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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

市 民 ギ ャ ラ リ ー
☎（26）5133
薨（26）5144 休館日＝月曜日

3月3日㈫～8日㈰の展示
　☆第39回藤沢書道展
3月10日㈫～15日㈰の展示
　☆第13回35会員作品展（絵画）
　�☆第21回湘南Ｐ＆Ｐクラブ展（絵画･
写真）

　�☆第22回水曜会グループ展（油彩･
アクリルほか）

3月17日㈫～22日㈰の展示
　☆第30回湘游書人展（書作品）
　�☆ハワイアンキルトスタジオＢｅｅ�
「ｆｒｏｍ　 Ｋａｈｕｎａ」
　☆第14回創陶会作陶展
3月24日㈫～29日㈰の展示
　☆湘南清和書道展
　☆湘南写真塾作品展
　�☆ふじさわ平和文化展（絵画･写真
ほか）

3月31日㈫～4月5日㈰の展示
　☆第26回湘南ゆうゆう会展（油彩）
　�☆第32回絵画ぐるーぷ紫音絵画展
（油彩･水彩ほか）
　☆第5回フォトクラブ風写真展

藤沢駅北口地下道展示場
◆藤沢市老人福祉センター湘南なぎさ
荘サークル作品展　３月12日㈭～2３日㈪。
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】
◆有機栽培（無農薬・無化学肥料）で冬
収穫のタマネギを作ろう！　３月12日、
５月28日、8月27日、12月10日毎回木曜
日午前10時～正午、全４回。講師＝県
農業サポーター圷繁氏。市内在住の方
18人。費1100円。申３月４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。
【サークル会員募集】
◆初心者ハーブサークル　４月17日～2
021年2月原則月1回金曜日（8･９月を除
く）午後1時３0分～３時３0分、全９回。※
４月17日は午後1時～４時。ハーブの育
て方、増やし方。市内在住の方2４人（抽
選）。費実費。申３月17日㈫〈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ー00４４辻堂太平台2ー1３ー
３５〉へ。
【みどりの展示会】
◆雪割草展　３月7日㈯、8日㈰午前10
時～午後４時。
【みどりの相談受付】
◆樹木や草花などみどりに関するさま
ざまな相談をお受けします　休園日を
除く毎日午前９時～正午、午後1時～４
時３0分（電話も可）。

や す ら ぎ 荘
☎（81）6068
薨（83）4624 休館日＝月曜日

◆健康づくり運動講座｢サーキット体
操｣　３月1９日㈭午前10時～正午。市内
在住の60歳以上の方2５人。申３月５日㈭
から電話または来館で（午前９時～午後
４時）。
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
◆番組入れ替えなどのため、３月10日
㈫～1３日㈮は休館します。　
◆一般向けプラネタリウム番組｢コス
モ大学天文部～冬の夜空を巡る｣（有
料）　３月8日㈰まで。
◆一般向けプラネタリウム番組新番組
｢ＨＥＡＬＩＮＧ　 ＩＮ ＳＰＡＣＥ｣（有料）　３月
1４日㈯～7月５日㈰。
◆キッズプラネタリウム｢たいようと
ブカブカ｣（有料）　３月３1日㈫まで。
◆天体観望会｢オリオン大星雲と冬の
一等星を探そう！ ｣　３月7日㈯午後6
時３0分～8時。※雨天･曇天中止。
◆東日本大震災復興祈念　プラネタリ
ウム特別投影｢星よりも、遠くへ｣　３
月1４日㈯午後6時３0分～7時20分。160
人。申３月４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　３
月28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３月18日㈬から電話または来館で。
■ワークショップ
◆㋐陶芸教室（楽焼き）　４月12日㈰、26
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6
00円。
◆㋑竹林で一日を楽しく過ごそう　４
月12日㈰午前10時～午後３時。円行公園。
タケノコ掘り、工作。※雨天時は工作
のみ。小学３年生～中学生と保護者12
組（抽選）。費1人200円。

申ともに３月2９日㈰〈必着〉までに来館
するか、はがきに講座名･講座開催日、
参加希望者全員の住所･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ー080４湘南
台1ー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）。　　
◆おひなさまを作ろう　2月2９日㈯、３
月1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３00円。
◆オーブンねんどで作ろう｢マグネッ
ト｣　３月7日㈯、8日㈰、1４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３00円。
◆丸シールで貼り絵を楽しもう　３月
20日㈷～４月５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３00円。

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

◆表現体操～童謡などの音楽にあわせ
て行う体操　３月1５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３月３日㈫から電話または来館で（午
前９時～午後４時）。
◆五感で感じるヨガ　３月26日㈭午後1
時３0分～３時。市内在住の60歳以上の
方2５人。申３月12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

◆コーヒースクール～コーヒーの知識
と美味しい入れ方　３月2５日㈬午後1時
～３時。講師＝タリーズコーヒージャ
パン（株）スタッフ。市内在住の60歳以
上の方20人。費５00円。申３月４日㈬か
ら電話または来館で（午前９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

◆おやこあそびば　３月10日㈫午前10
時～11時３0分。子育て中の方の交流ほ
か。市内在住の乳幼児の保護者。※子
どもの同伴可。
◆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｣　３月17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
の同伴可。

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

◆㋐ＵＶレジンでアクセサリー作り　
３月21日㈯午前９時３0分～11時３0分。小
･中学生20人。費３00円。
◆㋑大望遠鏡で冬の星座を観よう　３
月22日㈰午後6時～8時。かわせみハウ
ス。小･中学生と保護者10組。
◆㋒リトルバンビ｢音楽と絵本の世界｣　
３月28日㈯午前11時～11時４５分。ピア
ノや歌を交えた絵本の読み聞かせほ
か。6歳までの子と保護者10組。

申㋐㋑は2月2９日㈯、㋒は３月３日㈫い
ずれも午前９時から電話または来館で。
◆子育てひろば　３月５日㈭午前10時～
正午。親子ふれあいあそびほか。５歳
までの子と保護者。
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.
7　３月４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＝安井弘子氏（アイリッシュ
ハープ）ほか。未就学児と保護者。費
５00円（未就学児は無料）。
◆市民俳句�春の大会作品募集　４月2９
日㈷午後1時～５時。第1展示集会ホー
ル。講師=秋尾敏氏。費５00円。申４月
３日㈮〈消印有効〉までにはがきに｢俳句｣
と朱書きの上、住所･氏名（ふりがな）�
･電話番号と当季詠草（未発表･1人2
句）を楷書で書いて、（公財）藤沢市み
らい創造財団芸術文化事業課〈〒2５1ー0
026鵠沼東8ー1〉へ。

　市では、ロボットを活用して暮らしの中
で課題解決を実現する先進都市を目指し、
さまざまな取り組みを行っています。まち
の中でロボットが活躍する未来について考
えてみませんか。
　問い合わせ　
　産業労働課☎内線3413、薨（50）8419

藤沢市ロボット未来社会
推進プロジェクト

～ロボットと共生する未来社会をめざして

　市では、201３年2月に｢さがみロボット産業特区」の指定を受け、生活支援ロボットに関する先進的な取り
組みを開始し、1５年度から「藤沢市ロボット産業推進プロジェクト」を開始しました。18年度からは、新たに
「藤沢市ロボット未来社会推進プロジェクト」として、生活支援ロボットの利活用で市民生活の質的向上を図
るとともに、地域経済の発展に寄与するよう施策を展開しています。

　ところ　
　ロボテラス
　対象・定員　
　市内および近隣でロボット産業への参入･拡大を検討し
ている事業者など各日３0人（先着順）
　費　用　　
　無料（交流会希望の方は1回５00円）
　申し込み　
　電話またはファクス･Eメールに氏名･電話番号･Eメー
ルアドレス、事業者名･業種、参加希望日（複数可）、交流会
参加希望の有無･希望日を書いて、（公財）湘南産業振興財団
☎(21)３811、薨(2４)４５00、 conso@cityfujisawa.ne.jpへ
　※同財団のホームページからも申し込みできます

特集

　少子超高齢社会の進展や労働力人口の減少などの課題を解決するた
め、生活支援ロボットの利活用を推進しています。

　開発段階のロボットを社会で役立つようにするため、ロボットの実用
化を推進しています。

　地域経済の発展のため、藤沢ロボット産業研究会の開催や生活支援ロ
ボットなどの試作開発の経費を助成するなど、市内ロボット関連企業へ
の支援を行っています。

ロボット利活用の推進

ロボットの普及啓発・人材育成などの推進

と　き　３月11日㈬午後３時３0分～５時３0分
内　容　ロボットプログラミングの体験ほか
講　師　�（株）アフレルHITechソリューションリーダー�

春木賢仁氏

☆ロボットアームをビジネスに活かす

藤沢ロボット産業研究会

と　き　３月2５日㈬午後３時３0分～５時３0分
内　容　�製品の価値から考えるデザイン体験設計のプロ　

セスほか
講　師　（株）ホロンクリエイト代表取締役高橋克実氏

※ともに交流会あり

☆ロボットデザイン体験設計の重要性

ロボットの社会実装（実用化）の推進

ロボット関連企業への支援

　さまざまな業務の効率化に
貢献するロボットの多様な可
能性とニーズをテーマに、セ
ミナーを開催します

草刈りロボットの実証実験
ロボネコヤマトプロジェクト

実用実験への支援

藤沢ロボット産業研究会

自律移動型ロボットの実証実験 宅配ロボット実証実験への支援

階段昇降可能なソフトロボット

　ふじさわロボットフォーラムなどの開催や、ロボテラスの活用を通し
て生活支援ロボットの普及啓発や活
用人材育成などを推進しています。

　ロボテラスを見学しませんか
　対　�象�　�どなたでも（小学生以下

は保護者同伴）
　費�　用�　無料
　※�詳細はロボテラスのホームペー
ジをご覧ください


