーディネーターを配
置し、高齢者の生活を支え、地域のさ
まざまな活動につなげています。

☆…特定型、★…基幹型

人の和を広げる
｢地域の縁側｣に行ってみよう
｢地域の縁側｣とは

地域の縁側リポート

♪利用者の声

えん(善行地区) 七ツ木の里(長後地区)
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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

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

◆あそぼう！お正月　1月5日㈮、6日㈯
午前10時〜午後3時30分。福笑い、こ
ま回しほか。
■宇宙劇場
◎宇宙劇場は保守点検のため、1月10
日㈬は臨時休演します。展示ホールは
通常通り開館します。
◆一般向けプラネタリウム番組｢ぼく
は宇宙にいる〜星空の距離感｣(有料)　
投影中。
◆キッズプラネタリウム｢たいようと
ブカブカ｣(有料)　投影中。
◆全天周映画番組｢ノーマン・ザ・ス
ノーマン〜流れ星のふる夜に｣(有料)　
投影中。
◆全天周映画番組｢ドラえもん　宇宙
ふしぎ大探険2〜太陽系のひみつ｣(有
料)　毎週水曜日午後3時。
◆天体観望会｢宇宙の宝石箱 “すばる”
を見よう！ ｣　1月27日㈯午後6時30分
〜8時。※雨天･曇天中止。　
◆星空のコンサート　2月24日㈯午後6
時30分〜7時30分。出演＝アレクセイ･
トカレフ(トランペット)ほか。160人。
費500円。申 1月20日㈯午前9時からこ
ども館1階で販売開始〈2月14日㈬から
電話予約可〉。※未就学児はご遠慮く
ださい。
■ワークショップ
◆親子で陶芸を楽しもう(幼児限定講
座)　2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。申 1月
21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)。

◆ジェルキャンドルを作ってみよう　
1月13日㈯、14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500円。
◆親子で参加！木のねんどでオーナメ
ントを作ろう　1月20日㈯、21日㈰◎
午前10時◎午後1時30分。幼児〜中学
生と保護者各回50人。※小学生以上は
子どものみの参加も可。費1人100円。

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

◆㋐プログラミング入門〜ビスケット
(プログラミング言語)で遊ぼう　1月14
日㈰午前10時〜正午。絵を動かすプロ
グラミングに挑戦。講師＝IT講師懇談
会会員。小学生10人。費500円。
◆㋑音楽と絵本の世界〜リトルバンビ　
1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。
◆㋒子育てママのパソコン講座　◎2
月7日㈬…アカウント、クラウドについ
て◎14日㈬…クラウドの活用術◎21日
㈬…Wordでポスター作成◎28日㈬…
Excelの条件付き書式の使い方。いず
れも午前9時30分〜正午。講師＝IT講
師懇談会会員。各回成人8人。費300円。

申㋐は1月8日㈷、㋑は9日㈫、㋒は10
日㈬いずれも午前9時から電話または
来館で。
◆みんなで遊ぼう〜子育てひろば　1
月18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。
こ ぶ し 荘
☎（45）3121
薨（45）3126 休館日＝月曜日

◆新春のつどい　1月14日㈰午前9時〜
午後3時。春蝶歌謡ショー、箏

こと

演奏、
卓球･ダンス開放ほか。市内在住の方。
◆㋐第6期アクアビクス(水中運動)講座　
2月11日〜3月18日毎週日曜日午前10時
45分〜正午、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。
◆㋑パソコン講座｢フォトアルバムの
作り方･ワードの裏技を覚えましょう｣　
1月25日㈭〜28日㈰◎午前10時〜正午
◎午後1時〜3時、全4回。講師＝こぶ
し荘パソコンサークル講師。市内在住
の60歳以上の方で文字入力のできる方
各14人。費500円。
◆㋒七宝焼体験講座｢素

す

敵
てき

なペンダン
トヘッドを作ってみませんか｣　2月14
日㈬、3月14日㈬午後1時〜3時、全2回。
講師＝七宝作家斉藤信子氏。市内在住
の60歳以上の方15人。費1000円。

申㋐は1月11日㈭、㋑は12日㈮、㋒は
16日㈫から電話または来館で(午前9時
〜午後4時)。
や す ら ぎ 荘
☎（81）6068
薨（83）4624 休館日＝月曜日

◆㋐サークル共催講座｢はじめての落
語実践教室」　1月28日㈰、2月25日㈰
午前10時〜正午、全2回。講師＝鈴木
睦氏。市内在住の60歳以上の方10人。
◆㋑耳つぼマッサージでセルフメンテ
ナンス　2月6日㈫午前10時〜正午。講
師＝自律神経調律師山崎和子氏。市内
在住の60歳以上の方30人。
◆㋒認知症予防講話と脳の健康度チェッ
ク(ファイブコグ検査）　2月8日㈭、22日
㈭午前10時〜正午、全2回。講師＝(特
非)認知症予防サポートセンター職員
ほか。市内在住の60歳以上の方30人。

申㋐は1月7日㈰、㋑は16日㈫、㋒は
25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

◎12月26日㈫〜1月7日㈰は、保守点検
などのため閉室します。
1月9日㈫〜14日㈰の展示
　�☆第31回藤沢市高等学校美術展(絵
画･彫刻･工芸･デザインほか)
1月16日㈫〜21日㈰の展示
　☆第3回新・創造の丘展(立体･平面)
　☆ぱぴるす展(絵画･陶芸ほか)
1月23日㈫〜28日㈰の展示
　�☆藤沢市老連趣味展(絵画･手工芸
ほか)
　☆第11回藤稲フォトクラブ写真展
　�☆第18回キヤノンフォトクラブ湘南
写真展｢出会いのとき｣

《常設展示室》
◆暮らしの中の歴史資料〜郷土史家・
服部清道蒐集資料から　1月5日㈮〜28
日㈰。

藤沢駅北口地下道展示場
◆人と動物の絵コンクール　1月10日
㈬〜16日㈫。
◆第36回ふじさわ市きゅうしょくフェ
ア　1月20日㈯〜28日㈰。
少 年 の 森
☎（48）7234
薨（48）7249 休所日＝月曜日

◆㋐森のようちえん　1月26日㈮午前
10時30分〜正午。散策、餅つきほか。
市内在住の2歳以上の子と保護者20組。
費1人300円。
◆㋑レッツエンジョイ森遊び〜親子
キャンプ　2月10日㈯午後1時30分〜11
日㈰午後1時〈1泊2日〉。市内在住･在
勤･在学のキャンプ初心者の家族5組。
費1人2000円(4歳以下1000円、寝袋ク
リーニング代1人400円)。
◆㋒森のお仕事・森遊び　2月3日㈯午
前10時〜午後3時。森の手入れ、バー
ムクーヘン作り。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。

申㋐は1月5日㈮、㋑は6日㈯、㋒は13
日㈯いずれも午前9時から電話または
来所で。
湘 南 な ぎ さ 荘
☎（36）2315
薨（36）1171 休館日＝月曜日

◆新春和の調べ〜現代琴による和モダ
ンコンサート　1月20日㈯午前11時〜正
午。市内在住の方50人。

◆新春なぎさ寄席〜伝統演芸｢落語」
で初笑い　1月31日㈬午前10時30分〜
11時30分。市内在住の方50人。
◆㋐アクアビクス入門講座｢身体にや
さしい水中運動｣　2月7日〜3月14日毎
週水曜日午前10時〜11時30分、全6回。
市内在住の60歳以上の方で、初めて受
講する方20人。
◆㋑寒仕込みの手作り味

み

噌
そ

講座　2月7
日㈬午後1時30分〜3時。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20人。費600円。

申㋐は1月9日㈫、㋑は10日㈬から電
話または来館で(午前9時〜午後4時)。

特 集

地区 名　称 問い合わせ 地区 名　称 問い合わせ 地区 名　称 問い合わせ

片瀬
ひだまり片瀬 ☎(27)2711

藤沢
グリーフケアサロン｢わだち｣/
がんサロン｢ちゃのま｣　☆ ☎080(9672)4016

湘南大庭
交流スペースほっと舎 ☎(54)9681

コミュニティハウス片瀬山 ☎(90)4236 憩い場　☆ ☎090(1208)4194 たきのさわパラダイス ☎(87)1111
鵠沼 鵠沼藤が谷みんなの縁側 ☎090(4071)8968

明治
かるがも ☎(83)2929 こまよせランド ☎(87)1111

辻堂
すこやか ☎(54)9528 おれんじリング湘南　☆ ☎080(5656)5165 六会 みんな･de･六会 ☎(25)5551
ふらっとガーデン　☆ ☎(35)4166 むすびて　☆ ☎(34)3444 湘南台 ちょこっと湘南台 ☎(45)1600

村岡
きらり　★ ☎(86)7531

善行

わいわい善行 ☎(84)2422

長後

yell　★ ☎(47)6671
村岡テラス ☎(52)6675 ぬくもり ☎(80)6081 長後あかり ☎(45)3024

藤沢

ヨロシク♪まるだい　★ ☎(28)4649 地域交流サロン｢ゆい｣ ☎(81)8047 七ツ木の里 ☎(45)3368
地域交流サロンふれあい　☆ ☎090(2720)6104 えん ☎(86)7501 おしゃべり処｢大福｣ ☎(44)3509
藤沢地区みらいサロン ☎(26)1968 まめっこ　☆ ☎(82)1922

御所見
かわうそ ☎(48)1500

まめや　☆ ☎045(959)5187 カフェ｢はまゆう｣　☆ ☎(80)5710 ごしょみ元気 ☎(48)0896

基本型

3つのタイプがあります

●地域の縁側一覧

基本型

特定型

基幹型

　ふらっと立ち寄
れるのが魅力です。
仲間や新たな趣味
を作るきっかけも
あり、生活に張り
が出ました。

　自分と同じよう
に子育て中の方が
多く訪れるので、
一緒に子育ての楽
しさや悩みを共有
できて心強いです。

　現在開設している施設の詳細などを掲載したパンフレットを配布
しています。ぜひご活用ください。
　配布場所　�　地域包括ケアシステム推進室、各市民センター･公

民館、いきいきサポートセンター(地域包括支援セン
ター)ほか

　　　　　　　※�詳細は市のホームページの同室の
ページからもご覧になれます

パンフレットを配布しています


