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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

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】
◆盆栽講習会～季節の手入れ　11月9
日㈯午前10時～正午。
◆つるを使ってカゴを編んでみよう　
11月21日㈭午後1時30分～4時。市内在
住の方10人(抽選)。費500円。申11月7
日㈭〈必着〉までに往復はがきに住所･
氏名･電話番号を書いて、長久保公園
都市緑化植物園〈〒251-0044辻堂太平
台2-13-35〉へ。　
◆㋐託児付き講習会～クリスマスス
ワッグを作ろう　11月26日㈫午前10時
～11時30分。講師＝庄村智恵子氏。市
内在住の11月26日時点で2･3歳の子と
同居の保護者14組。費1組1300円。
◆㋑クリスマスリース作り　11月27日
㈬午後1時30分～3時30分。講師＝麻生
美佐緒氏。市内在住の方16人。費1500円。

申㋐は11月8日㈮、㋑は12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】
◆菊花展　10月31日㈭～11月10日㈰午
前10時～午後4時。
や す ら ぎ 荘
☎（81）6068
薨（83）4624 休館日＝月曜日

◆㋐オリジナルハーバリウムを作って
みませんか　11月20日㈬午前10時～正
午。市内在住の60歳以上の方10人。費
1500円。
◆㋑健康ボイストレーニング！～歌い
ながら楽しく学ぶ呼吸法　11月21日、
28日、12月12日毎回木曜日午前10時～
正午、全3回。講師＝窪田恵子氏。市
内在住の60歳以上の方30人。
◆㋒50周年記念「音楽体操で楽しく健
康維持」　11月29日㈮午前10時～正午。
講師=中村嘉奈子氏。市内在住の60歳
以上の方100人。

申㋐は11月6日㈬、㋑は7日㈭、㋒は15
日㈮から電話または来館で(午前9時～
午後4時)。
市 民 ギ ャ ラ リ ー
☎（26）5133
薨（26）5144 休館日＝月曜日

11月5日㈫～10日㈰の展示
　��☆第16回藤沢三田会アート展(絵画
･写真ほか)

　☆なぎさ瞳の会第5回写真展
　�☆第17回湘南写真クラブ写真展～お
りおりの詩

11月19日㈫～24日㈰の展示
　�☆明大チャリティアート展(写真ほか)
　�☆第2回PHOTO�JOY�CLUB・たな
ぼた会合同写真展

　☆KUMAの会展(絵画･水彩)
11月26日㈫～12月1日㈰の展示
　�☆第22回藤沢市公民館サークル連合
写真展

《常設展示室》
◆昔のどうぐ　11月22日㈮～2020年3
月22日㈰。

藤沢駅北口地下道展示場
◆税を考える週間　11月7日㈭～11日
㈪。
◆人と動物の絵コンクール　11月14日
㈭～18日㈪。
◆幼児教室生活展　11月21日㈭～25日
㈪。
◆緑と花のまちづくりコンクール優秀
作品展　11月28日㈭～12月2日㈪。
湘南台文化センター
休館日＝月曜日、祝日の翌日

こ ど も 館 ☎（45）1500
薨（45）1503

■宇宙劇場
◆天体観望会｢見えるかチャレンジ！
アンドロメダ大銀河｣　11月2日㈯午後
6時30分～8時。※雨天･曇天中止。
◆星空のコンサート・クリスマススペ
シャル　◎ファミリー向け…12月7日㈯。
◎大人向け…21日㈯。ともに午後6時30
分～7時30分。※21日は未就学児はご
遠慮ください。各日160人。費500円。
申11月10日㈰から電話または来館で。
◆のんびりアロマプラネタリウム　11
月23日㈷午後6時30分～7時20分。中学生
以上の方130人。費500円(中学生200円)。
申11月13日㈬から電話または来館で。
■ワークショップ
◆ほんのり光るスライムを作ろう　11
月2日㈯～4日㉁◎午前10時◎午後1時
30分。小･中学生と保護者同伴の幼児
各回50人。費1人200円。
◆ふわふわスライムを作ろう　11月9
日㈯、10日㈰、16日㈯◎午前10時◎午
後1時30分。小･中学生と保護者同伴
の幼児各回50人。費1人200円。
◆㋐秋の自然ウオッチング　11月17日
㈰午前10時～午後0時30分。※小雨決
行。小･中学生と保護者20人(抽選)。
費1人100円。
◆㋑マフラーをおろう　11月23日㈷、
24日㈰午前10時～午後3時、全2回。
◆㋒押し絵の羽子板作り　12月1日㈰
午前10時～午後3時。小･中学生と保
護者20人(抽選)。費1人700円。
◆㋓陶芸教室（本焼き）　12月1日㈰、15
日㈰午前9時30分～正午、全2回。小･中
学生と保護者20人(抽選)。費1人600円。

申㋐は11月3日㈷、㋑は9日㈯、㋒㋓は
17日㈰〈いずれも必着〉までに来館する
か、はがきに講座名･講座開催日、参
加者全員の住所･氏名･学年(年齢)･電
話番号を書いて、湘南台文化センター
こども館〈〒252-0804湘南台1-8〉へ。※
同館のホームページからも申し込みで
きます(締め切り日の午後5時まで)。
辻 堂 青 少 年 会 館
☎（36）3002
薨（36）3988 休館日＝第3月曜日

◆会館フェスティバル　11月10日㈰午
前10時～午後2時。辻堂青少年会館ほ
か。模擬店、ゲーム、クラブ紹介ほか。
◆サークル拡大事業「親子リトミック」
11月21日㈭午前10時～10時45分。音遊
びほか。1歳6カ月以上の子と母親10組。
費1組500円。申10月31日㈭午前9時か
ら電話または来館で。

◆16ｍｍアニメ上映会　11月2日㈯午
前10時30分～11時30分。「3丁目のタマ」
ほか。
◆子育てひろば　11月7日㈭午前10時
～正午。リズム遊びほか。5歳までの
子と保護者。
藤 沢 青 少 年 会 館
☎（25）5215
薨（28）9567 休館日＝第3月曜日

◆ママトークサロン★みんなで楽しく
子育て　11月12日㈫午前10時～11時30
分。市内在住の乳幼児と保護者6組。
申10月28日㈪午前9時から電話で。
◆イ・イェジャの子育てハッピーアド
バイス　11月23日㈷午前10時～正午。
子育て中の方20人。費500円。申10月
29日㈫午前9時から電話で。
湘 南 な ぎ さ 荘
☎（36）2315
薨（36）1171 休館日＝月曜日

◆㋐表現体操～童謡などの音楽にあわ
せて行う体操　11月17日㈰◎午前10時
10分～11時40分◎午後1時10分～2時40
分。市内在住の60歳以上の方各回25人。
◆㋑健康づくり運動講座～｢いす！｣で
身体を動かす！　11月27日㈬午前10時
15分～午後0時15分。市内在住の60歳
以上の方30人。
◆㋒料理講座～包丁いらずの簡単ごは
ん　11月29日㈮午前10時30分～午後1
時。市内在住の60歳以上の方20人。費
600円。
◆㋓仏像の世界～その不思議と魅力　
11月29日㈮午前10時15分～午後0時15
分。講師＝中島淳一氏。市内在住の60
歳以上の方60人。費100円。

申㋐は11月3日㈷、㋑は13日㈬、㋒は
14日㈭、㋓は15日㈮から電話または来
館で(午前9時～午後4時)。
こ ぶ し 荘
☎（45）3121
薨（45）3126 休館日＝月曜日

◆㋐サークル共催事業｢社交ダンス体
験講座｣　11月13日㈬、27日㈬午前11
時30分～午後1時30分、全2回。市内在
住の60歳以上の方15人。
◆㋑老い支度講座～あなたは長生きリ
スクとどう向き合いますか？　11月30
日㈯午前10時～正午。講師＝石黒秀喜
氏。市内在住の方40人。費500円。
◆㋒サークル共催事業｢ボール体操講
座｣　11月27日㈬午前9時20分～11時20
分。市内在住の60歳以上の方15人。
◆㋓いきいき健康講座～血液サラサラ
になるための食事と運動　11月29日㈮
午前10時～正午。市内在住の60歳以上
の方40人。

申㋐は11月1日㈮、㋑は6日㈬、㋒は7
日㈭、㋓は8日㈮から電話または来館
で(午前9時～午後4時)。
◆健康づくり運動講座｢いきいき元気
エクササイズ｣　11月26日㈫午前9時30
分～11時30分。市内在住の60歳以上の
方30人(抽選)。申11月12日㈫〈必着〉ま
でにはがきを持って来館するか、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。
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　「119番の日」である11月9日から、秋季全
国火災予防運動が始まります。秋は空気が
乾燥して、火災が発生しやすい季節です。
火の取り扱いに気を付け、安全に暮らしま
しょう。
　問い合わせ
　予防課☎内線8122、薨(25)5301

　1月1日～9月30日に発生
した火災件数は、過去10
年で最多となっていま
す。火災を起こさないた
めに、一人一人の心掛け
が大切です。

　連続した不審火が発生している場合は、放火の可能
性があるので注意が必要です。地域で協力して放火火
災を減らしましょう。
　また、寝たばこは絶対にやめ、吸い殻は水につけて
から捨てましょう。こんろは自動消火機能のあるもの
を使い、近くに布巾など燃えやすいものを置かないよ
うにしましょう

　☆家の周囲に燃えやすいものは置かない
　☆家の敷地への侵入防止対策をする
　☆夜間は屋外照明を点灯して放火を抑止する
　☆車両カバーなどは防炎性の高い素材を選ぶ�
　☆地域の火災予防活動に積極的に参加する�
　☆ごみは前日に出さず、決められた時間に出す

　「安全な暮らしを守る」を合い言葉に、みんな
で防火対策･応急手当などを学びましょう。
　と　き
　11月10日㈰午前11時～午後0時30分
　※荒天中止�
　ところ
　ミスターマックス湘南藤沢ショッピング
センター�

内　容
☆麻倉未稀による1日消防長�
☆�2019湘南江の島海の女王による1日消防
署長�
☆�防火ポスターコンクール最優秀賞受賞者
表彰�
☆消防音楽隊の演奏･消防団の紹介
☆心肺蘇生法やAEDの体験�
☆はしご消防自動車の乗車体験

　◎たこ足配線はやめましょう
　テーブルタップなどに記載された容量を超えて使用すると、発火の
原因となる場合があります。1箇所にまとめず分散するなど、容量に
合った使用を心掛けてください

　◎コンセントは定期的な清掃をしましょう
　埃などがコンセントにたまると発火の原因となることがあります。
コンセントに付いた汚れは乾いた布巾でふき取るなど、定期的に清掃
をしましょう

　☆寝たばこは絶対にやめましょう
　☆ストーブは燃えやすいものから離れた位置で使用しましょう
　☆ガスこんろなどのそばを離れるときは必ず火を消しましょう
　☆住宅用火災警報器や住宅用消火器などを設置しましょう
　☆寝具や衣類、カーテンは防炎品を使用しましょう
　☆高齢の方や障がいのある方を守る協力体制をつくりましょう

　応募数916点の中から、入選した作品63点を展示します。
　とき・ところ　
　☆10月28日㈪～11月5日㈫�…市役所本庁舎ラウンジ�
　☆11月7日㈭～11日㈪�…藤沢駅北口地下道展示場

小学生低学年の部
最優秀賞
成富椿咲さん
（大清水小）

小学生高学年の部
最優秀賞

大和田理湖さん
（本町小）

中学生の部
最優秀賞

金田侑知佳さん
（湘南学園中）

11月 9日～15日は

気を付けて！
市内での火災が増えています
各年の1月1日～9月30日の火災件数

火災が発生しやすい主な原因は
1位�放火、2位�たばこ、3位�こんろ

住宅防火　命を守るポイント

電気が原因の火災も増えています！

放火を防ぐためのポイント

市内小・中学校防火ポスターコンクール作品展

　火災を初期に知らせるために有効なものが住宅用火災警報器です。寝室、または寝
室が2階以上にある場合は階段の上部に設置が必要です。まだ設置されていない方は
設置しましょう。また、住宅用火災警報器の電池の寿命は、おおむね10年が目安です。
1カ月程度の間隔で定期的に点検をして、電池が切れる前に交換しま
しょう。
　※�右記の2次元コードから住宅用火災警報器の説明をご覧になれま
す〈動画投稿サイト「ユーチューブ」〉

住宅用火災警報器を設置しましょう

消防・救急フェア2019

全国火災予防運動期間
です

秋季


