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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】
◆㋐クリスマスローズの年間の栽培　
1月8日㈬午後1時30分～3時30分。市内
在住の方24人（抽選）。費200円。
◆㋑家庭菜園を始める方のための基礎
講座　2月9日㈰午後1時30分～3時30分。
市内在住の方24人（抽選）。費100円。

申㋐は12月20日㈮、㋑は1月30日㈭〈と
もに必着〉までに往復はがきに講座名、
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。
◆㋒バラの冬剪

せん
定と育て方　2月1日㈯

午前10時～正午。講師＝樹木医川島一
平氏。市内在住の方32人。費100円。
◆㋓ハーブティーとハーブビネガーの
楽しみ方　2月7日㈮午後1時30分～3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24
人。費1000円。

申㋒は1月22日㈬、㋓は23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。
藤 澤 浮 世 絵 館
☎（33）0111、 薨（30）1817
休館日＝月曜日、祝日の翌日

◆お正月～楽しい浮世絵ぬり絵遊び　
1月4日㈯、5日㈰、7日㈫午前10時30分
～午後3時。
◆㋐講座「七福神の伝来と継承」　1月
18日㈯午前11時～正午。40人。
◆㋑講演会｢江戸の楽しみ～絵すごろ
く｣　2月1日㈯午後2時～3時30分。講
師＝国際浮世絵学会常任理事藤澤茜
氏。40人。

申㋐は12月18日㈬、㋑は25日㈬午前10
時から電話またはファクスに住所･氏名･
電話番号を書いて、藤澤浮世絵館へ。
こ ぶ し 荘
☎（45）3121
薨（45）3126 休館日＝月曜日

◆新春のつどい～2020年新しい自分発
見！シニアライフを楽しもう　1月12日
㈰午前9時～午後3時。恋川いろは歌謡
ショー、ニューイヤーコンサート、ア
ロマ･カラーコーディネート体験ほか。
市内在住の方。
◆㋐ロコモチャレンジ講座～楽しく動
いて心も身体もリフレッシュ　1月14
日㈫、21日㈫午後1時30分～3時30分、
全2回。市内在住の65歳以上の方20人。
◆㋑パソコン講座～案内状の作成と2
次元コードの作り方　1月23日㈭～26
日㈰◎午前10時～正午◎午後1時～3
時。いずれも全4回。市内在住の60歳
以上の方各回14人。

申㋐は12月17日㈫、㋑は18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

◆㋐宿場寄席　12月20日㈮、1月24日㈮
午後2時～3時30分。各日90人。　
◆㋑宿場ミニコンサート　◎12月22日
㈰午後2時～3時15分…映画音楽とクラ
シックの調べ◎2月16日㈰午後2時…懐
かしの青春ポップス。各90人。
◆㋒江の島の弁才天像とその信仰　1
月11日㈯午後2時～4時。講師＝中島淳
一氏。90人。

申入場券を当日㋐は正午、㋑㋒は午後
1時から配布（1人1枚）。
◆藤沢宿歴史講座　①1月10日㈮…藤
沢宿と時宗②17日㈮…藤沢宿の成り立
ち③31日㈮…宿場の人々とできごと④
2月7日㈮…発掘された藤沢宿Ⅰ⑤14日
㈮…発掘された藤沢宿Ⅱ。いずれも午
後2時～4時。講師＝高野修氏ほか。各
90人。申入場券を当日①は午後1時30
分、②～⑤は午後1時から配布（1人1枚）。
◆遊行寺近辺のミニガイド　12月21日
㈯、1月25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。
◆太田プロ若手芸人爆笑ライブ　1月5
日㈰、2月2日㈰◎正午◎午後3時。出
演＝六六三六ほか。各回90人。
◆みんなで応援！第96回箱根駅伝　1
月2日㈭、3日㈮。テレビ中継観戦。※
前回大会の写真展示〈12月21日㈯～1月
4日㈯〉あり。
◆親子凧

たこ

づくり教室　1月18日㈯、25
日㈯午前9時～正午、全2回。講師＝相
州藤澤凧保存会会員。子と保護者20組。
※小学4年生以上は子どものみの参加
も可。費1組500円。申12月13日㈮午前
9時から電話またはファクスに氏名･電
話番号またはファクス番号を書いて、
郷土歴史課☎内線6731、薨（50）8432へ。
■ワークショップ
◆㋓正月飾り　12月26日㈭◎午後1時
◎午後3時。各回10人。費1800円。
◆㋔桜ふぶき　1月10日㈮午前10時～
正午。15人。費200円。
◆㋕吊るし飾り～桃づくし　2月5日㈬
午前10時～正午。10人。費1000円。
◆㋖はまぐり雛

びな

　2月8日㈯午前10時～
正午。10人。費1000円。

申㋓は12月14日㈯、㋔は21日㈯、㋕は
1月18日㈯、㋖は25日㈯いずれも午前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。
◆昔ながらの縁日（お正月遊び）　1月7
日㈫午前11時～午後3時。
藤 沢 青 少 年 会 館
☎（25）5215
薨（28）9567 休館日＝第3月曜日

◆国際交流サロン　12月22日㈰午前10
時～正午。国際交流に興味のある外国
人と日本人。
◆冬の自習室　12月21日㈯～1月31日
㈮〈12月26日㈭、28日㈯～1月4日㈯を
除く〉午後4時～10時。※日･月曜日は
午前9時～午後5時。施設の1室を学習
室として開放。市内在住･在勤･在学
の30歳以下の方。

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

◆㋐鏡開き　1月6日㈪午前10時～正
午。正月遊びほか。小･中学生20人。
費300円。
◆㋑子育てママのパソコン講座　◎1
月8日㈬…Webアプリケーション入門
◎15日㈬…Wordでチラシ作成◎22日
㈬…Excelでアンケート表作成1◎29
日㈬…Excelでアンケート表作成2。
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。
◆㋒キディルーム～リトミックで遊ぼ
う　1月9日㈭午前10時30分～11時30分。
リトミック、紙芝居ほか。3歳までの
子と保護者10組。
◆㋓親子で坐

ざ

禅　1月18日㈯午前9時30
分～11時30分。宝泉寺。講師＝住職塩
澤正道氏。小･中学生と保護者20人。
※子どものみの参加も可。

申㋐㋑は12月17日㈫、㋒㋓は18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

◆たき火あそび　1月11日㈯午前10時
～午後1時。火おこし体験、餅つき。
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300円。申12月21日㈯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

◆㋐ロコモ予防チャレンジ講座　1月7
日㈫、21日㈫午前10時～正午、全2回。
市内在住の65歳以上の方20人。
◆㋑サークル共催事業「コーラス体験
講座」　1月17日㈮、31日㈮午後1時～3
時、全2回。講師＝中林幸子氏。市内
在住の60歳以上の方15人。
◆㋒健康づくり運動講座｢チェアdeエ
クササイズ｣　1月16日㈭午前10時～正
午。市内在住の60歳以上の方25人。

申㋐は12月17日㈫、㋑は20日㈮、㋒は
25日㈬から電話または来館で（午前9時
～午後4時）。
湘 南 な ぎ さ 荘
☎（36）2315
薨（36）1171 休館日＝月曜日

◆㋐ロコモ予防チャレンジ講座　1月8
日㈬、22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。
◆㋑表現体操～童謡などの音楽にあわ
せて行う体操　1月19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。

申㋐は12月17日㈫、㋑は22日㈰から電
話または来館で（午前9時～午後4時）。
ア ー ト ス ペ ー ス
☎（30）1816、 薨（30）1817
休館日＝月曜日、祝日の翌日

■ワークショップ
◆自分だけの招き猫をつくろう！　1
月11日㈯午後1時～2時。講師＝日本画
家青木志子氏。15人。費500円。申電
話または来館で。

 

　藤沢駅北口ペデストリアンデッキが、誰
もが安心して利用できるにぎわい・交流・
憩いの広場として生まれ変わります。
　問い合わせ
　藤沢駅周辺地区整備担当☎内線4333、薨
(50)8421

12 月 21日㈯12月 21日㈯

ゆとりのある広場空間

新たな昇降施設による利便性の向上

スロープの改良による歩行空間の充実

　待ち合わせ･休憩場所としての利用やイベントでの活用も可能なウッドデッキのガーデンテラス、人
工芝のガーデンパークなど、誰もがゆったり過ごせる広場空間として整備しました。
　また、全体に落ち着いた印象のタイルを張り、滑りにくく平たんで排水性の高いものとしました。

　新たにエレベーターを2基、エスカレーターを1カ所新設しました。
　また、従来からあるさいか屋南側エレベーターは他のエレベーター同様、車いすが2台同時に乗れ、救急
搬送時のストレッチャーにも対応したサイズに変更し、さいか屋デッキ階からも利用できるようになりました。

　スロープを拡幅し、改良されたエレ
ベーターからさいか屋デッキ階まで延
長することで、車いすやベビーカーな
ども利用しやすい環境になりました。

ガーデンパーク

ビックカメラ前エスカレーター

ガーデンテラス 待ち合わせ広場

バスロータリー中央エレベーター さいか屋前エレベーター

EV新設EV新設

待ち合わせ広場待ち合わせ広場

スロープ改良スロープ改良

EV改良EV改良
ESLESL

ESLESL

さいか屋さいか屋

EVEV

EVEV

EVEV

EV新設EV新設

ESL新設ESL新設

ガーデンパークガーデンパーク

ガーデンテラスガーデンテラス

藤沢村岡線藤沢村岡線

広場
昇降施設
エレベーター
エスカレーター

広場
昇降施設
エレベーター
エスカレーター

静岡銀行静岡銀行 サンパールⅡサンパールⅡ
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ビックカメラビックカメラ

藤沢駅北口藤沢駅北口

ESL設置済ESL設置済
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◎午前10時30分～正午…デッキリニューアル完成式典
　
◎正午～午後1時…暴力追放藤沢市民総ぐるみ大会

◎正午～午後7時…第5回藤沢ワイン祭り

◎午後3時30分～5時…FUJISAWA DESIGN WEEK 2019

◎午後4時45分～5時
　…北口イルミネーション点灯式

　「アート×まちづくり～まちの空気をデザイ
ンする」をテーマに、フォーラムを開催します。

　ところ　市役所本庁舎
　出　演　空間デザイナー
　　　　　長谷川喜美氏ほか
　定　員　100人(先着順)
　費　用　無料

　申し込み　
　12月20日㈮までに藤沢デザインウィークの
ホームページへ
　問い合わせ
　企画政策課☎内線2175、薨（50）8436

・・・藤沢駅周辺の今後の事業・・・
★藤沢駅地下通路リニューアル事業
　… 明るく安全で歩きやすい空間を目指し、駅周辺を回遊できる施設としてリニューア

ルします
★藤沢駅南北自由通路拡幅および駅改良事業
　…利便性･回遊性の向上、まちの活性化を目的とした改良を行います
★藤沢駅南口駅前広場再整備事業
　…南北自由通路や駅舎などと一体で利用できる空間として再整備を行います
★エリアマネジメントの導入
　… にぎわいの創出など、より利用しやすい公共空間として官民が連携したエリアマネ

ジメントの導入を図ります

12月21日完成式典

当日のスケジュール
FUJISAWA

DESIGN WEEK 2019

　ワイン祭り初の婚活企画を開催します。イベン
ト前には婚活に役立つプチ講座を受けることがで
きます。

　※ 詳細は藤沢ワイン祭り公式フェイスブックを
ご覧ください

★ワイン婚活
　「サンタ・ムール ( 聖なる愛 )」

　ワインの試飲や販売、地元店舗によるおつまみや料
理などの販売、本市ゆかりのジャズミュージシャンに
よる演奏をお楽しみいただけます。

　問い合わせ　産業労働課☎内線3411、薨（50）8419

第５回藤沢ワイン祭り

同時
開催


