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藤沢市役所のホームページ 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

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
★1月の休館日は21日㈪です 公民館
藤 沢 公 民 館 ☎（22）0019

J（22）0293

●子育て家族の健康料理～免疫UPに
玄米がゆとれんこん汁　1月27日㈰午前
10時～午後1時。講師＝羽田美恵子氏。
成人18人。H700円。F1月8日㈫午前9
時から電話または来館で。
●おはなしのへや　1月5日㈯午前11時。
幼児～小学生。

鵠 沼 公 民 館 ☎（33）2002
J（33）2203

●時間とお金が増える!! 冷蔵庫収納&
食品保存のテクニック　1月29日㈫午
後1時30分～3時30分。講師=料理研究
家島本美由紀氏。成人40人。F1月10
日㈭から電話または来館で。
●百人一首であそぼうよ　1月12日㈯午
前10時～正午。小・中学生30人。
●おはなしのへや　1月12日㈯午後2時
～2時45分。お話や絵本の読み聞かせ
ほか。
●おもちゃの病院　1月13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。

湘南大庭公民館 ☎（87）1112
J（87）1110

●女性セミナー～自分のHPを作って
みよう　1月23日㈬、24日㈭午後1時30
分~3時30分、全2回。パソコンで文字
入力ができ、Eメールアドレスを持つ
女性15人。F1月8日㈫午前9時30分か
ら電話または来館で。
●わらべうたであそぼう　1月8日㈫午
前10時30分～11時。親子でわらべうた
を楽しむスペース。
●湘南大庭わんぱく広場　1月10日㈭
午前9時30分～11時30分。乳幼児と保
護者のフリースペース。

御所見公民館 ☎（49）1221
J（48）5807

●第6回おしごと王国　3月9日㈯午前9
時30分～午後4時。小学生100人(御所
見地区在住、初めての方優先、抽選)。
F1月28日㈪〈必着〉までにはがき（1人1
通）に住所・氏名（ふりがな） ・学校名・
学年・性別・電話番号、過去の参加の
有無を書いて、御所見公民館〈〒252-
0824打戻1760-1〉へ。

善 行 公 民 館 ☎（90）0097
J（81）4441

●藤沢マイスターに学ぶ「自宅で美味
しい日本茶をいれよう」　2月8日㈮午
後6時～8時。講師=茶師佐々木健氏。
25人。H300円。F12月25日㈫から電話
または来館で。
●おはなし会　1月5日㈯午後2時～2時
30分。9日～23日毎週水曜日午後3時30
分～4時。
●おひざのうえのおはなし会　1月18日
㈮午前11時～11時30分。
●和室開放　◎0歳児ひろば…1月11日
㈮午後1時30分～3時30分。◎1歳児ひろ
ば…1月9日㈬午前9時30分～11時30分。

明 治 公 民 館 ☎（34）5660
J（33）5727

●おひざのうえのおはなしかい　1月
11日㈮午前11時15分～11時30分。幼児。
●おはなし会　1月9日㈬午後3時30分～
4時。幼児～小学生。

村 岡 公 民 館 ☎（23）0634
J（23）0641

●第11回村岡発！子育て応援メッセ　
1月22日㈫午前10時～午後2時。読み聞
かせ、保健師などによる健康相談ほか。
※詳細はお問い合わせください。
●おもちゃの病院　1月6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。
●むらっこひろば（子ども室開放）　1月
11日㈮、25日㈮午前10時～正午。

遠 藤 公 民 館 ☎（86）9611
J（87）3008

●子育て広場　1月8日㈫午前10時～正
午。乳幼児と保護者のフリースペース。
●小さな小さな玉手箱　1月8日㈫午前
11時～11時30分。お話会。乳幼児と保
護者。
●絵本の玉手箱　1月9日～30日毎週水
曜日午後3時～3時30分。お話会。幼児
～小学3年生。
●親子であそぼっ!　1月17日㈭午後2時
30分～3時30分。リトミック。未就学
児と保護者。

辻 堂 公 民 館 ☎（34）9151
J（34）4187

●第24回TSUJIDO音楽祭　1月26日㈯
午後1時～4時。100人。F1月9日㈬か
ら電話または来館で。
●おひざのうえのおはなし会　1月10日
㈭、24日㈭午前11時15分～11時30分。
乳幼児と保護者。
●ピラティス開放　1月11日㈮午後7時
～8時30分。講師=米山綾子氏。30人。
※中学生以下は保護者同伴。
●ラジオ体操開放　1月12日㈯午前10
時～11時。講師=（特非）全国ラジオ体
操連盟公認指導士。20人。

六 会 公 民 館 ☎（90）0203
J（83）2298

●おはなし会　1月9日㈬､ 16日㈬午後
3時15分～3時45分。
●いしかわ子育てひろば　1月21日㈪午
前10時～正午。石川コミュニティセン
ター。未就学児と保護者のフリースペー
ス。

片 瀬 公 民 館 ☎（29）7171
J（25）8907

●楽しく子育て｢保育室で遊ぼう｣ 1月
9日㈬午前10時～正午。ふれあい遊び
ほか。乳幼児と保護者。

片瀬しおさいセンター ☎（29）6668E（29）6674
●手芸のじかん　1月16日㈬午前10時
～正午。好きな手芸を楽しむフリース
ペース。
●講師付き一般開放｢のびのびらくら
くストレッチ｣　1月31日㈭午前9時15
分～10時45分。講師＝井筒奈緒美氏。

湘南台公民館 ☎（45）3070
J（45）1604

●親子の遊び場　1月15日㈫午前9時30
分～11時30分。3歳までの子と保護者。

長 後 公 民 館 ☎（46）7373
J（46）7034

●クラフト工房長後～折り紙講座　1
月29日㈫、2月5日㈫午前10時～正午、
全2回。吊るし雛

びな

を和紙で作る。講師
＝鈴木紀子氏。成人20人。H1000円。
F1月10日㈭から電話または来館で。
●長後マイスター　1月31日㈭午前10時
～11時30分。ハーバリウム作り。講師
＝花くっく店長。成人20人。H1750円。
F1月15日㈫から電話または来館で。
●おはなし会　1月5日㈯、12日㈯午後
2時30分～3時。

　

地震などの災害時は、番組を
中断して情報をお伝えします

藤沢エフエム放送　http://www.radioshonan.co.jp

ケーブルテレビ

ジェイコム湘南
11C

チャンネル

H（デジタル放送）

12月24日㉁〜31日㈪ 1月1日㈷〜6日㈰ 1月7日㈪〜13日㈰ 1月14日㈷〜20日㈰
【カラフルフジサワ】
2018年振り返り（後編）

【カラフルフジサワ】
新春の藤沢宿歩記。

【カラフルフジサワ】
ロケ地めぐりで藤沢の
魅力再発見！

【カラフルフジサワ】
「Fuj i sawa Ar t  Re ;
pub l i c」-あっ!と驚く
アート探訪

【ふじさわトピックス】
・くげぬまコンビプール 
　オープニングセレモニ
　ー
・第64回藤沢市駅伝競走
　大会

【ふじさわトピックス】
・第28回手で触れて見
　る彫刻展～桒山賀行
　と土曜会
・FUJISAWA DESIGN 
　WEEK 2018

【ふじさわトピックス】
・はじめてのそば打ち
　体験!
・湘南の宝石2018-2019
　 ～江の島を彩る光と
　色の祭典

【ふじさわごはん】
藤沢産の食材を使った簡
単な料理を紹介します（今
回はニンジンです）

【旬の野菜!収穫GO】
藤沢で生産される農
産物を収穫に行きま
す（今回はダイコン
です）

【ふじさわごはん】
藤沢産の食材を使った簡単な料理を紹介しま
す（今回はダイコンです）

テレビ・ラジオ・インターネットでも市政・地域情報発信中！

　レディオ湘南の放送は、JCBAインターネットサイマルラジオや無料スマートフォンアプ
リ「レディオ湘南 of using FM++」からも聞くことができます。

■放送時間＝月〜金曜日の午前10時／（再放送　午後7時）
ハミングふじさわ（30分）…健康・防災・サークル活動など、身近な話題や市民の声をお届けします

◎番組の内容は予告なく変更される場合があります問い合わせ　広報課☎内線2122､ （24）5929

　　藤沢市公式Facebookページ 
「ColorFULL FUJISAWA（カラフルフジサワ）」
　市内の身近な話題や観光情報などをお伝えします。

いいね！してね！

ふじさわメールマガジン配信サービス
　携帯電話やパソコンに、防災や子育てなど市政に関するメール
マガジンを配信しています。mm@fuji-anshin.netまたは右記の
QRコードを読みとって空メールを送信し登録してください。 登録用

QRコード

■毎日4回放映＝午前9時／正午／午後8時／午後11時30分
番組ガイド「ふじさわ情報ナビ」

各コーナーへのご意見やメッセージなどを募集しています。ファクスは （29）2121､ Eメールは
humming@radioshonan.co.jpまでどうぞ！
ハミングインフォメーション（5分）…市からのお知らせや、催し物などを紹介します
◎�月〜金曜日＝午前8時／午後3時／午後6時　※午後6時からは外国語での紹介です〈月曜日…中国語、火曜日

…韓国語、水曜日…ポルトガル語、木曜日…英語、金曜日…スペイン語〉
◎土・日曜日＝午前9時54分〈週末の休日診療紹介あり〉／午後3時／午後4時54分
ラジカルなび（5分）…5カ国語で簡単な会話と文化を紹介する外国語情報発信番組です
■放送時間　月〜金曜日の午後0時54分／（再放送）午後3時54分
●月曜日…中国語、火曜日…韓国語、水曜日…ポルトガル語、木曜日…英語、金曜日…スペイン語

コーナー名 放送日 内　　　　　容
新春ご挨拶╱
インタビュー

1月1日 鈴木市長・松下市議会議長
1月2日 平岩教育長

私の文庫
毎週水曜日

12月26日 「おねえちゃんってもうたいへん」をよんで…大塚日向（わかふじ68号）
1月2日 こうえんは ころころおんがくかい せみは きとなかよし…三浦捷（わかふじ68号）
1月9日 六組さんが気付かせてくれたこと…宮﨑碧（中学生人権作文市長賞）
1月16日 生きる権利…石井優衣（中学生人権作文市長賞）
1月23日 互いを知ることの大切さ…一栁拓巳（中学生人権作文市長賞）

おいしい藤沢産
毎週木曜日

12月27日 （社福）光友会ライフ湘南茶房留
1月3日・10日 藤沢産利用推進店や藤沢産農水産物の魅力をご紹介します
1月17日 ベーカリーブラウン
1月24日 漁師の店 堀川網

サークル紹介
毎週木・金曜日

12月27日・28日 女性合唱団 コール・ロビン…片瀬公民館
1月3日・4日 太極拳 清流クラブ…片瀬公民館
1月10日・11日 江ノ島カラテサークル…片瀬しおさいセンター
1月17日・18日 清墨会…やすらぎ荘
1月24日・25日 陶芸サークル「藤陶会」…やすらぎ荘

●防犯・防災メモ…毎週月～金曜日 ●大好きふじさわ…毎週月 ・ 火曜日 ●街の話題…毎週月曜日 ●いきいき健康
…毎週火曜日 ●本だより（新刊図書・点字図書紹介）… 毎週火曜日 ●ふじさわ歴史探訪…毎週水曜日 ●週末情報
…毎週木曜日 ●FM広報ふじさわ…毎週金曜日 

※ジェイコムチャンネルでの特別番組放送のため、放送時刻が次の通り変更となります
　12月26日㈬、28日㈮…午前9時／正午／午後9時40分／午後11時30分
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