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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
2018年（平成30年）6月25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1634号

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

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

☎（34）8422、E（36）6700
◎管理事務所休所日＝月曜日、祝日の翌日

長久保公園都市緑化植物園

【緑化講習会】
◆さつき盆栽講習会～適切な水管理と
薬剤散布　7月15日㈰午前10時～正午。
講師＝神奈川県さつき会会員。
◆菊の講習会～定植後の管理、夏の暑
さ対策　7月15日㈰午後1時～3時。講
師＝藤沢菊花会会員。
◆あさがお、ほおずき、夏の草花などの
限定販売　7月7日㈯午前9時～午後3時。
◆夏の自然、植物観察会～園内をみど
りの相談員と散策しよう！　7月16日
㈷午前9時30分～11時30分。市内在住
の方20人。H100円。F7月10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。
◆「花いっぱい運動実践団体」の募集
対象＝草花栽培講習会に参加し、地域
で草花の栽培管理ができる団体10団体
（抽選）。※春と秋に草花の種子や球根
を無償で配布。応募条件など詳細はお
問い合わせください。F6月29日㈮～
7月8日㈰に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。
藤 沢 青 少 年 会 館
☎（25）5215
E（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　7月10日㈫午前10時～11時30
分。市内在住の乳幼児と保護者6組。
F6月28日㈭午前9時から電話で。
◆職人シリーズ事業「大工の学校」　7
月28日㈯午前9時～正午。小学4～6年
生20人。H800円。F6月30日㈯午前9
時から電話で。
◆からだの声を聴こう～ピラティス・骨
盤エクササイズ　7月19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）。 H500円。
F7月12日㈭まで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Iyou
th@f-mirai.jpへ。
◆ママが “わたし” にかえる部屋　7月
19日㈭午前10時～11時30分。子育て中
の方の交流の場、小物作りほか。市内
在住の未就学児と保護者。
や す ら ぎ 荘
☎（81）6068
E（83）4624 休館日＝月曜日

◆サークル共催講座「民謡入門講座～
民謡で楽しい仲間づくり」　7月26日、
8月9日、23日毎回木曜日午後1時～3時、
全3回。講師＝星川志佐江氏ほか。市
内在住の60歳以上の方20人。H200円。
F7月5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「骨

こつこつ

々体操」　7
月26日㈭午前10時～正午。市内在住の
60歳以上の方25人。F7月12日㈭から
電話または来館で（午前9時～午後4時）。

湘南台文化センター
休館日＝月曜日、祝日の翌日

こ ど も 館 ☎（45）1500
E（45）1503

■宇宙劇場
◆季節の星座・60分生解説　7月21日㈯
午後6時30分～7時30分。160人。H500
円（中学生以下200円）。F7月11日㈬午
前9時から電話または来館で。

■ワークショップ
◆陶芸教室（楽焼き）　8月5日㈰、19日
㈰午前9時30分～正午、全2回。小・中
学生と保護者20人（抽選）。H1人600
円。F7月22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申
し込みもできます（締め切り日の午後5
時まで)。

市民シアター ☎（45）1550
E（45）1551

◆藤沢・湘南のピアニスト達による「24
人24色のバッハ～平均律クラヴィーア
曲集第Ⅰ巻全曲演奏会」　12月2日㈰午
後2時。出演＝深沢亮子ほか。H2000
円。F6月30日㈯午前9時（電話は午前
11時）から市民シアターで販売開始
〈市民会館☎ （23）2415でも販売〉。※未
就学児はご遠慮ください。
湘 南 な ぎ さ 荘
☎（36）2315
E（36）1171 休館日＝月曜日

◆第27回湘南なぎさ祭　7月21日㈯、
22日㈰午前9時～午後3時。サークル作
品展・発表会、模擬店、春蝶歌謡ショー
ほか。【水中運動講座】◎アクアを楽
しもう…午前10時～11時30分。◎ラク
して筋力アップ…午後1時～2時30分。
ともに身長130㎝以上の健康な方各日
20人。F7月4日㈬から電話または来館
で（午前9時～午後4時）。
◆湘南なぎさ祭フリーマーケット出店
者募集　7月22日㈰午前9時30分～午後
3時。※雨天中止。5団体（抽選）。F7
月5日㈭午前9時～9時30分に来館で。
こ ぶ し 荘
☎（45）3121
E（45）3126 休館日＝月曜日

◆施設開放・世代間交流事業「こぶし
荘夏祭り」　7月25日㈬午前10時～午後
3時30分。バルーンアート・折り紙など
子ども向け体験コーナー、模擬店、輪
踊り、プール開放ほか。
◆映画会「SING」　7月25日㈬午後0時
40分～2時40分。市内在住の方。
◆陶芸教室 「空き缶を利用したマグ
カップや花びん作り」　7月25日㈬午前
10時～正午。市内在住の方20人。※未
就学児は保護者同伴。H300円。F7月
4日㈬から電話または来館で（午前9時
～午後4時）。

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

 

◆㋐ペットボトル水族館を作ろう　7
月21日㈯午前9時30分～11時30分。小・
中学生20人。H350円。
◆㋑こどもゆかた着付け教室　7月23
日㈪午前10時～正午。講師＝柳生清子
氏。小・中学生の女子10人。
◆㋒リトルバンビ～音楽と絵本の世界
7月29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。乳幼児と保護者10組。
◆㋓僕たちにもできる支えあいのまち
づくり　7月30日㈪～10月、全4回。地
域の縁側訪問ほか。小・中学生10人。

F㋐㋑は7月3日㈫、㋒㋓は4日㈬いず
れも午前9時から電話または来館で。
◆16ｍｍアニメ上映会～七夕の夜空　
7月7日㈯午前10時30分～11時30分。
「ムーミン」ほか。
◆みんなで遊ぼう～子育てひろば　7
月5日㈭午前10時～正午。トンネルく
ぐりほか。未就園児と保護者。
◆学習応援　7月3日㈫、24日㈫午後4
時～5時30分。講師＝ジブンラボラト
リスタッフ。学習相談。小・中学生。
少 年 の 森

休所日＝月曜日☎（48）7234
E（48）7249

◆キャンプファイア　7月21日㈯、29
日㈰午後7時～8時30分。市内在住・在
勤・在学の子と保護者各日20組。H1人
300円（4歳以下は無料）。F7月1日㈰午
前9時から電話で。
◆子どもキャンプ（低学年）　8月22日
㈬午後1時30分～23日㈭午前11時30分
〈1泊2日〉。野外炊事など。市内在住・
在学の小学1～3年生50人（抽選）。H

2000円（毛布クリーニング代別途)。
F7月5日㈭〈消印有効〉までに往復
はがき（1人1通）に住所・氏名（ふりが
な）・生年月日・性別・学校名・学年・
電話番号を書いて、少年の森〈〒252-
0824打戻2345〉へ。
◆夏の夜の自然観察　7月28日㈯午後6
時30分～9時。セミの羽化観察など。
市内在住・在学の小学生以上の子と保
護者10組。H1人300円。F7月8日㈰午
前9時から電話で。
市 民 ギ ャ ラ リ ー

休館日＝月曜日☎（26）5133
E（26）5144

6月26日㈫～7月1日㈰の展示
　☆第19回湘南藤沢書芸会展（書道）
　☆第4回W.T.P展（写真）
　☆第28回フォトネイチャー湘南写真展
7月3日㈫～8日㈰の展示
　☆水曜パレット展（油彩・水彩）
　☆ 3Dアートシャドウボックス展（工
芸立体アート）

　☆湘南水彩サークル展
7月10日㈫～15日㈰の展示
　☆ハワイアンキルトティアレ作品展
　☆湘南風の会展示会(陶芸)
《常設展示室》
◆民俗資料収蔵品展　住まいの道具　
会期Ⅰ　7月10日㈫～8月12日㈰。

藤沢駅北口地下道展示場
◆藤沢せっけん展　7月5日㈭～16日㈷。

　市では、市民の皆さんや市職員が講師を務
める生涯学習講座を推進しています。仲間の集
まりや自治会・町内会などで、豊かな学びの時
間を持ちませんか。
　問い合わせ
　生涯学習総務課☎内線5312、　（29）1354

★学びたい、あなたの希望がかないます～人材バンク利用受付中！
　人材バンクには、現在さまざまな分野にわたり約260件の登録があり、利用者からの依
頼に合わせて、市が登録者を紹介しています。
　対　象　市内に活動拠点がある団体または構成員の2分の1以上が市民である団体が行

う学習活動
　　　　　※個人や家族単位での利用はできません

101件のメニューから好きな講座を選べます
　福祉、健康、防災などの分野から好きな講座を選べます。
　講座の内容を掲載したパンフレットを、6月中旬から生涯学習
総務課、各市民センター・公民館で配布しています。
　※市のホームページの同課のページからもご覧になれます

★あなたの知識・技術・活動を地域に生かしてみませんか
　～登録者募集中！
　個人だけでなく、グループ・団体でも登録できます。登録者は、市の発行する冊子やホー
ムページなどで紹介します。
　活動の場は、市民団体やサークルの学習活動、公民館事業など市が実施する講座や行事、
学校の総合的な学習の時間などです。無償の活動となり、教材費など実費は利用者が負担
します。

生涯学習のススメ

多彩な講師・豊富なメニューが自慢です！

生涯学習人材バンク「湘南ふじさわ学びネット」
　生涯学習人材バンク「湘南ふじさわ学びネット」は、さま
ざまな知識や技術・技能、豊かな経験をお持ちの方が講師や
学習支援者として登録し、地域の生涯学習の場で活躍してい
ます。
　市民の皆さんが生涯にわたって学べるよう、学習のきっか
けづくりを支援する制度です。

　生涯学習出張講座は、市民の皆さんのもとへ市
職員が出向き、暮らしに役立つ情報や市の取り組
みなどの話をお届けする生涯学習システムです。
　近所の仲間、自治会・町内会、PTA、学習グルー
プなどで気軽にお申し込みください。

いずれも、公の秩序を乱すとき、宗教活動・政治活動・営利を目的とした催しなどに結びつくとき、各講座の趣旨に反するときなどは申し込みできません

市民の皆さんが講師です

生涯学習出張講座「こんにちは！藤沢塾です」市職員がお話をします

市内在住・在勤・在学の方で構成する
原則10人以上の団体・グループ
市内の会場をご用意ください
講師料は無料ですが、それ以外の経費は主催者の負担となります

対　象

会　場
費　用
申し込み
開催予定日の20日前までに生涯学習総務課、各市民セン

ター・公民館にある申込書を書いて、同課または各市民セン
ター (石川分館を除く)・公民館へ

※申込書は市のホームページの「電子申請 申請書ダウン
ロード」からダウンロードもできます

特集 多彩な講師・豊富なメニューが自慢です！

★学びたい、あなたの希望がかないます～人材バンク利用受付中！

☆地域の歴史や文化、自然についての話ができる方
☆伝承遊び、民族芸能などの指導ができる方
☆ものづくりや芸術関連の指導ができる方
☆地域のイベントで踊り、音楽の演奏ができる方
☆体操やスポーツなど健康関連のサポートができる方

こんな方の
登録を

お待ちしています

　※詳細は各公民館などにある利用の手引きや申請書または市のホームページの生涯学
習総務課のページをご覧ください

暮らしが豊かになる学びがいっぱい！
登録講師による講座の例を紹介します

お片付け教室
　幼児から身に付けたい「お片付け」の極意
を学びました。
　ゲーム形式の分かりやすいお話に、保護者
も感心することの連続。親子で楽しくお片付
けを実践できました。

ボイストレーニング
　普段はあまり意識しない「声」の出し方を、
専門の講師から学びました。
　身体全体を使う発声練習で、気分もリフ
レッシュ。「声」を出すことの奥深さが実感
できました。

かごバッグづくり
　お出掛けにもインテリアにも重宝するかご
バッグを作りました。
　わずか数時間で、かわいく使いやすいオリジ
ナルバッグが完成しました。

NEW 2018年度スタートの新規講座
65歳からの健康づくり
「認知症予防のためのコグニサイズ」
　認知症について知り、日常生活の過ごし方の
講義と認知症予防効果のあるコグニサイズの体
験をします。

復興の事前取組について

　ハザードマップに基づく市街地
の想定被害の話や、復興イメージ
トレーニングなどをします。
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