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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）9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1640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

や す ら ぎ 荘
☎（81）6068
E（83）4624 休館日＝月曜日

◆㋐サークル共催事業「初級陶芸講座」
10月27日～11月10日毎週土曜日午前9時
45分～午後2時45分、全3回。講師＝八
ツ橋博美氏。市内在住の60歳以上の方
25人。H3000円。
◆㋑健康ボイストレーニング！～歌い
ながら楽しく学ぶ呼吸法　10月30日、
11月6日、20日毎回火曜日午前10時～
11時30分、全3回。講師＝窪田恵子氏。
市内在住の60歳以上の方30人。

F㋐は10月2日㈫、㋑は10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

◆㋐表現体操「童謡などの音楽にあわ
せて行う体操」　10月21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。
◆㋑サークル共催事業「マジック初心
者入門講座」　10月23日㈫午前10時～
正午。市内在住の60歳以上の方10人。
◆㋒健康づくり運動講座「ロコモ予防
体操～転ばぬ先の筋トレ、膝痛・腰痛
も予防改善」　10月24日㈬午前10時15
分～午後0時15分。市内在住の60歳以
上の方30人。

F㋐は10月7日㈰、㋑は9日㈫、㋒は
10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

◆健康づくり運動講座「ロコモ体操～
腰痛予防体操」　10月30日㈫午前9時30
分～11時30分。市内在住の60歳以上の
方30人（抽選）。F10月14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。
◆㋐スマホ・パソコンなどの活用サロ
ン～自分のペースで使いこなそう　10
月20日㈯、27日㈯午前10時～正午。講
師＝湘南工科大学学生。市内在住の60
歳以上の方各日8人。
◆㋑コツをつかんでもっと素敵に～簡
単ヘアアレンジ講座　10月31日㈬午前
10時～正午。講師＝ヘアメイクアップ
アーティスト上田育美氏。市内在住の
60歳以上の方30人。
◆㋒サークル共催事業「社交ダンス体
験講座～入門から中級まで」　10月24
日㈬、11月14日㈬午前11時30分～午後
1時30分、全2回。講師＝佐藤芳春氏。
市内在住の60歳以上の方20人。

F㋐は10月4日㈭、㋑は5日㈮、㋒は
10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
休館日＝月曜日☎（26）5133

E（26）5144
10月2日㈫～7日㈰の展示
　☆藤沢市老人クラブ連合会趣味展
　（絵画・写真ほか）
　☆第8回PSクラブ写真展「四季光彩」
　☆JOYステンドグラスの会作品展
10月9日㈫～14日㈰の展示
　 ☆第51回藤沢市中学校美術展（市立
中学校生徒の作品）
10月16日㈫～21日㈰の展示
　 ☆第39回藤沢市芸術文化展（美術・
書道・写真・華道）
10月23日㈫～28日㈰の展示
　☆第14回明大チャリティアート展
　（写真・書道ほか）
　☆第29回藤沢写真愛好会展
　☆第31回鵠沼洋画会展（油彩・水彩）
10月30日㈫～11月4日㈰の展示
　☆第43回藤沢市美術家協会会員展
　（絵画・工芸ほか）
《常設展示室》
◆大庭城と城山の歴史・第18回遺跡調
査速報展　10月27日㈯～2019年1月13日
㈰。

藤沢駅北口地下道展示場
◆藤沢今昔・まちなかアートめぐり　
10月18日㈭～22日㈪。
◆非行防止ポスター展　10月25日㈭～
11月5日㈪。
藤 沢 青 少 年 会 館
☎（25）5215
E（28）9567 休館日＝第3月曜日

 

◆親子にっこり講座～手作り味
み

噌
そ

を作
ってみよう！　10月22日㈪、26日㈮午
前10時30分～正午。子と保護者各日10
組。H1組500円。F9月29日㈯午前9時
から電話で。
◆ママが“わたし”にかえる部屋～子
育てのモヤモヤをシェアしませんか？
10月16日㈫午前10時～11時30分。小物
作りほか。市内在住の乳幼児と保護者。
辻 堂 青 少 年 会 館
☎（36）3002
E（36）3988 休館日＝第3月曜日

 

◆㋐芋ほり　10月20日㈯午前9時30分
～11時30分。※雨天時は28日㈰。小学
生30人。H350円。
◆㋑秋から始めよう！サークル共催事
業「親子3B体操」　10月24日㈬、11月
7日㈬午前10時～11時。道具を使った
リズム体操。1歳6カ月以上の未就学児
と保護者各日10組。
◆㋒リトルバンビ～音楽と絵本の世界
10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。6
歳までの子と保護者10組。 

F㋐は10月3日㈬、㋑は4日㈭、㋒は5
日㈮いずれも午前9時から電話または
来館で。
少 年 の 森

休所日＝月曜日☎（48）7234
E（48）7249

◆森のお仕事・森遊び　10月27日㈯午
前10時～午後3時。森の手入れ、焼き芋。
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。H300円。F10月6日㈯午前9時か
ら電話で。

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
◆キッズプラネタリウム「きれいがいっ
ぱい～せいうん・ぎんが」（有料）　10月
6日㈯から。
◆季節の星座・60分生解説　10月13日
㈯午後6時30分～7時30分。160人。H
500円（中学生以下200円）。F10月3日
㈬午前9時から電話または来館で。
◆星空のコンサート　10月27日㈯午後
6時30分～7時30分。出演＝GARMOSH
KA。160人。H500円。Fこども館1階
で販売中。
■ワークショップ
◆湘南台まつり「空飛ぶ円ばんを作っ
てあそぼう！」　10月13日㈯、14日㈰午
前10時～午後2時30分。小・中学生と
保護者同伴の幼児各日200人。H1人50
円。
◆こども館ゲームDEファンタジア！
10月27日㈯、28日㈰午前10時～午後3
時。射的、スーパーボールすくいほか。
小・中学生と保護者同伴の幼児。H1
回50円。
◆作ってあそぼう～磁石を使ったおも
ちゃ　11月3日㈷、4日㈰、10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。H1人200
円。
◆㋐陶芸教室（楽焼き）　11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）。H1
人600円。
◆㋑秋の自然ウオッチング　11月11日
㈰午前10時～午後0時30分。小・中学
生と保護者20人（抽選）。H1人200円。

F㋐は10月21日㈰、㋑は28日㈰〈とも
に必着〉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）。

☎（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】
◆㋐花屋さんが教えるお花たっぷりの
アレンジメント　10月11日㈭午前10時
～正午。講師＝ルッカ代表斉藤雄太
氏。市内在住の方20人。H2500円。
◆㋑マツの手入れ～葉のもみ上げにつ
いて　10月14日㈰午前10時～正午。講
師＝日本ガーデンデザイン専門学校校
長鴨下文秀氏。市内在住の方32人。H
100円。

F㋐は10月2日㈫、㋑は3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】
◆秋季盆栽展　10月6日㈯～8日㈷午前
10時～午後4時（8日は午後3時30分まで）。

　さまざまなサークル・地域団体が日ごろの活動の成
果を披露します。子どもから大人まで楽しめる催しも
満載です。会場へ足を運んで、地域のふれあいの輪を
広げましょう。
問い合わせ
各公民館へ（電話番号は2～ 4面をご覧ください）
御所見公民館☎（49）1221、E（48）5807
※車での来館はご遠慮ください
※掲載イベントのほかにもさまざまな催しが行われ
ます

現藤沢公民館で開催される最後の公民館まつり、
ぜひ一度お越しください！

　さまざまなサークル・地域団体が日ごろの活動の成

地域文化の祭典特集

藤沢 小さな輪・大きな環・みんなの和

いちおし

◎10月20日㈯
　午前10時～午後4時
ダンスパーティー〈午後6時
～8時45分〉、演舞演武発表
会、模擬店
◎21日㈰
　午前9時30分～午後3時
舞台発表、つみきあそび、
模擬店

古本市、模擬店、キッズランド、作品展示、百人
一首〈21日〉

鵠沼 手をつなごう！アットホーム鵠沼

いちおし

◎10月20日㈯
　午前10時～午後4時
スポーツレクリエーション
部門ステージ発表、チャリ
ティーダンスパーティー〈午後
6時～ 8時30分〉
◎21日㈰
　午前10時～午後3時
芸能音楽部門ステージ発表

羽鳥中学校吹奏楽部演奏、ミニSL〈13日〉、ジャ
ンボ金魚すくい〈14日〉

明治 ふれあいの心で育つふるさとの和

いちおし

◎10月13日㈯
　午前10時～午後3時
福祉バザー、飛び入り囲碁
対局、子どもスタンプラリー
◎14日㈰
　午前10時～午後3時
体育室・外ステージ発表
※21日㈰にチャリティーダ
ンスパーティーあり

地域団体などの模擬店、サークルの展示・発表

長後 つなごう手と手　つたえようふるさとの心

いちおし

◎10月20日㈯
　正午～午後4時
小学生の鼓笛隊行進・鼓笛
演奏、体操とダンス発表
◎21日㈰
　午前9時30分～午後3時30分
歌と演芸の発表、福祉バザー
※19日㈮に社交ダンスパー
ティーあり

掘り出し物市〈21日〉、わらぶき屋根休憩所、サー
クル作品展示、舞台発表、模擬店

御所見 育てよう郷土の文化　伝えようふるさとの心

いちおし

◎10月20日㈯
　午前9時～午後4時
御所見小学校鼓笛隊パレー
ド、御所見中学校吹奏楽部演
奏、福祉バザー
◎21日㈰
　午前9時～午後3時
柔道大会、子どもゲームラ
ンド

舞台発表、太鼓の競演、亀井野保育園鼓笛隊〈13
日〉、六会ふるさと音頭〈14日〉

六会 笑顔かがやく　六会　ふるさとまつり

いちおし

◎10月13日㈯
　午前10時～午後3時
六会中学校吹奏楽部・亀井
野太鼓連の演奏・日大藤沢高
校チアダンス
◎14日㈰
　午前10時～午後3時
石川諏訪明神太鼓・天神ばや

し・俣野ばやし保存会の演奏

舞台発表、作品展示、サークル活動体験、模擬
店、公民館事業紹介

村岡 むらおか、ふれあいの秋

いちおし

◎11月10日㈯
　午前10時～午後3時
人形劇、水墨画講習、琴講習
◎11日㈰
　午前10時～午後3時
せっけん作り、紙芝居
※3日㈷に福祉バザー、5
日㈪にチャリティーダン
スパーティーあり

地域小学生の「まつり大ポスター展」、新鮮野菜の
販売コーナー

善行 こころの中にふるさとを！

いちおし

◎10月20日㈯
　午前9時45分～午後4時
作品展示、舞台披露、模擬
店
◎21日㈰
　午前10時～午後3時
作品展示、舞台披露、模擬
店
　※13日㈯に福祉バザーあり

市民シアターでのオープニングイベントとサーク
ル発表、湘南台高校茶道部のお茶席〈14日〉

湘南台 今日より明日へ　みんなでつくる湘南台

いちおし

◎10月13日㈯
　午前9時50分～午後4時
湘南台中学校吹奏楽部演
奏、湘南台小学校鼓笛隊演
奏、福祉バザー
◎14日㈰
　午前10時～午後3時
まつりばやし、福祉バザー

グルグルおおば迷路、地区内小・中学校の屋外ス
テージ発表、みんなでラジオ体操

湘南大庭 みんなでつくろうふるさとの文化

いちおし

◎10月27日㈯
　午前10時30分～午後4時
福祉バザー、子ども向けお
はなし会、模擬店
◎28日㈰
　午前10時～午後3時
工作や遊びを体験できるこ
どもワールド、お抹茶席、模
擬店

1964東京オリンピック＆モースと江の島、江の
島浮世絵ぬりえ展

片瀬 片瀬でかがやく　人・夢・みらい

いちおし

◎10月27日㈯
　午前10時～午後4時
片瀬小学校鼓笛パレード、
片瀬中学校吹奏楽部・合唱部
とサークルなどの「音まつり」
◎28日㈰
　午前10時～午後3時
片瀬餅つき唄・片瀬こま、
みんなでチャレンジ

子ども太鼓、地元野菜の販売、秋葉台中学校生徒
のお点前披露、ポスターコンクール

遠藤 ふれあいで育てよう　ふるさとの心

いちおし

◎10月27日㈯
　午前9時30分～午後3時
秋葉台中学校吹奏楽部演奏、

福祉バザー、スポーツ体験
◎28日㈰
　午前10時～午後3時
えんどう・オン・ステージ
※20日㈯にチャリティーダ
ンスパーティーあり

ボッチャ大会開催、サークルの展示・発表、模擬
店

辻堂 出会い　ふれあい　潮風のまち

いちおし

◎10月27日㈯
　午前10時～午後3時
花・海産物の販売、ダンス
パーティー〈午後3時30分～
6時〉、地域団体活動展
◎28日㈰
　午前10時～午後3時
野菜販売、地域団体活動展
　※20日㈯に福祉バザーあり

fujisawa092506[1-1].indd   1 2018/09/14   18:52




