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ケーブルテレビ
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チャンネル

H（デジタル放送）

11月4日㉁〜11月10日㈰ 11月11日㈪〜11月17日㈰ 11月18日㈪〜11月24日㈰
【カラフルフジサワ】
農家レストランいぶき
～農業お試し体験

【カラフルフジサワ】
結成50周年！
スポーツ少年団本部

【カラフルフジサワ】
旧南市民図書館の歴史をたどる

【ふじさわトピックス】
・ふじさわ下水道フェア2019
・10月市長定例記者会見

【ふじさわトピックス】
・六会小学校運動会キュンダンス
・ビーチクリーン＆サンドアート

【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（今回はブロッコリーです）

◎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、防災や健康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2
次元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。

■毎日4回放映＝午前9時／正午／午後8時／午後11時30分

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！

番組ガイド「ふじさわ情報ナビ」

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

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

　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。
　※同アプリは右記の2次元コードからダウンロードできます

■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

テレビ・ラジオ・インターネットでも市政・地域情報発信中！

コーナー名 放送日 内　　　　　容

私の文庫
毎週水曜日

11月13日 山ガールにっき「ふじ山」…宮本埜乃椛（わかふじ69号）
11月20日 「文芸ふじさわ」や「わかふじ」など、市民の皆さんの作品を紹介します

おいしい藤沢産
毎週木曜日

11月14日 ジャミン
11月21日 WATATSUMI

サークル紹介
毎週木・金曜日

11月14日・15日 煎茶サークルさざんかの会…湘南なぎさ荘
11月21日・22日 サークルコメット…辻堂公民館

●防犯・防災メモ…毎週月～金曜日 ●大好きふじさわ／2020カウントダウン（第2週）…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…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 
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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

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　11月17日㈰午前
10時～正午。
◆㋐クリスマスのアロマワックスバー
を作ろう　12月4日㈬午後1時30分～3
時30分。講師＝笠原宏美氏。市内在住
の方12人。費1200円。
◆㋑クリスマスのテーブルリースを作
ろう　12月6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。
◆㋒親子でクリスマスリースを作ろう
12月7日㈯午前9時30分～正午。講師＝
戸井田道子氏。市内在住の小学生と保
護者16組。※小学4年生以上は子ども
のみの参加も可。費1組500円。
◆㋓正月花アレンジメント　12月11日
㈬午前10時～正午。講師＝池坊鳳秀流
二世家元長田華鳳氏。市内在住の方20
人。費2300円。

申㋐は11月19日㈫、㋑は20日㈬、㋒は
22日㈮、㋓は26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】
◆寒蘭と苔

こ け

玉展　11月16日㈯、17日㈰
午前10時～午後4時。
藤 沢 青 少 年 会 館
☎（25）5215
薨（28）9567 休館日＝第3月曜日

◆ママから“わたし”にかえる部屋｢わ
たしのリフレッシュタイム」　11月19日
㈫午前10時～11時30分。小物作りほか。
市内在住の乳幼児の保護者。※子ども
同伴可。

こ ぶ し 荘
☎（45）3121
薨（45）3126 休館日＝月曜日

◆クリスマスのつどい　12月15日㈰午
前10時～午後3時。聖園女学院ハンド
ベル演奏、小山竜浩津軽三味線演奏ほ
か。市内在住の方。【体験コーナー】
プリクラ作成ほか〈午後2時まで〉。
◆㋐木工教室｢木でクリスマスツリー
を作ろう」　12月15日㈰◎午前10時～
11時30分◎午後0時30分～2時。市内在
住の小学生各回10人。費100円。
◆㋑ちぎり絵教室｢来年の干

え

支
と

でカレ
ンダーを作ろう」　12月15日㈰午前10
時～正午。市内在住の小学5年生以上
の方10人。費300円。
◆㋒サークル共催事業｢気功体験講座」
12月4日㈬午後1時45分～3時15分。市
内在住の60歳以上の方20人。
◆㋓音楽体操「笑いながら、脳活・筋
活・心でほっと！」　12月5日㈭午後1
時30分～3時30分。市内在住の60歳以
上の方60人。

申㋐は11月17日㈰、㋑は19日㈫、㋒は
21日㈭、㋓は23日㈷から電話または来
館で（午前9時～午後4時）。
◆㋔わくわくクッキング教室～肉まん
作り（デザート付き）　12月15日㈰午前
9時30分～正午。市内在住の小学生16
人（抽選）。費500円。
◆㋕陶芸教室｢ランプシェード作り」
12月15日㈰午前9時30分～正午。市内
在住の小学生20人（抽選）。費300円。

申㋔㋕は11月30日㈯〈必着〉までに往復
はがき（1人1通）に講座名、住所・氏
名・学年・電話番号を書いて、こぶし
荘〈〒252-0807下土棚800-1〉へ。※電
話・来館も可（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

◆㋐子育てママのパソコン講座　◎12
月4日㈬…Wordで地図作製◎11日㈬…
Excelのデータツールを学ぶ◎18日㈬
…Wordでビジュアル文書作成◎25日
㈬…ホームページ作成。いずれも午前
9時30分～正午。各日成人8人。費300円。
◆㋑リトルバンビ～クリスマスコン
サート　12月7日㈯◎午前9時45分～10
時30分◎午前11時15分～正午。6歳ま
での子と保護者各回40人。
◆㋒はじめてのそば打ち体験　12月8
日㈰午前10時～午後0時30分。小学3～
6年生20人。費500円。
◆㋓キディルーム～リトミックで遊ぼう
12月12日㈭午前10時30分～11時30分。紙
芝居ほか。未就園児と保護者10組。

申㋐は11月14日㈭、㋑は15日㈮、㋒㋓
は19日㈫いずれも午前9時から電話ま
たは来館で。
少 年 の 森
☎（48）7234
薨（48）7249 休所日＝月曜日

◆㋐たき火あそび　12月1日㈰午前10
時～午後1時。市内在住・在勤・在学
の小学生以上の方25人。※小学2年生
以下は保護者同伴。費1人300円。
◆㋑親子キャンプ塾　12月7日㈯午前
10時～午後3時30分。野外炊事ほか。
市内在住・在勤・在学の家族15組。費

1人500円（4歳以下は50円）。
◆㋒親子でトナカイ作り　12月14日㈯
午前9時30～正午。丸太でトナカイ作
り。市内在住・在学の小・中学生と保
護者10組。費1組1000円（別途実費あり）。

申㋐は11月10日㈰、㋑は16日㈯、㋒は
23日㈷いずれも午前9時から電話で。

や す ら ぎ 荘
☎（81）6068
薨（83）4624 休館日＝月曜日

◆50周年記念事業　【健康測定会】11月
26日㈫午前10時～正午。糖化度・骨密
度・腸内年齢測定ほか。市内在住の60
歳以上の方。【映画会｢北北西に進路を
とれ」】28日㈭午前10時～午後0時30分。
市内在住の方。【やすらぎ落語二人会
～柳亭こみち・金原亭馬久】30日㈯午
前10時30分～11時15分。市内在住の方。
◆㋐地域開放事業「老後の安心生活～
相続と介護の対策」　12月7日㈯午前10
時～11時30分。講師＝司法書士西沢優
美氏。※個別相談あり。市内在住の方
60人。
◆㋑サークル共催講座｢フォークダン
ス初心者体験講座」　12月4日㈬、18日
㈬午前10時～正午、全2回。講師＝松
村キヨ子氏。市内在住の60歳以上の方
10人。

申㋐は11月16日㈯、㋑は20日㈬から電
話または来館で（午前9時～午後4時）。
ふ じ さ わ 宿 交 流 館

☎（55）2255、 薨（20）5152
休館日＝月曜日、祝日の翌日

◆遊行寺近辺の無料ミニガイド　11月
23日㈷午前10時～午後3時。※1回1時
間程度。案内＝江の島・藤沢ガイドク
ラブ。
◆秋の華道展　11月23日㈷、24日㈰午
前9時～午後4時。※23日午前中は公開
生け込み。
◆生け花体験教室　11月24日㈰午前11
時～午後2時。※1人20分程度。30人。
◆太田プロ若手芸人爆笑ライブ　12月
1日㈰◎正午◎午後3時。出演＝六六三
六ほか。各回90人。

カルチャー

凡　例　　 申…申し込み、問…問い合わせ、費…費用


