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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
※電話番号などは間違いのない
ようおかけください

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

◆㋐宿場寄席　9月27日㈮午後2時～3
時30分。90人。
◆㋑宿場ミニコンサート｢魅惑のフルー
トデュオ｣　10月5日㈯午後2時～3時30
分。出演＝れこると。90人。

申入場券を当日㋐は正午、㋑は午後1
時から配布（1人1枚）。
◆遊行寺近辺の無料ミニガイド　9月
28日㈯午前10時～午後3時。※1回30分
程度。講師＝江の島・藤沢ガイドクラ
ブ。
◆太田プロ若手芸人爆笑ライブ　10月
6日㈰◎正午◎午後3時。出演＝六六三
六ほか。各回90人。
■ワークショップ
◆①短冊に顔彩で絵を描こう　10月12
日㈯午後1時～3時。10人。費500円。
◆②ベンガラ染めスカーフ　10月19日
㈯午後1時～3時。10人。費1500円。

申①は9月28日㈯、②は10月5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。
藤 澤 浮 世 絵 館
☎（33）0111、 薨（30）1817
休館日＝月曜日、祝日の翌日

■ワークショップ　
◆なつかしのガリ版でつくる文字とイ
ラスト　10月26日㈯午後1時30分～4時。
講師＝かながわ美術教育みらい研究会
会員。12人。申10月2日㈬午前10時か
ら電話またはファクスに氏名・電話番
号を書いて、藤澤浮世絵館へ。
市 民 会 館
問（公財）藤沢市みらい創造財団

芸術文化事業課☎（28）1135、薨（25）1525
休館日＝月曜日、祝日の翌日

◆ワンコイン・コンサート2019 Vol.3
～フルート オーボエ うた ピアノで奏
でる心のうた　10月2日㈬午前11時～
11時40分。小ホール。0歳児から楽しめ
るコンサート。出演＝Coccolo。未就
学児と保護者。費500円（未就学児は無
料）。
◆藤沢市民オペラを楽しむために～

「湖上の美人」事前講演会　10月22日㈷
午後2時～3時30分。第2展示集会ホー
ル。講師＝朝岡聡（ナビゲーター）ほか。
申10月18日㈮までに電話またはファク
スに氏名・電話番号・参加人数を書い
て、（公財）藤沢市みらい創造財団芸術
文化事業課へ。
◆藤沢にゆかりのある音楽家たち2019
～チェロとピアノが織りなす創造的対
話　2020年1月26日㈰午後3時。大ホー
ル。出演＝堤剛（チェロ）ほか。費S席
4000円、A席3000円（25歳以下S席3000
円、A席2000円。全席指定）。 申 市民
会館☎（23）2415で販売中〈湘南台文化
センター市民シアター☎（45）1550でも
販売〉。※未就学児はご遠慮ください。

や す ら ぎ 荘
☎（81）6068
薨（83）4624 休館日＝月曜日

◆皆様と歩んだ50年｢第46回やすらぎ
祭｣　10月5日㈯、6日㈰午前9時～午後
3時30分（6日は午後2時30分まで）。千
葉山貴公歌謡ショー（5日）、一蘭春蝶歌
謡ショー（6日）、サークル作品展示・発
表会、模擬店、カラオケ大会ほか。
◆㋐おいしいコーヒーの入れ方教室～
コーヒープレス編　10月16日㈬午前10
時～11時30分。講師＝スターバックス
コーヒージャパン（株）スタッフ。市内在
住の60歳以上の方20人。費300円。
◆㋑歴史講座｢教科書から外れた江戸
時代人物史｣　10月10日～31日毎週木
曜日午前10時～正午、全4回。講師＝
伊藤一美氏。市内在住の60歳以上の方
60人。費200円。
◆㋒ワイン講座～おいしいワインと軽
食を気軽に楽しみましょう　10月19日
㈯午前10時30分～正午。講師＝ソムリ
エ星野謙太郎氏。市内在住の60歳以上
の方20人。費500円。

申㋐は9月25日㈬、㋑は26日㈭、㋒は
28日㈯から電話または来館で（午前9時
～午後4時）。
◆やすらぎ荘バスツアー　10月25日㈮
午前8時～午後4時。ライオン（株）小田
原工場と旧吉田茂邸見学。市内在住の
60歳以上の方22人（抽選）。費2600円。
申10月1日㈫〈必着〉までに往復はがき

（1人1通）に「バスツアー」、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、やすら
ぎ荘〈〒251-0862稲荷586〉へ。
こ ぶ し 荘
☎（45）3121
薨（45）3126 休館日＝月曜日

◆㋐花あそび講座～生活に和文化・身
近な器に花を飾ろう　10月13日㈰午前
10時～正午。講師＝福谷芳曈氏。市内
在住の60歳以上の方20人。費1500円。
◆㋑音楽体操講座｢スロートレーニン
グで筋肉活性中｣　10月3日㈭午後1時
30分～3時30分。講師＝中村嘉奈子氏。
市内在住の60歳以上の方60人。
◆㋒サークル共催事業「手話体験講座」
10月5日㈯、19日㈯午前9時20分～11時
20分、全2回。市内在住の60歳以上の
方20人。

申㋐は9月18日㈬、㋑は19日㈭、㋒は
20日㈮から電話または来館で（午前9時
～午後4時）。
◆コグニサイズ講座～気軽に楽しく認
知症予防講座　10月16日㈬午後1時30
分～3時30分、30日㈬午前10時～正午、
全2回。講師＝健康運動指導士茂木潤
一氏。市内在住の60歳以上の方30人

（抽選）。申10月1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、こぶし
荘〈〒252-0807下土棚800-1〉へ。
ア ー ト ス ペ ー ス
☎（30）1816、 薨（30）1817
休館日＝月曜日、祝日の翌日

◆講演会｢仏像のなかみ｣　10月19日㈯
午後2時～3時30分。講師＝仏師芝崎慶
太氏。※仏像に触れる体験あり。40人。
申電話または来館で。

湘 南 な ぎ さ 荘
☎（36）2315
薨（36）1171 休館日＝月曜日

◆オータムジャズコンサート　9月29日
㈰午前11時20分～午後0時10分。出演
＝相模鉄鎚組。市内在住の方。
◆ロコモ予防チャレンジ講座　10月9
日㈬、16日㈬午前10時15分～午後0時
15分、全2回。市内在住の65歳以上の
方20人。申9月25日㈬から電話または
来館で（午前9時～午後4時）。
辻 堂 青 少 年 会 館
☎（36）3002
薨（36）3988 休館日＝第3月曜日

◆子育てママのパソコン講座　◎10月2
日㈬…Windowsでデータの管理◎9日
㈬…PowerPointでスライド作成◎16日
㈬…PowerPointで表とグラフ作成◎23
日㈬…Excelでグラフを描く。いずれも
午前9時30分～正午。講師＝ITサロン藤
沢講師。各回成人8人。費300円。申9月
13日㈮午前9時から電話または来館で。
◆キディルーム～リトミックで遊ぼう
10月10日㈭午前10時30分～11時30分。
紙芝居、リトミックほか。3歳までの
子と保護者10組。申9月13日㈮午前9時
から電話または来館で。
◆子育てひろば　10月3日㈭午前10時
～正午。親子体操ほか。5歳までの子と
保護者。
長久保公園都市緑化植物園
◎管理事務所休所日＝月曜日、祝日の翌日
☎（34）8422、薨（36）6700

【緑化講習会】
◆さつき盆栽講習会～病害虫予防と徒
長枝剪

せん

定、止め肥　9月15日㈰午前10時
～正午。講師＝神奈川県さつき会会員。
◆菊の講習会～蕾の取り方と肥料調整
9月15日㈰午後1時～3時。講師＝藤沢
菊花会会員。
◆㋐庭木の手入れ（初級編）～常緑樹の
手入れ　9月22日㈰、26日㈭午後1時30
分～3時30分。市内在住の方各日24人。
費100円。
◆㋑託児付き講習会～ハーブ&アロマ
で風邪予防　10月1日㈫午前10時～11
時30分。講師＝JHSハーブインストラ
クター上級角本久美氏。市内在住の方
で、10月1日時点で2・3歳の子と保護
者14組。費1000円。
◆㋒室内での観葉植物の楽しみ方　10
月3日㈭午後1時30分～3時30分。講師
＝ガーデンデザイナー井田洋介氏。市
内在住の方10人。費500円。
◆㋓ハロウィン講習会～魔女とかぼ
ちゃの三日月リース　10月11日㈮午前
10時～正午。講師＝フラワー装飾技能
士庄村智恵子氏。市内在住の方16人。
費1800円。

申㋐は9月18日㈬、㋑は19日㈭、㋒は
20日㈮、㋓は25日㈬から電話または来
園するか、ファクスに住所・氏名・電
話番号を書いて、長久保公園都市緑化
植物園へ。
【みどりの展示会】
◆カワセミ写真展　9月13日㈮～23日
㈷午前8時30分～午後5時（23日は午後4
時まで）。
【秋の植木市】
◆植木、草花、園芸資材などの販売　
9月21日㈯～12月1日㈰午前10時～午後
4時。※雨天中止。 
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　市では、湘南の元気都市「郷土愛あふれる藤
沢」の実現を目指し、さまざまな取り組みに対
して市民団体や民間企業などと協力し、マル
チパートナーシップを推進しています。
　問い合わせ
　企画政策課☎内線2175、薨（50）8436

　少子超高齢社会の進展など、さまざまな社会的課題を解決していくためには、より多くの団体・企業
などが協力し、大きな力を生み出していく必要があります。市では、市民・地域団体・NPO法人・大学・
民間企業などと理念や目的を共有し、役割を分かち合いながら連携してまちづくりを進めています。
　また、民間企業の事例発表や講演会、意見交換を行い、企業間の連携や好事例についての情報共有を
促進しています。

市では民間企業の地域貢献活動に関する相談を随時受け付けています。地域貢献の取り組みに参加してみませんか。※詳細はお問い合わせください

　〈Gourmet〉正しい栄養知識の習得や運動・生活習慣を見
直すために、ジュニアアスリートスポーツ栄養講座などを
開催しました。〈Art〉写真展「藤沢のキュンとする『道』20選」
を開催しました。〈Sports〉「ふじさわパラスポーツフェスタ」

「ふじさわボッチャ競技大会」などを実施しました。
　※GAS＝Gourmet（食）、Art（文化芸術）、Sports（スポーツ）

　高齢者の就労促進と、就労を通した生きがいづくりを目
的として「人生100年時代のお仕事体験」を実施しました。保
健師や公共職業安定所職員の講演やセブン-イレブン・ジャ
パン社員の体験談を聞いたり、レジ打ち体験を行ったりし
ました。

　市が進めるシティプロモーション活動への協力をしてい
ます。店内での市のイベントポスターの掲示やふじキュン
のグッズ販売などを行っています。
　また、認知症カフェ「えのカフェ」の開催など、誰もが安
心して暮らせるまちづくりを目指しています。

　六会店の前には、乗り合いタクシー「おでかけ六会」の停留
所があり、掲示板や待合環境を提供しています。
　また、市のシティプロモーション活動の一環として、7月に

「キュンとするまち。藤沢」オリジナルご当地「nanacoカード」
を発行しました。

　マクドナルド六会店2階のキッズスペースが週に2回、子
どもや高齢者の交流スペースになります。
　缶バッジ作りやバルーンアート、高齢者向けスマホ教室
などを開催しています。

　藤沢マイスターの滝沢英昭氏によるワインに関する健康
セミナーや「藤沢ワインまつり」に協力をしています。
　また、ラポールグループ・SOY LINKとともに互助型認知
症セーフティネットづくりにも取り組んでいます。3月には

「ウルトラ見守りチャレンジ」を開催しました。

民間企業との
マルチパートナーシップが広がっています

マルチパートナーシップを広げよう

包括連携協定締結企業による活動の紹介

GAS協定の取り組み
〜東京ガス（株）神奈川西支店  東京ガスライフバル湘南

高齢者の就労促進に関する取り組み
〜（株）セブン-イレブン・ジャパン

シティプロモーション・高齢者支援に関する取り組み
〜（株）イトーヨーカ堂

高齢者支援・シティプロモーションに関する取り組み
〜（株）ヨークマート

地域の縁側事業「みんな・de・ 六会」の取り組み
〜（株）グッドイーティング

「健康」「安心」「にぎわい」の取り組み
〜メルシャン（株）藤沢工場

　認知症、成年後見制度活用、家族信託、終活などについ
ての講演と個別相談を行う「『人生100年時代』のよろず相談
会～終活について考える」を開催しました。

「人生100年時代」のよろず相談に関する取り組み
〜かながわ信用金庫

　市民参加型のオリンピック・パラリンピック2020大会開
催を目指してさまざまなイベントへの出展・協力を行い、
市民応援団「2020応援団 藤沢ビッグウェーブ」への参加を呼
び掛けています。
　市内企業向けに、国の「健康経営優良法人認定」の取得に
向けたセミナーも開催しています。

オリンピック・パラリンピック開催に向けた気運の醸成、
「健康経営優良法人認定」取得に向けた支援などの取り組み
〜東京海上日動火災保険（株）  神奈川支店

特集


