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　市では、健康寿命日本一を目指し、さまざまな事業を実施しています。高齢者の生きがい・
健康づくりを図るため、ゆめクラブ藤沢の活動も支援しています。

Q．どんな活動を行っていますか？
A．�趣味・スポーツなどのサークル活動、公園体操、パ
ソコン教室、旅行やレクリエーション活動など、さ
まざまな活動を行っています。地域の子どもたちや
高齢者同士の支え合いのためのボランティア活動
などを通じて、地域福祉にも貢献しています。

Q．市内にはいくつの老人クラブがありますか？
A．�ゆめクラブ藤沢には、現在134の老人クラブが所属
しています。事務局では高齢者福祉大会やスポーツ
大会など、クラブの垣根を越えた交流の場を設け、各クラブの活性化を図っています。

Q．会員の対象は？
A．市内在住のおおむね60歳以上の方ならどなたでも入会できます。

Q．各クラブの活動状況を知りたいときは？
A．�ゆめクラブ藤沢の詳細は、地域包括ケアシステム推進室、各市民センター・公民館
にあるチラシをご覧になるか、同団体のホームページをご覧ください。

Q．入会方法は？
A．�藤沢市老人クラブ連合会事務局へご連絡ください。お住まいの地区の老人クラブを
紹介します。

　　※新たにクラブを設立する団体も募集しています。詳細はお問い合わせください

　サークル活動や体操、ボランティアなどに参加することは、健
康寿命を延ばすことにつながります。ゆめクラブ藤沢の活動は、
自己負担費用が比較的安く済むメリットもありますので、気軽に
参加してください。
　お元気な方、能力のある方は、どうぞ無理のない範囲で活動の
運営にも力を貸してください。一緒に地域を支え合っていきま
しょう！

　高齢者施設の訪問、公園や神社の清掃などの社会貢
献活動、グラウンドゴルフ・ゲートボールなどのス
ポーツ活動、貸し切りバスで東京巡りや伊豆旅行を楽
しむバスハイク、子どもたちの登下校の見守り活動な
ど、さまざまな活動をしています。地域の皆さんと共
同で公園体操も行っていて、ご近所さんとの「人の和」
づくりに役立っています。
　60歳を過ぎた方をお誘いすると「自分はまだまだ」
とおっしゃる方も多いですが、外に出て他人との交流
を持つことが健康寿命を延ばすことにつながると実感
しています。ここはひとつ、ご自分の知恵と特技を地
域に活かすという考えで、気軽に参加してみてはいか
がでしょうか。

　自治会や民生委員さんなどと連携して、地域に密着
した活動を目指しています。
　最近の活動では、健康体操が好評です。主婦や子ど
もたちも参加しやすいよう毎週日曜日朝9時に設定し、
みんなで元気よく体を動かしています。
　夏祭りの開催も、地域の絆づくりに役立っていると
思います。やぐらを立てたり、模擬店などを運営した
り、会員それぞれが得意分野を活かして、朝早くから
準備をしています。
　地区内の地域の縁側事業と連携して高齢者の居場所
づくりをしたり、サークル活動に脳トレやペタンクを
取り入れたり、新しい取り組みもいろいろとやってい
ます。ぜひ一度、参加してみてください。

健康寿命を延ばし、地域の支え合いを！

会員募集中！　ゆめクラブ藤沢は皆さんの参加をお待ちしています

地域につながり シニアライフを豊かに
ゆめクラブ藤沢に入ってみませんか

　ゆめクラブ藤沢（藤沢市老人クラブ連合会）で
は、仲間づくりを通して生きがい・健康づくりを
するとともに、地域貢献活動なども行っています。
気軽に参加してみませんか。
　問い合わせ　
　藤沢市老人クラブ連合会事務局☎(81)6096、 薨
(83)4624または地域包括ケアシステム推進室☎内
線3281、 薨(50)8412

特集

いきいきシニアセンターに行ってみませんか 　本市には高齢者の生きがいづくりや健康づくりに取り組むいきいきシニアセンターが3館あります。各センター
で開催する講座などは、7面のカルチャー欄をご覧ください。開館時間は午前9時～午後4時〈毎週月曜日休館〉です。
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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

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

◆クラブ員募集　活動期間＝4月～2019
年3月。㋐将棋…毎月第1日曜日。小・
中学生20人。㋑卓球…◎毎月第1日曜
日。小学1～3年生16人。◎毎月第3日
曜日。小学4～6年生16人。㋒手芸…毎
月第2日曜日。小学4～6年生20人。㋓
映像制作…毎月第3日曜日。小・中学
生10人。㋔パソコン…毎月第4日曜日。
小学生10人。㋕アグリクラブ…年3回
程度。小・中学生と保護者10組。㋖発
明…年12回程度。小学3年生～中学生
20人。㋗けん玉…毎月第4日曜日。小
学生以上の方20人。㋐は午前10時～11
時30分、㋑～㋖は午前9時30分～11時30
分、㋗は午後1時～3時(いずれも抽選、
1人2クラブまで)。費㋐㋑㋒㋖㋗2000
円、㋓㋔2500円、㋕1組1000円。 申 2
月20日㈫午前9時～28日㈬に宛名に住
所・氏名を書いたはがきを持って、来
館で。※抽選結果は3月10日㈯までに
応募者全員に郵送でお知らせします。
◆子育てママのパソコン講座　◎3月7
日㈬…Word入門①◎14日㈬…Word
入門②◎28日㈬…小遣い帳作り。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 2月15日㈭午前9時から電話または
来館で。
◆リトミックで遊ぼう〜キディルーム
3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。申 2月16日㈮午前9時か
ら電話または来館で。
◆iPadで発明〜エジソン★ジュニア　
3月17日㈯午前9時30分～11時30分。ゲー
ム作り。講師＝髙橋宜盟氏。小・中学
生20人。費500円。※iPadの貸し出し
あり。申 2月16日㈮午前9時から電話ま
たは来館で。

市 民 ギ ャ ラ リ ー
☎（26）5133
薨（26）5144 休館日＝月曜日

2月13日㈫〜18日㈰の展示
　☆第29回藤陶会作陶展(陶芸)
　☆第22回写友クラブ写真展
　☆第14回彩遊会水彩画展
2月20日㈫〜25日㈰の展示
　☆第24回湘南ゆうゆう会展(油彩)
　☆写真同好会南風写真展
　�☆グループ燦(写真・絵画・ガラス
工芸)
«常設展示室»
◆高橋コレクション　2月13日㈫～4月
15日㈰。

藤沢駅北口地下道展示場
◆(公財)藤沢市みらい創造財団展　2月
22日㈭～3月5日㈪。

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「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「小さな世界はワン
ダーランド」（有料）　投影中。
◆のんびりアロマプラネタリウム　3
月10日㈯午後6時30分～7時20分。中学
生以上の方130人。費500円(中学生200
円)。申 2月28日㈬午前9時から電話ま
たは来館で。
◆天体観望会「冬のダイヤモンドを探
そう！」　3月24日㈯午後6時30分～8時。
※雨天・曇天中止。
■ワークショップ
◆おひなさまを作ろう　2月17日㈯、18
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。
◆消しゴムを作ろう　2月24日～3月11
日毎週土・日曜日（25日を除く）◎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。
◆陶芸教室（本焼き）　3月4日㈰、18日
㈰午前9時30分～正午、全2回。小・中
学生と保護者20人(抽選)。費1人600円。
申 2月18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)。
こ ぶ し 荘
☎（45）3121
薨（45）3126 休館日＝月曜日

◆㋐サークル共催事業「手話体験講座」　
3月3日㈯、17日㈯午前9時20分～11時
20分、全2回。市内在住の60歳以上の
方20人。
◆㋑歴史講座「2018年度NHK大河ドラ
マ〜西郷どん」　3月13日㈫、20日㈫午
後1時～3時、全2回。講師＝仲摩邦夫
氏。市内在住の60歳以上の方60人。費
100円。
◆㋒音楽体操講座「笑いながら脳活・
筋活・心でほっと！」　3月15日㈭午後
1時30分～3時30分。講師＝認知症予防
音楽体操講師中村嘉奈子氏。市内在住
の60歳以上の方60人。

申㋐は2月18日㈰、㋑は21日㈬、㋒は
22日㈭から電話または来館で(午前9時
～午後4時)。

長久保公園都市緑化植物園
☎（34）8422、 薨（36）6700
◎管理事務所休所日＝月曜日、祝日の翌日

【緑化講習会】
◆さつき盆栽講習会　2月18日㈰午前
10時～正午。荒木の仕立て方と植え替
え、年間消毒・施肥計画について。講
師＝神奈川県さつき会会員。
◆㋐春の草木染め教室〜シルクストー
ルを茜色に染めよう！　3月2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28人。
費2500円。
◆㋑クリスマスローズの年間の栽培に
ついて　3月7日㈬午後1時30分～3時30
分。市内在住の方24人。費100円。
◆㋒庭木の手入れ（初級編）〜カンキツ
類の手入れ　3月9日㈮、10日㈯午後1時
30分～3時30分。市内在住の方各日24
人。費100円。

申㋐は2月22日㈭、㋑は28日㈬、㋒は
3月1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。
【みどりの展示会】
◆ボタニカルアート（植物細密画）展　
2月17日㈯～25日㈰午前10時～午後4時。
湘 南 な ぎ さ 荘
☎（36）2315
薨（36）1171 休館日＝月曜日

◆㋐もうすぐひな祭り「和菓子の四
よ

方
も

山
やま

話と手作り和菓子」　2月27日㈫午前
10時30分～正午。講師＝御菓子処丸寿
店主岡崎秀一氏。市内在住の60歳以上
の方20人。費500円。
◆㋑着物リメイク「1枚の着物や羽織を
おしゃれなスカーフとベストに」　2月21
日㈬、3月4日～25日毎週日曜日（11日を
除く）午前10時～午後3時30分、全4回。
市内在住の60歳以上の方15人。
◆㋒心房細動について〜脳梗塞・心不
全をおこさないために　3月8日㈭午後1
時15分～2時。講師＝のなかこどもクリ
ニック院長野中善治氏。市内在住の60
歳以上の方60人。

申㋐は2月16日㈮、㋑は17日㈯、㋒は18
日㈰から電話または来館で(午前9時～
午後4時)。
◆桃の節句〜伝統文化「生け花」の生
け込みデモンストレーション　3月2日
㈮午前11時～正午。講師＝藤沢市華道
協会会員。市内在住の60歳以上の方。
藤 沢 青 少 年 会 館
☎（25）5215
薨（28）9567 休館日＝第3月曜日

◆世界を知ろう！〜ベネズエラ編　2
月25日㈰午前10時30分～正午。小学校
教諭の活動体験談。市内在住・在学の
小学生～高校生30人。申 2月21日㈬ま
でに電話で。
少 年 の 森
☎（48）7234
薨（48）7249 休所日＝月曜日

◆中学生キャンプ　3月28日㈬午後1時
30分～29日㈭正午〈1泊2日〉。野外活動
ほか。市内在住・在学の小学6年生～
中学生20人。費2000円。申 2月25日㈰
午前9時から電話または来所で。

〒251-0862　
稲荷586
☎（81）6068
薨（83）4624

〒251-0037
鵠沼海岸6-17-7
☎（36）2315
薨（36）1171

〒252-0807
下土棚800-1
☎（45）3121
薨（45）3126

　各いきいきシニアセンターへは、
湘南すまいるバスをご利用できます。
　※�ルートや運行時刻など、詳細は各
施設または地域包括ケアシステム
推進室へお問い合わせください

やすらぎ荘 湘南なぎさ荘 こぶし荘

検索ゆめクラブ藤沢

田場川善雄会長

▲高齢者福祉大会
　（講演とアトラクション）

▲高齢者スポーツ大会
　（グラウンドゴルフ）

会長
インタビュー

こんな活動をしています～地区クラブからのメッセージを紹介します

村岡喜楽会 七寿会（長後）知恵と特技を出し合って助け合い 地域に密着した活動をしています

バスハイク（お花見） ペタンク

公園体操 地域交流（どんど焼き）


