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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）10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1641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
●原則として市内在住・在勤・
在学の方が対象、申し込みは土・
日曜日、祝日を除きます
※電話番号などは間違いのない
ようおかけください

藤 沢 公 民 館 ☎(22)0019
J(22)0293

●おはなしのへや～公民館まつりおは
なし会　10月20日㈯◎午後1時◎午後2
時。大型絵本やパネルシアター、折り
紙ほか。
●子育てフリースペース～親子で楽し
くハロウィン「リトミック」　10月29日
㈪午前10時～正午。2歳以下の子と保
護者。

済  美  館 ☎・E（28）4471

●湘南のお地蔵さまを学ぶ～その不思
議と魅力　11月5日㈪、12日㈪午前10
時～正午、全2回。講師=茅ヶ崎市史編
さん委員会中島淳一氏。成人30人。
F10月23日㈫午前9時から藤沢公民館
へ電話または来館で。

●シニア世代のいきいき講座～誰でも
簡単にできる色えんぴつ画　11月9日
㈮、16日㈮午後2時～4時、全2回。講
師=小林雅美氏。60歳以上の方20人。
H1000円。F10月24日㈬午前9時から
藤沢公民館へ電話または来館で。
●卓球開放　10月14日㈰午前9時～11
時30分。

鵠 沼 公 民 館 ☎(33)2002
J(33)2203

●大磯歴史散歩～潜伏キリシタンの遺
品と吉田茂邸をめぐる　11月9日㈮午
後1時15分～5時。講師=茅ヶ崎市史編
さん委員会中島淳一氏。成人15人。
H1100円（別途実費あり）。F10月24日
㈬から電話または来館で。
●サークル共催「はじめての鎌倉彫講
座」　11月8日～22日毎週木曜日午後1
時30分～4時、全3回。講師=廣田松仙
氏。H1000円（別途実費あり）。F10月
25日㈭から電話または来館で。
●おててつないで（保育専用室開放）
10月24日㈬午前10時～午後2時30分。
乳幼児と保護者。
●おもちゃの病院　10月28日㈰午後1
時30分～3時30分。おもちゃの修理。※
部品交換などは実費。

明 治 公 民 館 ☎(34)5660
J(33)5727

●てづくりごっこ～きりんのわなげ　
10月19日㈮午後3時～4時。幼児～小
学生。
●おはなし会　10月17日～31日毎週水
曜日午後3時30分～4時。幼児～小学生。
●わらべうたであそぼう!　10月26日
㈮午前11時～11時30分。※未就学児は
保護者同伴。

片 瀬 公 民 館 ☎(29)7171
J(25)8907

●教育文化講演会～保護者の不満、教
師の悲鳴、家庭と学校の「すれ違い」
はなぜ起こるのか?　11月30日㈮午前
10時～正午。講師=石川結貴氏。100人。
※手話通訳・保育あり〈1歳以上の未就
学児12人。Hおやつ代100円〉。F10月
18日㈭から〈保育希望の方は11月2日㈮
まで〉電話または来館で。

片瀬しおさいセンター ☎（29）6668
E（29）6674

●あかちゃんとママのオイルトリート
メント　11月5日㈪午前10時30分～11
時30分。講師=齋藤智子氏。3～7カ月
児と母親10組。H1組500円。F10月
16日㈫午前9時から電話または来館で。
●バドミントン・卓球開放　11月4日
㈰、10日㈯、17日㈯午後1時15分～4時
30分。

御所見公民館 ☎(49)1221
J(48)5807

●宮原地区花めぐりウオーキング「花
園・農園を巡る」　11月6日㈫午前9時30
分～正午。※雨天中止。講師=湘南ふ
じさわウオーキング協会会員。20人。
F10月22日㈪午前9時から電話または
来館で。

●市民企画講座～アクティブシニア・
変化を求めて　11月15日、29日、12月6
日毎回木曜日午後1時～3時、全3回。
江戸城についての講義、旧江戸城跡見
学ほか。講師=黒田涼氏。60歳以上の
方35人（抽選）。 F10月26日㈮〈必着〉
までに往復はがき（1人1通）に講座名・
住所・氏名・年齢・電話番号を書いて、
御所見公民館〈〒252-0824打戻1760-1〉
へ。

湘南大庭公民館 ☎(87)1112
J(87)1110

●おもちゃのへやメリーゴーランド　
10月20日㈯午前10時～午後3時。障が
い児・未就学児と保護者・家族がおも
ちゃを通して交流するスペース。
●卓球開放　10月18日㈭午後1時30分
～4時30分。

村 岡 公 民 館 ☎(23)0634
J(23)0641

●おひざの上のおはなし会　11月2日
㈮◎午前10時20分～10時50分◎午前11
時～11時30分。1～3歳児と保護者各20
組。F村岡市民図書室☎ （28）6939へ電
話または来室で。
●卓球開放　11月1日～29日毎週木曜
日（8日を除く）午後3時～5時。4日㈰午
後1時～3時。
●囲碁・将棋開放　11月4日㈰午前9時
～午後3時。

六 会 公 民 館 ☎(90)0203
J(83)2298

●おはなし会　10月17日㈬午後3時15
分～3時45分。
●おひざのうえのおはなし会　10月24
日㈬午前11時～11時30分。
●バドミントン開放　10月24日㈬午後
6時～9時。

長 後 公 民 館 ☎(46)7373
J(46)7034

●健康体操2018のつどい　11月4日㈰
午前10時～11時30分。プラス・テン体
操ほか。講師=介護予防運動指導員鈴
木友範氏。100人。

●歴史講座～豊臣秀吉の天下統一と日
本　11月8日㈭、15日㈭午後1時30分～
3時30分、全2回。講師=鎌倉考古学研
究所理事伊藤一美氏。成人40人。F10
月26日㈮から電話または来館で。
●おはなし会　10月27日㈯午後2時30
分～3時。
●サウンドテーブルテニス開放　11月
8日㈭午後1時30分～4時。

辻 堂 公 民 館 ☎(34)9151
J(34)4187

●ラッコの広場　11月1日～15日毎週
木曜日午前10時～正午。親子自由参加
型のサロン。乳幼児と保護者。
●こどもの広場　11月1日～29日毎週
木曜日午後3時10分～4時15分。将棋・
工作・生き物の話ほか。4歳児～小学
生。
●卓球開放　11月6日～27日毎週火曜
日午前9時～11時。8日、22日、29日毎
回木曜日午後1時～3時。

善 行 公 民 館 ☎(90)0097
J(81)4441

●女性セミナー「私を育てるステキな
時間」　11月20日㈫、27日㈫午前10時
～正午、全2回。おせち料理作り、自
分さがし。成人女性24人。※保育あり
〈2歳以上の未就学児15人。Hおやつ代
200円〉。H1000円。F10月22日㈪から
電話または来館で。

●あかちゃんとのふれあいタイム　オ
イルトリートメント　11月22日㈭午前
10時30分～11時30分。4～7カ月児と保
護者10組（初めての方優先）。H1組500
円。F10月25日㈭から電話で。
●卓球開放　11月6日㈫、21日㈬午前9
時～11時。25日㈰午前9時～正午。
●バドミントン開放　11月15日㈭午前
9時～11時。25日㈰午後1時～4時。

湘南台公民館 ☎(45)3070
J(45)1604

●サークル共催事業「吹奏楽初見大会」
11月4日㈰午後2時30分～5時30分。講師
=ocean brass。演奏経験があり、楽
器（打楽器を除く）を持参できる中学生
以上の方30人。※中学生は保護者同伴。
F10月16日㈫から電話または来館で。

●バドミントン・卓球開放　10月18日
㈭午後6時～8時30分。※小学生以下は
保護者同伴。

三者連携ふじさわのホームページに、各地域協力者会議の事業内容を掲載
しています。
市のホームページの教育総務課のページからご覧ください。

三者連携ふじさわのホームページに、各地域協力者会議の事業内容を掲載三者連携ふじさわのホームページに、各地域協力者会議の事業内容を掲載

会議名 中学校区 主なイベントや活動

御所見地区
ふれあい共育ネットワーク

卒業生激励会（2月）、
おしごと王国（3月）
子ども健全育成のつどい（7月）、
郷土の散策～遠藤の秋を探そう（11月）
ふれあいコンサート（1月）、
ふれあいサタデー（7・2月）
フェスタとらいあんぐる（1月）、
ようこそ先輩（3月）

六陵祭（六会中文化祭）文化部門参加（9月）、
学校間交流（10・11月）
教育文化のつどい「善行かるた大会」
（11月）
五行歌でふれあい、
森林ボランティア（8月）
あじさいロード整備、
アジサイまつり（6月）
田んぼ体験学習（4～12月）、
じゃりんこまつり（8月）
ワイワイ広場（8月）、
ふれあい音楽会（11月）
Ｙワイまつり（7月）、
こどもみまもりネットワーク会議
ビーチ・クリーンボランティア（7月）、
ふれあいコンサート（11月）
みんなの音楽会（11月）、
リズムDE楽しくスポーツ（12月）
ふれあい学習会（1月）、
小学校家庭科授業ミシン補助（10・11月）

ポイ捨て無くし隊（6・7・9・12・2月）、
子どもから見た「地域」写真・絵画展（12～ 2月）

御所見中

秋葉台中

長後・高倉中

湘南台中

大庭・滝の沢中

六会中

善行中

明治・羽鳥中

大清水中

第一中

村岡・藤ヶ岡中

鵠沼中

高浜中

湘洋中

片瀬中

秋葉台サンシャイン

長後共育フォーラム

湘南台地域協力者会議

大清水心のかけはし会

たまじゃり応援団会議

むらおか・
子ども相互支援会議
鵠沼
ふれあいトライアングル

高浜地域子ども支援会議

ネットワーク湘南堂夢

片瀬地区
青少年支援フォーラム

湘南大庭地区
子どもサポート会議
学園都市
むつあい協力者会議
善行三者
ふれあいネットワーク
明治地区青少年
ふれあいネットワーク

　子どもたちが健やかに成長するためには、
地域全体の力が大切です。市内全域の中学校
区を基本とした15地区で「地域協力者会議」が
組織され、各地域の特性を生かして子どもた
ちの成長を支援する活動をしています。
　構成員は、小・中学校、PTA、自治会・町
内会、青少年育成に関わる地域団体などの代
表者です。
　地域によっては幼稚園や保育園、高校、大
学、商店街などが構成メンバーになっている
ところもあります。各会議では、地域課題の
討議、地域コミュニティー事業、地域団体と
の連携、学校支援、講演会・学習会の開催な
どの活動を行っています。

各地域協力者会議では、さまざまなイベントや活動を実施しています。
※参加方法など詳細は教育総務課へお問い合わせください

★三者連携ふじさわ（学校・家庭・地域連携推進事業）とは

地域協力者会議のイベントや活動に参加してみませんか

村岡・大道・新林・大鋸・高谷小学校、藤ヶ
岡・村岡中学校の児童・生徒の交流を目的とし
て、今年で15回目の開催を迎えます。この音楽
会は、毎年約300人の児童・生徒が出演し、400
人以上の保護者や家族が鑑賞を楽しみに来場す
る大きな催しとなっています。

鵠沼地区内の小・中学生主体のお祭りで、毎
年夏休み最初の土曜日に開催しています。個
性豊かな手作り品などの模擬店や部活動・公
民館サークルなどのステージ発表を行い、今
年の来場者は約2800人でした。お祭りの運営
を通して、学校・家庭・地域の三者のネット
ワークをより深めることができています。

子どもだけでなく、音楽でみんなが一体とな
れる場作りを目指し、辻堂小学校の体育館で、
辻堂・鵠南小学校、湘洋中学校の3校合同の音
楽祭を開催しています。
昨年は、辻小うたい隊・鵠南小合唱団・湘洋
中器楽部・湘洋中PTA合唱サークルやハープ演
奏などさまざまな団体が参加しました。

湘南工科大学で、高浜中学校と湘南工科大付
属高校の吹奏楽部合同演奏会を開催していま
す。高校生と一緒に設備の整った広い講堂で
演奏することは、中学生にとって良い経験と
なっています。観客と一緒に会場全体で合唱
もする和やかなコンサートは、音楽を通して
子どもと地域の方との繋がりを強めることが
できる場になっています。

小学校の家庭科のミシンの授業では、地域の
方がエプロンやナップザック作りの見守りと
手伝いをしています。先生一人では目の届か
ない作業の補助があることで、生徒の作品作
りもスムーズに進み、お互いが楽しみながら
授業を進めています。

ふれあい音楽会〈むらおか・子ども相互支援会議〉

Yワイまつり〈鵠沼ふれあいトライアングル〉

ふれあいコンサート〈高浜地域子ども支援会議〉

みんなの音楽会～リズムに夢を乗せて〈ネットワーク湘南堂夢〉

小学校家庭科授業ミシン補助〈片瀬地区青少年支援フォーラム〉

こんな取り組みをしています

特 集 三者連携ふじさわ 　本市では、学校・家庭・地域が連携し、地
域全体で子どもたちの健やかな成長を支援す
る「学校・家庭・地域連携推進事業」を実施し
ています。
　問い合わせ
　教育総務課☎内線5111、E（50）8424地域社会全体 　子どもたち　育もう　　　　　　で　　　　　を
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