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秋葉台文化体育館 ☎(88)1111
J(88)8687

◆夏休みトランポリン体験　8月21日
㈫、28日㈫、30日㈭㋐午前8時30分～9
時45分、㋑午前10時15分～11時30分。
ともに全3回。市内在住・在学の㋐は
小学1・2年生、㋑は小学3～6年生各
24人（抽選）。H2400円。F7月26日㈭
～8月1日㈬に来館で。
◆夏休み親子たいそう　7月31日㈫、8
月2日㈭午前9時30分～10時30分、全2回。
マット運動ほか。2012年4月2日～14年4
月1日生まれの方と保護者25組。H1組
1800円。F7月18日㈬午後1時30分から
電話で。
◆車いすバスケットボールクリニック
8月11日㈷◎午前10時～正午◎午後1時
～3時。小学生以上の方各30人。F7
月13日㈮午後1時30分から電話で。

秋葉台公園プール☎(88)1811J(88)0081

◆㋐ハッスル水泳Ⅱ　8月1日㈬～10日
㈮〈4日㈯～7日㈫を除く〉午前7時50分
～9時、全6回。市内在住・在学の小・
中学生50人（抽選）。H4800円。
◆㋑カヌー教室　8月1日～22日毎週水
曜日午後4時50分～6時〈秋葉台公園プ
ール〉、9月1日㈯〈引地川〉、全5回。※
荒天時は9月2日㈰。市内在住・在学の
小・中学生15人（抽選）。H5000円。

F㋐㋑は7月15日㈰～22日㈰〈17日㈫
を除く〉に来館で。

◆㋒第21回泳力認定進級テスト　8月
20日㈪午前9時～正午。（公財）藤沢市
みらい創造財団独自の認定基準による
試験。高校生以下の方100人。H500円。
◆㋓みらい水泳大会 in秋葉台　8月20
日㈪午後1時～5時。ジャンボ滑り台、カ
ヌー体験ほか。小学生100人。H500円。

F㋒㋓は7月20日㈮から秋葉台公園プ
ール、八部公園プール☎ （36）1607、J

（36）1754、石名坂温水プール☎（82）51
31、J（82）5132へ来所で。
◆小学生トライアルコース　7月25日～
8月29日毎週水曜日◎午前11時30分～
午後0時20分◎午後1時～1時50分。種
目を変えずに50m以上泳げる小学4～6
年生。Hプール入場料。

秩父宮記念体育館 ☎(22)5335
J(28)5749

◆夏休み元気スポーツ　8月6日㈪～8
日㈬午前9時20分～10時40分、全3回。
市内在住・在学の小学1～3年生、小学
4～6年生各12人（抽選）。H2400円。F
7月16日㈷～22日㈰に来館で。
◆減量&生活習慣病予防・改善プログ
ラム　7月31日～10月27日毎週火・土
曜日（9月25日、10月9日を除く）午後7
時20分～8時50分、全24回。これから
運動習慣を身に付けたい18歳以上の方
5人。H1万6800円。F7月17日㈫午前
9時から電話で。
◆夏休みトランポリン体験　8月15日
㈬、16日㈭㋐午前9時～10時15分、㋑
午前10時45分～正午。ともに全2回。
市内在住・在学の㋐は小学1・2年生、
㋑は小学3～6年生各30人（抽選）。H

1800円。F7月25日㈬～31日㈫に来館で。
◆ストレッチポールで姿勢を整えよ
う！　8月29日㈬午前9時15分～10時45
分。トレーニング室利用登録者15人。
H500円。F7月31日㈫午前9時から電
話または来館で。

太陽の家体育館 ☎(33)1411
J(34)4342

◆ローリングバレーボールの集い　7
月22日㈰午前9時～正午。障がいのあ
る方と関心のある方。
◆障がい者卓球の集い　7月22日㈰午
後1時～4時30分。障がいのある方と関
心のある方。
◆アーチェリーの集い　7月27日㈮午
後5時～8時30分。障がいのある方と市
内在住・在勤・在学の経験者。
◆サウンドテーブルテニスの集い　7
月28日㈯午前9時～正午。視覚障がい
のある方と関心のある方。
◆レクリエーションダンスの集い　7
月28日㈯午後1時30分～3時30分。障が
いのある方と関心のある方。

スポーツ推進課 ☎内線6767
J(50)8433

◆藤沢市民総合体育大会継承大会
【ソフトテニス】　9月2日㈰。八部公園
テニスコート。男女混合ダブルス個人
戦。市内在住の方または藤沢ソフトテ
ニス協会登録者（高校生以下は不可）。
H1人500円。F8月20日㈪〈必着〉まで
に申込書を書いて、藤沢ソフトテニス
協会へ。※申込書は藤沢市体育協会の
ホームページからダウンロードできま
す。G森☎070（4533）3916またはスポー
ツ推進課。
【卓球】　9月2日㈰午前9時20分。秩父
宮記念体育館。団体戦。市内在住・在
勤・在学の方および藤沢市卓球協会登
録者。H1チーム3000円。F8月8日㈬
〈必着〉までに申込書を書いて、臼井へ
郵送で。※申込書は藤沢市体育協会の
ホームページからダウンロードできま
す。G久保田☎（36）0594またはスポー
ツ推進課。
◆少年部夏季練習会　8月14日㈫～17
日㈮、28日㈫～31日㈮午前7時10分～8
時50分、全8回。八部公園プール。市
内在住の2012年4月2日～13年4月1日生
まれの方5人、小・中学生25人。H600
0円。F7月31日㈫までに藤沢市水泳
協会のホームページへ。G同協会〈フ
レックス湘南内〉☎（22）4419またはス
ポーツ推進課。

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

藤沢の夏を楽しもう！特集
☆郵送・ファクス・Eメールで申し込む場合は、講座
名・参加希望日時、参加者全員の住所・氏名（ふり
がな）・年齢（学年）・電話番号を書いてください
☆市役所の住所は全て「〒251-8601朝日町1-1」です

出掛けてみよう！

学んでみよう！
体験してみよう！

　湘南モノレー
ルの車両基地見
学会の参加者を
募集します。「空
を走る鉄道」の
裏側を探検して
みませんか。

8月12日㈰午前9時30分～正午
湘南モノレール車両基地ほか
3歳児～高校生と保護者40人

（抽選）
1500円（小学生以下500円、中
学・高 校 生1000円、別 途 実 費
あり）

と　き
ところ
対象・定員

費　用

申し込み・問い合わせ
　7月31日㈫までに電話またはファクス・Eメー
ルに必要事項を書いて、観光シティプロモー
ション課☎内線3422、E（50）8255、I fj-kankou
cp@city.fujisawa.lg.jpへ

湘南モノレール
車両基地見学会

　湘南の夏の風物詩「藤沢宿・
遊行の盆」が開催されます。恒
例の遊行ばやしコンテストをは
じめ、日本各地の盆踊りや遊行
寺境内で行われる大盆踊り大会
などに、参加して楽しみましょ
う。

7月27日㈮～29日㈰
藤沢駅周辺、遊行寺
藤沢駅南口ミニ盆踊り〈27日〉、遊行ばやしコンテス
ト〈28日〉、大盆踊り大会〈29日〉ほか

と　き
ところ
内　容

問い合わせ
　藤沢商工会議所☎（27）8888または産業労働課☎内線3412、E

（50）8419

第13回藤沢宿  遊行の盆

海で学ぼう！

　漁船に乗って漁場でマダイの稚魚
を放流し、「つくり育てる漁業」を体
験します。

8月14日㈫午前10時
30分～午後0時40分
※荒天時は28日㈫
江の島沖（片瀬漁港から出港）
市内在住の小学生以上の子と保護者20組
程度（抽選）
1人500円

と　き

ところ
対象・定員

費　用
申し込み・問い合わせ
7月20日㈮〈消印有効〉までにはがき（1家族1通）に

必要事項を書いて、農業水産課☎内線3433、E（50）8256へ

マダイ稚魚の放流体験をとおして
藤沢の水産業を知ろう！

　本市の姉妹都市・長野県松本市の親
子と一緒に、地引網と交流会で楽しい
夏休みのひとときを過ごしませんか。

8月6日 ㈪ 午 前11時45
分～午後2時
市内在住・在学の小・
中学生と保護者30人程度（抽選）
1人1000円

と　き

対象・定員

費　用
申し込み・問い合わせ

　7月20日㈮午後5時までに電話またはファクス・Ｅメールに必要
事項と参加者の性別を書いて、藤沢市海と山との市民交歓会実行
委員会事務局〈観光シティプロモーション課内〉  ☎内線3421、E

（50）8255、Ifj-kankoucp@city.fujisawa.lg.jpへ

海山交歓会
～松本市親子を地引網でおもてなし！

　いざというと
きのための心肺
蘇生法やAEDの
使用方法を学ぶ
ほか、救急車に
乗車し模擬救急
出 動 を 行 い ま
す。

8月2日㈭午前9時～正午
消防防災訓練センター
市内在住・在学の小学4～6年生
20人程度（先着順）
※保護者同伴
無料

と　き
ところ
対象・定員

費　用
申し込み・問い合わせ

　7月10日㈫から救急救
命課☎内線8163、E（28）
6417へ電話または来庁で

夏休み特別企画
「1日救急隊員体験」

　体験学習を通
して、お口の健
康と食事の大切
さを学びます。

とき・ところ
☆7月30日㈪、8月31日㈮…南保健センター
☆8月11日㈷…保健医療センター
いずれも☆午前9時30分～正午☆午後1時～

3時30分
対象・定員　市内在住の小学生と保護者各
　　　　　　回20組程度（先着順）
費　用　無料
申し込み・問い合わせ
7月12日㈭午前9時から電話で健康増進課☎

（50）8430、E（28）2121へ

親子で学ぶ
お口と食のわくわく教室

　ジュニア版藤沢市
史「藤沢のいま・む
かし」や文書館のさ
まざまな資料を使っ
て、藤沢について楽
しく学びましょう。

7月28日㈯、8月4日㈯
午後1時30分～3時30分
文書館
加藤厚子氏ほか
市内在住の小学4～6年生各日
10人（先着順）
無料

と　き

ところ
講　師
対象・定員

費　用
申し込み・問い合わせ

　7月11日㈬から電話またはファクスに必要事
項を書いて、文書館☎（24）0171、E（24）0172へ

もんじょ君をさがそう！
～みんなで一緒にタイムトリップ
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