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　子どもたちが楽しみにしている夏休
みが近づいてきました。今から予定を
立てて、夏を大いに満喫しませんか。
 今年の夏の思い出作りにぜひお役立
てください。

と　き
7月31日㈬午前9時30分～11時30分
ところ
日本大学湘南キャンパスほか
講　師
日本大学生物資源科学部
専任講師園原和夏氏ほか
対象・定員
小学生と保護者25人（先着順）
※小学生のみの参加も可
費　用　無料
申し込み・問い合わせ
7月1日㈪～12日㈮に電話またはファクスに参加者全員の住
所・氏名（ふりがな）・電話番号・ファクス番号を書いて、
環境総務課☎内線3311、薨（50）8417へ

湘南エコウェーブ

～みんなで森を知
ろう！

湘南エコウェーブ

～みんなで森を知
ろう！

と　き
7月20日㈯◎午前9時30分
◎午後1時〈ともに2時間〉
ところ　（有）シンコー
講　師
藤沢マイスター倉田信彦氏
対象・定員
小学3年生以上の子と
保護者各回2組(抽選)
費　用　500円
申し込み・問い合わせ
7月8日㈪〈消印有効〉までにはがきまたはファクス・Eメー
ルに郵便番号・住所・参加者全員の氏名(フリガナ)・年
齢・電話番号、希望時間を書いて、産業労働課〈〒251ｰ8601
朝日町1-1〉☎内線2227、薨（50）8419、 fj-indus@city.
fujisawa.lg.jpへ
※抽選結果は応募者全員に郵送でお知らせします

親子で工場見学と

金属加工体験！
親子で工場見学と

金属加工体験！

と　き
8月25日㈰午後1時30分～
4時30分
ところ
市民病院
対象・定員
市内在住の小学4～6年生と
保護者24組(抽選)
費　用　無料
申し込み・問い合わせ
7月12日㈮〈消印有効〉までにはがきまたは任意の用紙に参加
者全員の住所・氏名（ふりがな）・学年・性別・電話番号を
書いて、病院総務課〈〒251ｰ8550藤沢2-6-1〉☎（25）3111、薨
（25）3545へ

病院のお仕事

体験ツアー
病院のお仕事

体験ツアー

と　き
8月2日㈮午前9時～正午
ところ
消防防災訓練センター
対象・定員
市内在住・在学の
小学4～6年生20人程度
（先着順）
※保護者同伴
費　用　無料
申し込み・問い合わせ
7月10日㈬から救急救命課☎内線8163、 薨（28）6417へ電話ま
たは来庁で

１日救急隊員
体験コース
１日救急隊員
体験コース

と　き
8月25日㈰、9月8日㈰、10月13日㈰、14日㈷、
20日㈰いずれも午前10時～午後4時、 全5回
ところ
茅ヶ崎市役所
講　師
マルチメディアアーティスト
江口拓人氏ほか
対象・定員
全回参加できる本市・
茅ヶ崎市・寒川町に
在住・在学の小学3年生～
中学生で、映像作品への出演を
承諾する方15人程度(抽選)
費　用　無料
申し込み・問い合わせ
7月1日㈪～26日㈮〈必着〉に市民会館、市民ギャラリー、
アートスペース、各市民センター・公民館・市民図書館に
ある申込書を書いて、文化芸術課☎（23）2415、薨（25）1525へ

アニメーションCMを
つくって、湘南の魅力を
紹介しよう！

と　き
8月21日㈬～23日㈮〈2泊3日〉
ところ
八ヶ岳野外体験教室
対象・定員
本市・茅ヶ崎市・寒川町に
在住・在学の小・中学生40人（先着順）
費　用
3万3000円
（兄弟姉妹は2人目から3万1000円）
申し込み
7月7日㈰午前10時から電話で八ヶ岳野外体験教室
☎0267（98）5156へ
問い合わせ
同教室または教育総務課☎内線5111、 薨（50）8424
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心肺蘇生法やAEDの使用方法
を学び、救急車に乗って模擬
救急出動をしてみよう！

仲間と一緒に
自然に触れ、

自然と遊ぶ3日間！

藤沢マイスターの工作機
械を見て知って、ものづく
りの面白さを体感しよう！

とき・ところ
☆7月25日㈭…鵠沼海岸4丁目先（堀川網）
☆8月20日㈫…辻堂西海岸3丁目先
　（五郎引網）
　ともに午前10時～午後0時
　45分
対象・定員
市内在住の子と保護者
各日150人(抽選)
費　用
1人1000円（小学生以下500円）
申し込み・問い合わせ
7月5日㈮〈必着〉までにはがき（1家族1通）に「地引網漁業体験
学習イベント参加希望」、参加者全員の住所・氏名・生年月
日、代表者の電話番号、参加希望日を書いて、農業水産課
〈〒251ｰ8601朝日町1-1〉☎内線3433、薨（50）8256へ
※�市のホームページの「電子申請�申請書ダウンロード」から
も申し込みできます
※抽選結果は応募者全員に郵送でお知らせします

本市の漁業を体験して、
地場産の食を知ろう！

地引網漁業

体験学習
地引網漁業

体験学習
と　き
㋐7月31日～8月9日
㋑8月21日～30日
ともに毎週水・木・金曜日
午前7時30分～9時、全6回
ところ
石名坂温水プール
対象・定員
市内在住・在学・在園の
2016年4月1日生まれの方～小学生
㋐は60人、㋑は90人(ともに抽選)
費　用
5400円
申し込み・問い合わせ
7月5日㈮～11日㈭〈9日㈫を除く〉に石名坂温水プール☎（82）
5131、薨（82）5132に来館で

水が苦手な子も上達したい
子も、夏休み中にチャレンジ
してみよう！

夏期子ども

水泳教室
夏期子ども

水泳教室
地球温暖化防止に
ついて考えてみよう！

夏のイベ
ントは

ほかにも
いろいろ！

今後の広
報ふじさ

わも

チェック
してみて

ね！

特集 2019夏のイベント
遊ぼう！学ぼう！ 

お医者さんや看護師さん
などになりきって、お仕事
を体験してみよう！
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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
★7月の休館日は8日㈪です

藤 沢 公 民 館 ☎（22）0019
薨（22）0293

●スマートフォン入門講座　7月22日
㈪、29日㈪午前9時30分～11時30分、
全2回。基本操作を学ぶ。講師＝（株）
電創専任講師。60歳以上の方20人（抽
選）。※スマートフォンの貸し出しあ
り〈費500円〉。申7月5日㈮〈必着〉まで
に往復はがきに講座名・住所・氏名（ふ
りがな）・年齢・電話番号、スマート
フォンの種類（iP
honeまたはAnd
roid）、貸し出し
希望の有無を書
いて、藤沢公民館
〈〒251-0053本町
1-12-17〉へ。
●自宅でできる肩こり・腰痛ケア　7
月16日㈫午前10時～正午。講師＝（有）
ビーアウェイク代表久野秀隆氏。20
人。申7月5日㈮午前9時から電話また
は来館で。

鵠 沼 公 民 館 ☎（33）2002
薨（33）2203

●鵠っ子スクエア夏　7月22日㈪～30
日㈫。映画、工作、鑑識体験、お菓子
作り、ブラインドサッカー、防災など
9講座。小学生と保護者（抽選）｡ 申7月
2日㈫午後4時15分～4時30分に来館で。
●おはなしのへや　7月6日㈯午後2時
～2時45分。お話や絵本の読み聞かせ
ほか。
●おててつないで（保育専用室開放）　
7月10日㈬午前10時～午後2時30分。乳
幼児と保護者。
●百人一首であそぼうよ　7月13日㈯
午前10時～正午。小・中学生30人。
●おもちゃの病院　7月14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。

六 会 公 民 館 ☎（90）0203
薨（83）2298

●集まれ、子どもセミ調査団～セミ博
士と夏休み特別ミッション！　7月20日
㈯午前10時～正午、8月25日㈰午前9時
～正午、全2回。小学生50人（抽選）。費
300円。申7月9日㈫〈必着〉までに電話

または来館する
か、はがき・ファ�
クスに講座名・
住所・氏名・電�
話番号を書いて、�
六会公民館〈〒2�
52-0813亀井野4-�
8-1〉へ。

●おはなし会　7月3日㈬、10日㈬午後
3時15分～3時45分。
●サウンドテーブルテニス開放　7月
20日㈯午前9時～11時30分。
●卓球開放　7月21日㈰午前9時～11時
30分。

村 岡 公 民 館 ☎（23）0634
薨（23）0641

●サークル共催講座～スクエアダンス
体験講習　7月22日㈪、29日㈪午後1時
～2時、全2回。成人20人。申7月3日㈬
午前9時から電話または来館で。
●夏の夜のこわ～いおはなし会　7月
24日㈬午後6時30分～7時10分。5歳以
上の方50人。※小学生以下は保護者同
伴。申7月5日㈮午前9時から電話また
は来館で。
●おもちゃの病院　7月7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）　7
月12日㈮午前10時～正午。

長 後 公 民 館 ☎（46）7373
薨（46）7034

●長寿大学公開講座｢アラムニー・サ
マーコンサート｣　7月25日㈭午前10時
～11時30分。歌とピアノ・バイオリン
の演奏。出演＝アラムニー音楽お届け
便。30人。申7月16日㈫から電話また
は来館で。

●CHOGOシアター映画「ボス･ベイ
ビー」　7月18日㈭、19日㈮午後2時～4
時。
●おはなし会　7月13日㈯、20日㈯午
後2時30分～3時。
●卓球開放　7月9日㈫午後6時～9時。
13日㈯午後1時30分～4時30分。
●バドミントン開放　7月10日㈬午後6
時～9時。27日㈯午後1時30分～4時30
分。

遠 藤 公 民 館 ☎（86）9611
薨（87）3008

●おいでよ！にこにこきっず～たなば
たかざりをつ
くろう　7月3
日㈬午後3時
30分～4時15
分。3歳以上
の未就学児と
保護者。
●絵本の玉手箱　7月3日～24日毎週水
曜日午後3時～3時30分。お話会。幼児
～小学3年生。
●小さな小さな玉手箱　7月9日㈫午前
11時～11時30分。お話会。乳幼児と保
護者。
●子育て広場　7月2日㈫午前10時～正
午。乳幼児と保護者のフリースペース。
●卓球開放　7月13日㈯午前9時～11時。

湘南大庭公民館 ☎（87）1112
薨（87）1110

●わらべうたであそぼう　7月2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　7月11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。
●ローリングバレーボール開放　7月
10日㈬午後3時～5時。障がいのある方
と関心のある方。
●体育室開放　◎卓球…7月7日㈰午前
9時～正午。◎バドミントン…7月14日
㈰午前9時～正午。

片 瀬 公 民 館 ☎（29）7171
薨（25）8907

●楽しく子育て～保育室で遊ぼう　7
月10日㈬午前10時～正午。部屋に大き
な絵を描く。乳幼児と保護者。

片瀬しおさいセンター ☎（29）6668薨（29）6674
●講師付き公開講座｢ゆったり誰でも
できる太極拳｣　7月19日㈮午後7時～8
時。講師＝金子恵子氏。�
●バドミントン開放　7月14日㈰午前9
時～正午。� �
●卓球開放　7月14日㈰午後1時30分～
4時30分。

明 治 公 民 館 ☎（34）5660
薨（33）5727

●明治郷土史講座講演会｢地域の宝　
旧三觜八郎右衛門家住宅の価値｣　7月
27日㈯午前10時～11時30分。講師＝東
海大学教授小沢朝江氏。100人。
●おひざのうえのおはなしかい　7月3
日㈬、12日㈮午前11時15分～11時30分。
幼児。
●おはなし会　7月3日㈬、10日㈬午後
3時30分～4時。幼児～小学生。
●キッズ囲碁　7月6日㈯午前10時～正
午。小・中学生。

御所見公民館 ☎（49）1221
薨（48）5807

●DVD名作鑑賞｢超高速！参勤交代｣ �
7月17日㈬午後2時～4時。60人。
●おはなしかい　7月6日㈯午後2時～2
時30分。
●おひざのうえのおはなしかい　7月9
日㈫午前11時～11時20分。乳幼児と保
護者。

辻 堂 公 民 館 ☎（34）9151
薨（34）4187

●さくらんぼ広場（親子開放事業）　7
月23日㈫午前10時～正午。親子リト
ミック。講師＝リトミック研究セン
ター上級指導士由井美香氏。
●おはなし会　7月2日㈫午後3時30分
～4時。幼児～小学生。
●おひざのうえのおはなし会　7月11
日㈭、25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　7月12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　7月13日㈯午前10
時～11時。講師＝全国ラジオ体操連盟
公認指導士。20人。

善 行 公 民 館 ☎（90）0097
薨（81）4441

●ベビー3B体操　7月22日㈪午前10時
30分～11時30分。3～12カ月児と保護
者15組。申7月8日㈪から電話または来
館で。
●おはなし会　7月3日～24日毎週水曜
日午後3時30分～4時。6日㈯午後2時～
2時30分｡
●おひざのうえのおはなし会　7月19
日㈮午前11時～11時30分。

湘南台公民館 ☎（45）3070
薨（45）1604

●親子の遊び場　7月16日㈫午前9時30
分～11時30分。3歳までの子と保護者。
●バドミントン・卓球開放　7月4日㈭
午前9時～11時30分。11日㈭午後1時30
分～4時。
●サウンドテーブルテニス開放　7月6
日㈯午前9時～11時30分。


