
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）12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1645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

　へルプマークは、障がいなどが外見から分からなくても支援や配慮
を必要としている方が、周囲の方に配慮を必要としていることを知ら
せ、支援を受けやすくなるよう作られたマークです。
　ヘルプマークを身に付けている方への思いやりのある行動をお願い
します。

　ヘルプカードを配布しています
　市では障がいなどがある方が携帯し、必要な支援や配慮を
周囲の人にお願いするための「ヘルプカード」を配布してい
ます。
　【配布場所】
☆障がい福祉課、地域包括ケアシステム推進室、保健予防課、
　北部福祉総合相談室、各市民センター・村岡公民館の地区福祉窓口
☆各地域ささえあいセンター、各地域包括支援センター
☆イトーヨーカドー藤沢店・湘南台店、ヨークマート辻堂太平台店・六会店

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

石名坂温水プール ☎(82)5131
J(82)5132

◆石名坂地域感謝祭　12月16日㈰午前
8時30分～午後1時。野菜直売、餅つき
体験ほか。
◆楽・楽水泳教室（初級）　㋐1月9日～
3月20日（2月13日、20日を除く）毎週水
曜日㋑1月11日～3月29日（2月15日、22
日、3月22日を除く）毎週金曜日。とも
に午前11時15分～午後0時30分、全9回。
25ｍ泳げるようになりたい方各15人
（抽選）。※肢体に障がいのある方も受
講可〈各5人（先着順）〉。H5400円。F
ともに12月12日㈬～17日㈪に来館で。
※肢体に障がいのある方は12日㋐は午
前10時、㋑は午前11時から電話で。
◆楽・楽ナイタースイム～レベルアッ
プ編　1月12日～3月16日毎週土曜日（2
月16日、23日を除く）午後7時～8時30
分、全8回。クロールで25ｍ以上泳げ
る方12人（抽選）。※肢体に障がいがあ
る方も受講可〈3人（先着順）〉。H4800
円。F12月12日㈬～17日㈪に来館で。
※肢体に障がいのある方は12日午後2
時から電話で。
◆㋐卓球初級　1月21日～3月25日毎週
月曜日（2月11日、18日を除く）午前10
時～11時30分、全8回。14人（抽選）。
H4800円。
◆㋑はじめての太極拳　1月21日～3月
25日毎週月曜日（2月11日、18日を除く）
午後1時30分～3時、全8回。15人（抽選）。
H4800円。

F㋐㋑は12月20日㈭～26日㈬〈25日㈫
を除く〉に来館で。

鵠沼運動公園 ☎(36)1607
J(36)1754

◆おとなグループレッスン　1月10日
～31日毎週木曜日午前11時20分～午後
0時30分。八部公園プール。クロール、
背泳ぎほか。18歳以上の方各日18人。
H1回1000円。F12月20日㈭午前10時
30分から来所で（午後2時から電話も可）。
◆こどもグループレッスン　㋐息継ぎ
マスター編…1月11日～25日毎週金曜
日㋑クロール背泳ぎマスター編…1月
16日～30日毎週水曜日。ともに午後5
時～6時。八部公園プール。小学生で
㋐は面かぶりクロールで10ｍ以上泳げ
る方、㋑はクロールで15ｍ以上泳げる
方各日24人。H1回1000円。F12月20
日㈭から来所で（午後7時から電話も可）。
◆障がい者ふれあいグループスイム　
1月11日～25日毎週金曜日午後6時～7
時。八部公園プール。障がいのある方
各日10人。H1回600円。F12月21日㈮
午後1時から電話で。
◆個人スイムレッスン　通年（7月～9
月を除く）、1回45分。4種泳法、水中
運動ほか。H2000円。F1月分は12月
26日㈬から来所で（午後7時から電話も
可）。

太陽の家体育館 ☎(33)1411
J(34)4342

◆サウンドテーブルテニスの集い　12
月22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　12
月22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。
◆ローリングバレーボールの集い　12
月23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　12月23日㈷午
後1時～4時30分。障がいのある方と関
心のある方。

秋葉台文化体育館 ☎(88)1111
J(88)8687

◆サイクルオープンDay　12月23日㈷
正午～午後3時。駐車場を自転車の練
習場所として開放します。H100円。
※小学3年生以下は保護者同伴。
◆㋐ノルディックウオーキング～小出
七福神めぐり散策コース　1月16日㈬
午前10時～午後2時30分。※雨天中止。
県立茅ヶ崎里山公園周辺ほか。10㎞以
上歩ける方20人。H700円（ポール代
別途）。
◆㋑美姿勢エクササイズ　1月17日～3
月7日毎週木曜日午前9時45分～10時45
分、全8回。18歳以上の方30人。H640
0円。
◆㋒小学生バドミントン　1月15日～3
月5日毎週火曜日午後4時15分～5時45
分、全8回。市内在住・在学の小学3～
6年生30人。H6400円。
◆㋓やさしいヨガ　1月18日～3月15日
毎週金曜日（2月15日、22日、3月8日を
除く）午前11時10分～午後0時30分、全
6回。18歳以上の方30人。H4800円。
◆㋔第12回秋葉台フットサル大会　2
月10日㈰午前9時～午後5時。サッカー
またはフットサル歴3年以内の方で構
成した12チーム。H1チーム1万円。

F㋐は12月19日㈬、㋑㋒は20日㈭、
㋓は21日㈮、㋔は23日㈷いずれも午後
1時30分から電話で。
◆㋕年中うんどう　1月24日～3月14日
毎週木曜日午後3時30分～4時30分、全
8回。マット、跳び箱ほか。市内在住・
在園の2013年4月2日～14年4月1日生ま
れの方20人（抽選）。H6400円。
◆㋖小学生跳び箱～開脚跳び　1月24
日～2月7日毎週木曜日午後5時～6時、
全3回。市内在住・在学の小学生30人
（抽選）。H2400円。

F㋕㋖は12月20日㈭～26日㈬に来館で。

秋葉台公園プール☎(88)1811J(88)0081

◆グループスイムレッスン　㋐息継ぎ
クロール…1月8日～29日毎週火曜日
（15日を除く）午後5時～6時㋑面かぶり
クロール…1月10日～31日毎週木曜日
午後4時～5時。市内在住・在学・在園
の㋐は面かぶりクロールができる小学
生、㋑は面かぶりキックができる2012
年4月2日～15年4月1日生まれの方各日
12人。H1回1000円。F12月20日㈭午
後2時から電話で。
◆㋐ナイター水泳　1月18日～3月8日
毎週金曜日午後7時～8時15分、全8回。
18歳以上の方15人（抽選）。H6000円。
◆㋑泳力アップ　1月16日～3月6日毎
週水曜日午後5時～6時30分、全8回。
泳力認定進級テストで10級以上を持つ
小学生15人（抽選）。H7200円。
◆㋒にこにこ水泳　1月18日～3月8日
毎週金曜日午後4時～5時、全8回。市
内在住・在園の2012年4月2日～15年4
月1日生まれの方15人（抽選）。H7200円。

F㋐～㋒は12月22日㈯～1月6日㈰〈12
月25日㈫を除く〉に来館で。

秩父宮記念体育館 ☎(22)5335
J(28)5749

◆減量＆生活習慣病予防・改善プログ
ラム　㋐1月17日～3月14日毎週火・木・
土曜日（2月12日を除く）午後1時～2時
30分、全24回。㋑1月17日～3月14日毎
週火・木曜日（2月12日を除く）午後7時
20分～8時50分、全16回。これから運
動習慣を身に付けたい18歳以上の方
各7人。H㋐1万6800円、㋑1万1200円。
F12月18日㈫㋐は午前9時、㋑は午後
1時から電話で。
◆㋐ヨガ（中級）　1月16日～3月6日毎
週水曜日午後1時15分～2時30分、全8
回。ヨガ教室などに参加経験のある18
歳以上の方15人。H5600円。
◆㋑美姿勢　1月24日㈭午前11時15分
～午後0時30分。トレーニング室利用
登録者15人。H500円。

F㋐は12月19日㈬、㋑は25日㈫ともに
午前9時から電話で。
◆シニアのためのエンジョイ運動　1月
16日～3月6日毎週水曜日午前9時30分
～10時45分、全8回。60歳以上の方
15人。H5600円。F12月19日㈬午後
1時から電話で。

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
【スキー】　2月2日㈯。信州菅平高原パ
インビークスキー場。※詳細は藤沢市
体育協会のホームページをご覧くださ
い。G藤沢スキー協会〈関水スポーツ
内〉☎（26）7731またはスポーツ推進課。
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と　き　12月24日㉁正午～午後4時
ところ　秩父宮記念体育館
対　象　障がいのある方で卓球経験がある方　※初心者可
申し込み・問い合わせ　12月16日㈰までに電話または来館するか、

Eメールに住所・氏名・電話番号・障がいの種類を書いて、（公財）
藤沢市みらい創造財団スポーツ事業課☎（22）5633、J（28）5749、
Isports@f-mirai.jpへ

障がい者スポーツ・ユニバーサルスポーツイベント
「ふれあいスポーツ交流会～卓球」

◆障がい者差別解消法をご存じですか
　障がい者差別解消法が施行されて、間もなく3年が経過します。同法では、障がいを理
由にサービスや機会の提供を拒否したり、条件を付けたりする行為（不当な差別的取り扱
い）を禁止しています。
　また障がいのある方から何らかの配慮を求める意思の表明があった場合、負担になり過
ぎない範囲で対応すること（合理的配慮）が求められます。
　やむを得ずサービスや機会の提供を断らなければならない場合は、障がいのある方にそ
の理由を説明し、理解を得るように努めることが大切です。

心のバリアフリー推進事業講演会
  「障がい者差別ってなんだろう？～みんなで考える障がい者差別解消法」

心のバリアフリー講習会
「障がいがある人がみんなと同じく自分らしく生活するために」

講座に参加してみませんか

障がいのある方に関するマークをご存じですか

　◎ヘルプマーク

　マークを見掛けたり、提示されたときは、できる範囲で配慮をお願
いします。

すべての人が自分らしく
　　　　生活するまちへ

　市では、全ての人が障がいの有無にかかわら
ず、お互いに助け合い自分らしく生活するまち
を目指して、取り組みを進めています。
　問い合わせ
　障がい福祉課☎ 内線3292、J（25）7822
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ほじょ犬マーク

補助犬を社会の仲間
として受け入れるこ
とを示します

国際シンボルマーク

障がいのある方が利
用しやすい建物や輸
送機関であることを
示します

オストメイトマーク

人工肛門・ぼうこう
の方（オストメイト）
のための設備がある
ことを示します

耳マーク

聴覚に障がいのある
ことや、その方を支
援することを示しま
す

ハート・プラスマーク

身体内部に障がいの
ある方が周囲に理解
と協力を求めること
を示します

盲人のための国際
シンボルマーク

視覚に障がいのある方
に配慮した建物などで
あることを示します

受講した方のコメント受講した方のコメント

　と　き　1月17日㈭午前10時～正午
　ところ　藤沢商工会館ミナパーク
　講　師　和泉短期大学鈴木敏彦氏
　定　員　50人(先着順)
　費　用　無料
　　　　　※手話通訳・要約筆記あり
　申し込み・問い合わせ
　1月10日㈭までに電話またはファクスに代表者の氏名・電話番号・
参加人数を書いて、障がい福祉課へ

と　き　1月26日㈯午前10時～正午
ところ　市役所本庁舎
講　師　自立生活センター自立の魂～略して
　　　　じりたま！当事者スタッフ小野和佳氏
定　員　70人(先着順）
費　用　無料
　　　　※手話通訳・要約筆記あり
申し込み　1月18日㈮までに電話またはファクスに住所・氏名・

所属団体・参加人数・電話番号、手話通訳・要約筆
記希望の有無を書いて、（社福）光友会藤沢障がい者
生活支援センター☎（54）9020、J（54）9021へ

問い合わせ　同センターまたは障がい福祉課
新たな発見がたくさ
んあり、勉強になり
ました。

自分ができることは
何かを考える機会と
なりました。

講習会を通して、心の
バリアフリーについて
学びます。一緒に考え
てみませんか。

　障がい者差別解消法などの詳細は、市のホームページの障がい福祉課の
ページをご覧ください。

検　索藤沢市　障がい者差別解消法

fujisawa121006[1-1].indd   1 2018/11/30   17:38




