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ふじさわ宿交流館イベント

☆太田プロ若手芸人爆笑ライブ

　と　き　9月2日㈰◎正午◎午後3時
　ところ　ふじさわ宿交流館
　出　演　大矢剛康ほか
　定　員　各回90人（先着順）
☆シネマ交流館 「硫黄島からの手紙」

　と　き　9月14日㈮午後1時~3時20分
　ところ　ふじさわ宿交流館
　定　員　70人（先着順）
　申し込み　当日正午からふじさわ宿交流館で入場券を配布（1人1枚）
　  問い合わせ　郷土歴史課☎ 内線6731、J（50）8432

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）8月10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1637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】
◆㋐果樹農家が教えるブドウ栽培とブ
ドウの食べ比べ　8月23日㈭午前10時
～正午。講師＝関根銀蔵氏。市内在住
の方24人。H100円。
◆㋑バラの秋剪

せ ん

定と育て方　8月25日㈯
午前10時～正午。講師＝樹木医川島一
平氏。市内在住の方32人。H100円。
◆㋒子どものための夏休みクラフト広
場～竹馬作りに挑戦！　8月26日㈰午
前9時30分～正午。講師＝藤沢グリー
ンスタッフの会春山賢三氏。市内在住
の小学生と保護者15組。※小学5・6年
生は子どものみの参加も可。H1組600
円。
◆㋓音楽になった植物たち～湘南ゆか
りの歌をあつめて　8月28日㈫午後1時
30分～3時30分。市内在住の方20人。
H300円。
◆㋔初心者のための草花栽培講習会～
パンジーの種まきと植え替え　9月2日
㈰、10月8日㈷午後1時30分～3時30分、
全2回。市内在住の方16人。H500円。

F㋐は8月16日㈭、㋑は17日㈮、㋒は
21日㈫、㋓は22日㈬、㋔は28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。
辻 堂 青 少 年 会 館
☎（36）3002
E（36）3988 休館日＝第3月曜日

 

◆㋐子育てママのパソコン講座　◎9月
5日㈬…Excelでセルの書式設定◎12
日㈬…Excelでコピー・貼り付け◎19
日㈬…ファイルの保存方法◎26日㈬…
Excelで条件付き書式。いずれも午前
9時30分～正午。講師＝IT講師懇談会
会員。各日成人8人。H300円。
◆㋑ビビット電機の実験室　9月8日㈯
午前9時30分～11時30分。電池などを
使用しない電気作り。講師＝湘南工科
大学社会貢献活動実習生。小学生20人。
H300円。
◆㋒キディルーム～リトミックで遊ぼ
う　9月13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。

F㋐㋑は8月16日㈭、㋒は17日㈮いず
れも午前9時から電話または来館で。
◆iPadで発明～エジソン☆ジュニア
9月15日㈯午前9時30分～11時30分。
ゲーム作り。講師＝髙橋宜盟氏。小学
3年生～中学生20人。H500円。F8月
17日㈮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　9月
6日㈭午前10時～正午。布を使った遊
びほか。未就園児と保護者。
◆学習応援　8月29日㈬、30日㈭午前9
時30分～11時30分。講師＝ジブンラボ
ラトリスタッフ。小・中学生。

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
◆㋐のんびりアロマプラネタリウム　
8月25日㈯午後6時30分～7時20分。130
人。H500円(中学生以下200円)。
◆㋑プラネタリウムリバイバル投影　9
月1日㈯午後6時30分～7時20分。人気
のこども館オリジナル番組を2番組投
影。160人。H500円(中学生以下200円)。

F㋐は8月15日㈬、㋑は22日㈬ともに
午前9時から電話または来館で。

市民シアター ☎（45）1550
E（45）1551

◆音楽の絵本～Ｗクインテット　12月
1日㈯◎午前11時◎午後3時。出演＝
ズーラシアンブラスほか。H2500円（小
学生以下1500円、3歳以下膝上無料。
全席指定）。F8月11日㈷午前9時から
市民シアターで販売開始〈市民会館☎ 
（23）2415でも販売〉。

市 民 ギ ャ ラ リ ー
休館日＝月曜日☎（26）5133

E（26）5144
8月21日㈫～26日㈰の展示
　☆第32回彩湘会展（油彩・水彩）
　☆第2回シーサイド写真クラブ写真展

藤沢駅北口地下道展示場
◆平和展　 8月22日㈬～28日㈫。※市
役所本庁舎ラウンジでも展示。
少 年 の 森
☎（48）7234､ E（48）7249

◆キャンプファイア　9月1日㈯午後7時
～8時30分。市内在住・在勤・在学の
親子20組。H1人300円（4歳以下は無料）。
F8月17日㈮午前9時から電話で。
◆藤沢ごしょみ産アウトドアクッキン
グ！食べて知る地域の魅力　9月8日㈯
午前10時～午後3時。市内在住・在勤・
在学の5歳～小学生と保護者25人。H10
00円（小学4年生以下は700円）。F8月
18日㈯午前9時から電話で。

や す ら ぎ 荘
☎（81）6068
E（83）4624 休館日＝月曜日

◆地域開放・夏休み映画会｢リトルプ
リンス　星の王子さまと私｣　8月21日
㈫午前10時～正午。市内在住の方50人。
◆サークル共催講座｢スポーツ吹矢入
門講座｣　9月9日㈰、16日㈰午後1時30
分～3時30分、全2回。講師＝川村聖氏。
市内在住の60歳以上の方15人。H200
円。F8月19日㈰から電話または来館
で（午前9時～午後4時）。
湘 南 な ぎ さ 荘
☎（36）2315
E（36）1171 休館日＝月曜日

◆地域開放・夏休み子ども映画会｢怪
盗グルーのミニオン大脱走｣　8月26日
㈰午前10時～11時30分。市内在住の方
50人。
◆㋐四季を愉

た の

しむちりめん細工｢つる
し雛

び な

の作成｣　9月11日、10月9日、11
月13日、12月11日、2019年1月8日、2
月12日毎回火曜日午前9時30分～正午、
全6回。市内在住の60歳以上の方20人。
H3000円。
◆㋑健康づくり運動講座｢ゆがみ調整
体操～ストレッチポールで姿勢改善｣
9月12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。
◆㋒表現体操｢童謡などの音楽にあわ
せて行う体操｣　9月16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。

F㋐は8月28日㈫、㋑は29日㈬、㋒は
30日㈭から電話または来館で（午前9時
～午後4時）。
こ ぶ し 荘
☎（45）3121
E（45）3126 休館日＝月曜日

◆防災時に役立つパッククッキング教
室　9月5日㈬午前10時～午後1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16人
（抽選）。H650円。F8月22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。
◆ヨーグルト・乳酸菌セミナー～ヨー
グルトの秘密　9月4日㈫午前10時～正
午。講師＝（株）明治管理栄養士宮崎久
美子氏。市内在住の60歳以上の方30人。
F8月17日㈮から電話または来館で（午
前9時～午後4時）。

　市では、妊娠・子育て中の方
が、安心して出産・子育てがで
きるよう、さまざまな子育て支
援を行っています。
　問い合わせ　子育て企画課☎
内線3812、E（50）8428

特集

◆「みんなで子育て～ひとりじゃないよ」ができました

市には、子育てを応援するさまざまな窓口があります。気軽にご利用ください。（いずれも無料です）

　子育ての考え方はさまざまであり、世代間・夫婦間でも違う
ものです。環境の変化に伴う悩みや戸惑いが育児不安につなが
り、時には孤立感を感じることもあります。
　市では、このような孤立感を軽減できるよう、子育て・孫育
てしている方や地域の方の声を集めた冊子「みんなで子育て～
ひとりじゃないよ」を作成しました。
　
 配布場所　子育て企画課、各市民センター・公民館など
 ※市のホームページの同課のページからもダウンロードできます

◆どんなことが書いてあるの？

子ども・子育て・青少年の相談

☆ママ・パパ、おじいちゃん・おばあちゃん、地域
の皆さん・学生などの子育てに関するつぶやきや
エール

☆子育てに関するQ＆A
☆お出掛けスポットや藤沢産のおいしいものの紹介
☆市の子育て支援施設などの紹介　　　ほか

◆子育て支援センターへ出掛けてみませんか

こんな取り組みもしています～地域de子育て

　地域の子育て支援の拠点である子育て支援センターでは、子育てアドバイザーが日頃の
悩みについて相談に応じたり、子育てに役立つ情報を提供したりしています。

　子育て支援センターは、妊娠・出産・乳幼児期の親子が安
心して気兼ねなく交流できる居場所です。
　六会子育て支援センターでは、「中学生と乳幼児のふれあ
いひろば」や「プレママと子育てママ」など、子育て世代と地
域の方々がふれあう企画を行っています。

子育て中によくあるエピソー
ドを集めた「子育てあるある
かるた」も掲載しています！
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「みんなで子育て」を目指します

名　称

藤沢
子育て支援センター

月～土曜日
午前10時～午後3時

（相談は午前9時～午後4時）

鵠沼石上1-11-5
☎（22）7037

湘南台
子育て支援センター

月～土曜日
午前10時～午後3時30分

（相談は午前9時～午後4時）

湘南台1-8
☎（42）5533

辻堂
子育て支援センター

月～土曜日
午前9時30分～午後4時

（相談は午前9時～午後4時30分）

辻堂神台1-3-39
タカギビル2階
☎（33）2311

六会
子育て支援センター

月～土曜日
午前9時30分～午後4時

（相談は午前9時～午後4時30分）

亀井野4-8-1
☎（81）7722

とき（祝日を除く） 住所・電話番号

　19歳以下の子どもを対象に、子育ての不安や悩み、
育児ストレスなどの相談をお受けしています。子ども本
人からの相談も受け付けています。

と　き　平日午前9時～午後5時
ところ　子ども家庭課
問い合わせ　子ども家庭課
　　　　　　☎内線3842、E（50）84288

お子さんの預け先に関する相談
（保育コンシェルジュ）

　認可保育所などの保育サービス全般について、さまざ
まな情報を提供します。

と　き　平日午前9時～午後4時(1回1時間程度）
ところ　保育課
※予約優先
※辻堂・湘南台・六会子育て支援センターで出張相

談も行っています。詳細はお問い合わせください
問い合わせ　保育課☎内線3823、E（50）8416

育児相談

　離乳食、生活習慣、友達関係、言葉、癖
など乳幼児の育児についての悩みや心配事
はお近くの保育園へご相談ください。

と　き　平日午前9時～午後4時
ところ　市内認可保育所
問い合わせ　保育課☎内線3823、E（50）8416

障がいのある子どもの相談

　17歳以下の子どもを対象に、障がいのある子どもの相談
から障がい児通所支援やその他福祉サービスに関する相
談・申請、障がい者手帳の申請・交付を行います。

と　き　平日午前8時30分～午後5時
ところ　子ども家庭課
問い合わせ　子ども家庭課
　　　　　　☎内線3846、E（50）8428

ひとり親家庭相談

　母子・父子家庭や養育者家庭など、
生活や仕事・子育てなどさまざまな相
談を母子・父子自立支援員がお受けし
ます。電話での相談も受け付けていま
す。

と　き　平日午前8時30分～午後5時
ところ　子育て給付課
問い合わせ　子育て給付課☎内線3837、E（50）8416

子どもの発達相談

　心身の発達に課題がある、または障がいがあると思われ
る子どもについて、お困りの方の相談を受け付けています。
　※来所の場合は要予約

と　き　平日午前8時30分～午後5時
ところ・対象 ㋐南保健センター（子ども発達支援担当）
 …未就学児、
 ㋑子ども家庭課
 …小学生～おおむね15歳の方
問い合わせ
㋐は子ども家庭課子ども発達支援担当☎（50）3596、E

（28）2255、㋑は子ども家庭課☎内線3842、E（50）8428へ

☆市の子育て支援施設などの紹介　　　ほか

時
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