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第1653号

2019年（平成31年）4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

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
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☎（81）6068
E（83）4624 休館日＝月曜日

荘

◆旅行講座「日本の知的旅Ⅱ〜あなた
の知性をもっと豊かに」 5月7日、6月
4日、7月2日毎回火曜日午前10時〜正
午、全3回。講師＝大西順三氏。市内
在住の60歳以上の方60人。H100円。
F4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

☎（36）2315
E（36）1171 休館日＝月曜日

荘

◆バスで行く御用邸のある街・葉山散
策 5月8日㈬午前10時30分〜正午（座
学）、22日㈬午前8時30分〜午後4時（散
策）
、全2回。 講師＝郷土歴史家浅田昭
氏。市内在住の60歳以上の方35人
（抽
選）
。 H1500円（別途実費あり）
。 F4月
23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、湘南なぎさ荘〈〒251‑
0037鵠沼海岸6‑17‑7〉へ。
◆㋐オトナのための朗読ライブ〜歌と
朗読をご一緒に 4月30日㉁午後1時30
分〜3時。出演＝朗読倶楽部よむのむ・
かたる。市内在住の方60人。
◆㋑アクアビクス入門講座「身体にや
さしい水中運動」 5月8日〜6月12日毎
週水曜日午前10時〜11時30分、全6回。
市内在住の60歳以上の方で、初めて受
講する方20人。
◆㋒サークル共催事業「読んで楽しむ
源氏物語」 5月19日㈰、6月16日㈰午
前10時〜正午、全2回。講師＝増淵勝
一氏。市内在住の60歳以上の方20人。
H700円。
◆㋓サークル共催事業「健康で楽しい
社交ダンス〜みんなですぐ踊れるダン
スの実技」 5月14日㈫、
28日㈫午後1時〜2時、全
2回。講師＝JBDFプロダ
ンス教師井上澄子氏。市
内在住の60歳以上の方15
人。
◆㋔サークル共催事業「エッセイを楽
しもう〜文を綴るも頭の体操」 5月15
日㈬午前10時〜正午。講師＝能勢健生
氏。市内在住の60歳以上の方20人。

ふ じ さ わ 宿 交 流 館
☎（55）2255、E（20）5152
休館日＝月曜日、祝日の翌日

◆㋐宿場寄席 4月26日㈮午後2時〜3
時30分。90人。
◆㋑宿場ミニコンサート ◎4月27日
㈯…和楽器の魅力〈出演＝岸田晃司ほ
か〉。◎4月28日㈰…慶びの春コンサー
ト〈出演＝山本佳代ほか〉。ともに午後
2時〜3時15分。各日90人。
◆㋒宿場講談会「一龍斎春水独演会」
4月29日㈷午後2時。90人。
◆㋓初夏のお茶会 5月11日㈯午後2時。
藤嶺学園生徒によるお点前。100人。
◆㋔仏さまの世界 5月18日㈯午後2時
〜4時。阿弥陀如来、弥勒菩薩、不動
明王などについて。 講師＝中島淳一
氏。90人。
F入場券を当日㋐は正午、㋑〜㋔は午
後1時からいずれもふじさわ宿交流館
で配布（1人1枚）。
■ワークショップ
◆㋕ドリームキャッチャー作り 5月4
日㈷午前10時〜正午。20人。H500円。
◆㋖一貫張りのかごづくり 5月15日
㈬午前10時〜正午。20人。H500円。
F㋕は4月20日㈯、㋖は5月1日㈷とも
に午前9時から電話またはファクスに
氏名・電話番号を書いて、ふじさわ宿
交流館へ。
◆遊行寺近辺の無料ミニガイド 4月
27日㈯午前10時〜午後3時。1回30分程
度。案内＝江の島・藤沢ガイドクラブ。
◆交流館 昼の市〜こだわりのパン、
和菓子 5月5日㈷午前10時30分〜売り
切れ次第終了。
◆太田プロ若手芸人爆笑ライブ 5月5
日㈷◎正午◎午後3時。出演＝大矢剛
康ほか。各90人。

ア ー ト ス ペ ー ス
☎（30）1816、E（30）1817
休館日＝月曜日、祝日の翌日

■ワークショップ
◆マスキングインクで風景画制作 4
月28日㈰午後2時〜4時。講師＝三津繁
男氏。20人。※小学2年生以下は保護者
同伴。 H1000円。 F電話または来館で。

辻 堂 青 少 年 会 館
☎（36）3002
E（36）3988 休館日＝第3月曜日

藤沢市役所の連絡先

少

年

の

☎（48）7234 休所日＝月曜日
E
（48）7249

森

2019年度の市政運営に関する市の基本的な考
え方と実施予定の主な事業をお知らせします。
今年度は「郷土愛と人の和が、まちの元気をつ
くり、未来を創る」をさらに進め、湘南の元気
都市「郷土愛あふれる藤沢」を目指します。
問い合わせ
企画政策課☎内線2175、J
（50）8436

2月15日の市議会本会議で、鈴木市長は2019年度の市政運営の方針について

説明しました。

この中で、湘南の元気都市として将来にわたって都市の活力を維持していく

ため、総合的かつ有効な施策により戦略的に挑み続けていくことを示しました。
2019年度は、市民生活に密接に関わる事業を積極的に進め、市政運営の総合

指針に位置づけた5つの「まちづくりテーマ」に基づき、誇りと活力のあるまち・

「郷土愛あふれる藤沢」づくりを推進するという考え方を表しました。

★★★★★
1

5つのまちづくりテーマに基づく重点的な取り組みを紹介します
2

安全で安心な暮らしを築く

☆花ノ木公園に耐震性飲料用貯水槽を整備
☆指定緊急避難場所を認識できるよう、施設に蓄光型の表示看板を設置
☆集中豪雨などの際に状況を把握できるよう、一色川・滝川・白旗川に河川監視カメ
ラを整備
☆緊急輸送道路沿道建築物の耐震改修工事等補助制度を創設
☆聴覚・言語などに障がいのある方が消防への通報を円滑に行えるように、Net119
を導入
☆特殊詐欺防止のため、迷惑電話防止装置を無料貸し出し
☆辻堂駅南口に街頭防犯カメラを設置。自治会・町内会、
商店街団体が防犯カメラを修繕する際にも助成

せ ん

3
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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
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6

市政運営の方針について

☎（34）8422、E（36）6700
◎管理事務所休所日＝月曜日、祝日の翌日

【緑化講習会】
◆さつき盆栽講習会〜花腐れ予防と花
前の剪定 4月21日㈰午前10時〜正午。
講師＝神奈川県さつき会会員。
◆㋐洋蘭を育ててみよう！〜四季折々
の管理方法 5月15日、8月7日、11月
13日、2020年2月5日毎回水曜日午前10
時〜正午、全4回。講師＝広田哲也氏。
市内在住の方11人。H4000円。
◆㋑ながくぼ・花とみどりのサポーター
養成講座 5月16日、6月27日、7月25日、
8月1日、9月12日、10月3日、11月7日、
12月5日毎回木曜日午後1時30分〜3時
30分、全8回。樹木や草花、家庭菜園、
室内園芸ほか。市内在住の方で受講
後、地域での緑化活動または長久保公
園のボランティア活動ができる方24人。
H3200円（別途実費あり）。
◆㋒春の自然、植物観察会〜園内をみ
どりの相談員と散策しよう！ 4月29
日㈷午前9時30分〜11時30分。市内在
住の方20人。H100円。
◆㋓草花の繁殖に挑戦！ 5月11日㈯
午後1時30分〜3時30分。市内在住の方
24人。H200円。

未来に向けた元気なまちづくり

郷土愛あふれる藤沢をめざして

長久保公園都市緑化植物園

◆子育てママのパソコン講座 ◎5月8
日㈬…プログラミング入門①◎15日㈬
…Windows Defenderについて◎22
日㈬…プログラミング入門②◎29日㈬
…Excelを使って公共料金を見直そ
う。いずれも午前9時30分〜正午。講
F㋐は4月16日㈫、㋑は17日㈬、㋒は 師＝ITサロン藤沢講師。各日成人8人。 F㋐は4月16日㈫、㋑は17日㈬、㋒は
21日㈰、㋓は23日㈫、㋔は24日㈬から H300円。 F4月18日㈭午前9時から電 23日㈫、㋓は26日㈮から電話または来
電話または来館で（午前9時〜午後4時）。 話または来館で。
園するか、ファクスに住所・氏名・電
◆キディルーム〜リトミックで遊ぼう 話番号を書いて、長久保公園都市緑化
こ
ぶ
し
荘
5月9日㈭午前10時30分〜11時30分。リ 植物園へ。
☎（45）3121
E（45）3126 休館日＝月曜日
トミック、紙芝居ほか。3歳までの子 【みどりの展示会】
と保護者10組。F4月18日㈭午前9時か ◆春の山草展 4月20日㈯、21日㈰午
◆サークル共催事業「詩吟入門講座」
前10時〜午後4時。
5月14日㈫、28日㈫午前9時20分〜11時 ら電話または来館で。
20分、全2回。講師＝高羽城幹氏。市 ◆母の日に贈るプレゼントづくり〜お ◆こいのぼりをお譲りください ゴー
内在住の60歳以上の方10人。H300円。 花の形のアップルパイを作ってみよう ルデンウイークに揚げるこいのぼりを
F4月24日㈬から電話または来館で
（午 5月11日㈯午前9時30分〜11時30分。小 4月21日㈰までにお持ちください。※
学生20人。H500円。F4月19日㈮午前 保存状態の悪いものは揚げられない場
前9時〜午後4時）。
合があります。
9時から電話または来館で。
つ づ

特集

◆キャンプ利用期間・休園日のお知ら
せ キャンプ（テント泊）
の利用期間は、
2019年度より7月1日㈪〜8月31日㈯に
なります。また9月1日㈰〜30日㈪の休
園日は、祝日を除く月曜日となります。
◆キャンプ場テント、宿泊研修施設「か
わせみハウス」夏期利用 ☆常設テン
ト…7月1日㈪〜 8月31日㈯。各日160人
（無料）
。☆かわせみハウス…7月1日〜
9月29日㈰。各日40人（有料）。青 少 年
団体
（18歳以下10人以上と引率者）。※
炊事用具、かまど、毛布などの貸し出
しあり。 Hまき代・毛布などのクリー
ニング代は実費。 F5月1日㈷〈市外の
団体は15日㈬〉午前9時から電話または
来所で。
◆デイキャンプ 通年午前10時〜午後
3時30分。日帰りの野外炊事。 Hまき
代実費。※食材は持参。団体には炊事
用具の貸し出しあり。 F青 少 年 団 体
（18歳以下10人以上と引率者）は利用希
望日の3カ月前から、家族は2カ月前か
ら電話または来所で。7月1日㈪〜9月
30日㈪に利用する青少年団体は6月1日
㈯、家族は28日㈮ともに午前9時から
電話または来所で。

☎0466
（25）
1111
（代）
、
0466
（25）
1114
（休日・夜間）
、 0466
（24）
5928

5

「2020年」
に向けてまちの魅力を創出する

☆東京2020大会開催1年前を記念したカウントダウ
ンイベントを開催。セーリング体験会、クルー
ザーによる国際レースの観戦などによりセーリ
ング競技を紹介
☆パラスポーツの体験会や競技大会の実施、湘南
藤沢市民マラソンに市内特別支援学校の児童・
生徒がエキシビション参加するなど、パラスポー
ツを推進
☆クラウドファンディングを活用し、江の島島内・
江の島周辺の駅・藤沢駅周辺に多言語対応の観
光案内サインを整備

4

笑顔と元気あふれる子どもたちを育てる

☆市立小・中学校の全ての普通教室にプロジェクター・
無線LANなどを整備。また学習用コンピューターを
増設するなど、教育のICT（情報通信技術）化を推進
☆市立中学校全校でデリバリー方式による給食を実施
☆猛暑に対応するため、市立小・中学校全校の普通教
室に空調設備を整備
☆老朽化した保育所の再整備を進めるとともに、保育
需要の高い地域を中心に新たな保育施設を整備
☆法人立認可保育所の保育士不足に対応するため、宿舎借り上げや、求人に係る補助
制度を拡充。また、市内保育施設に就職した保育士への奨学金返済の助成制度を創
設
☆富士見台小学校の放課後子ども教室を本格実施
☆通院に係る小児医療費助成の対象年齢を中学3年生まで拡大
☆市民病院に陣痛・分娩・回復を同じ部屋で過ごすことができるLDR室を整備
☆給付型奨学金制度に、医学部・歯学部の進学希望者を対象とした枠を設定

★★★★★

健康で豊かな長寿社会をつくる

☆地域共生社会の実現に向けて、コミュニティソーシャルワーカーを11地区に配置、
（仮称）地域福祉推進プラザを設置、ふじさわあんしんセンターの機能強化、障がい
者の活動の場と、家族の支援を充実するため日中一時支援事業を拡充、生活困窮者
の自立支援のため一時生活支援事業を
開始
☆健康づくりに関する目標にチャレンジす
る
「ふじさわ夢チャレンジ2020」
を実施
☆風しん抗体保有率が低い世代の男性を
対象に、風しん抗体検査・風しんワクチ
ン予防接種を実施
☆40カ所の開設に向け、
「地域の縁側」事業
を拡充

都市の機能と活力を高める

☆藤沢駅北口ペデストリアンデッキ（サンパール広場）の竣工、藤沢駅北口交通広場再整備工
事・藤沢駅南北自由通路の拡幅に向けた取り組みなど、藤沢駅の再整備を推進
☆健康と文化の森地区の浸水対策として雨水調整施設を築造
☆善行駅周辺地区のバリアフリー化を推進
☆善行市民センター市民センター棟の供用開始を目指すとともに、辻堂市民センターの工事
着手に向けた取り組みを実施
➡ 藤沢市役所の連絡先 ☎0466(25)1111
●
（代）、0466(25)1114（休日・夜間）、 0466(24)5928
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