
　

ケーブルテレビ

ジェイコム湘南
11C

チャンネル

H（デジタル放送）

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！
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

3月25日 もしも自分だったら…内村直美（中学生人権作文教育長賞）
4月1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4月8日

おいしい藤沢産
毎週木曜日

3月26日 カシム洋菓子店
4月2日 はやしふぁーむ
4月9日 クレープくれよん

サークル紹介
毎週木・金曜日

3月26日・27日 フレッシュ体操…湘南台公民館
4月2日・3日 市内の公民館・サークル活動などについて紹介します4月9日・10日

●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）…毎週月曜
日・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

◎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

■毎日4回放映＝午前9時／正午／午後8時／午後11時30分
番組ガイド「ふじさわ情報ナビ」

※ジェイコムチャンネルでの特別番組放送のため、　放送時刻が次の通り変更となります
3月25日㈬：午前9時／正午／午後9時40分／午後11時30分
3月28日㈯：午前9時／正午／午後8時40分／午後11時30分
4月1日㈬：午前9時／正午／午後9時40分／午後11時30分
4月8日㈬：午前9時／正午／午後9時40分／午後11時30分

3月23日㈪～29日㈰ 3月30日㈪～4月5日㈰ 4月6日㈪～12日㈰
【カラフルフジサワ】
地域を調べる！ふじさわ宿歴
史探訪

【カラフルフジサワ】
桒山賀行～彫刻でつくる地域
のカタチ

【カラフルフジサワ】
最強！？相模武士の物語と浮世
絵

【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（今回はキュ
ウリです）

【旬の野菜！収穫ＧＯ】
藤沢で生産される農産物を収
穫に行きます（今回はトマトで
す）

【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（今回はトマ
トです）

　　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。

9 第1676号2020年（令和2年）３月25日
藤沢市役所の連絡先　☎0466（25）1111（代）、0466（25）1114（休日・夜間）、 0466（24）5928

●➡ 藤沢市役所の連絡先　☎0466（25）1111（代）、0466（25）1114（休日・夜間）、 0466（24）5928凡　例　　 申…申し込み、問…問い合わせ、費…費用

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

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

◆作ってSakuSaku～こども造形教室
4月15日㈬午後1時30分～2時30分。花
をテーマにした工作。3歳以上の子と
保護者10組。費1組100円。申4月2日㈭
から電話または来館で。
◆リトルバンビ～音楽と絵本の世界　
4月26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。6
歳までの子と保護者10組。申4月2日㈭
から電話または来館で。
◆つじりんとあそぼう★ぴーか・ぶー
★　4月2日㈭午前10時～11時30分。こ
いのぼり作りほか。講師＝もくもくス
タッフ。5歳までの子と保護者。
◆つじせいキッチン「けんちん汁とお
もち作り」　4月4日㈯午前10時～午後0
時30分。小学生～高校生20人。
◆みんなのホームルーム　4月4日㈯午
後0時30分～1時30分。学習支援ほか。
講師＝ジブンラボラトリスタッフ。小・
中学生。
や す ら ぎ 荘
☎（81）6068
薨（83）4624 休館日＝月曜日

◆音楽体操「歌とストレッチで脳も身
体も活性化」　4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40人。 申4月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

◆健康づくり運動講座～健康体操はじ
めの一歩　4月28日㈫午前9時30分～11
時30分。市内在住の60歳以上の方30
人。 申4月7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

◆表現体操～童謡などの音楽にあわせ
て行う体操　4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

4月5日㈰から電話または来館で（午前9
時～午後4時）。
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】
◆菊の講習会～挿し芽の仕方　4月5日
㈰午後1時～3時。講師＝藤沢菊花会会
員。
◆㋐ラブリーな春の寄せ植え　4月16
日㈭午前10時～11時30分。講師＝ガー
デンコーディネーター金子幸江氏。市
内在住の方12人。費1800円。
◆㋑春からのきれいな芝生の立ち上げ
方　4月11日㈯午前10時～正午。講師
＝グリーンキーパー伊従史郎氏。市内
在住の方24人。 費100円。※芝生ボラ
ンティアも募集しています。詳細はお
問い合わせください。
◆㋒初心者のための草花栽培入門　4
月12日㈰午後1時30分～3時30分。市内
在住の方24人。費300円。
◆㋓センスアップ！大人かわいい大き
な寄せ植え　4月25日㈯午前10時～正
午。講師＝ガーデンデザイナー井田洋
介氏。市内在住の方20人。費2200円。

申㋐は4月2日㈭、㋑は3日㈮、㋒は7日㈫、
㋓は8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】
◆春の山草展　4月11日㈯、12日㈰午
前10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
◆休演のお知らせ　機器更新のため、
4月21日㈫～24日㈮は休演します。
◆キッズプラネタリウム新番組「まん
げつまるいつき」（有料）　4月1日㈬～5
月31日㈰。
◆全天周映画番組新番組「イルカのド
ビーと虹色の海」　4月1日㈬～9月27日
㈰。
◆のんびりアロマプラネタリウム　4
月11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4月1日㈬から電話または来館で。
◆季節の星座・60分生解説　4月18日
㈯午後6時30分～7時30分。160人。 費

500円（中学生以下200円）。申4月8日㈬
から電話または来館で。
■春休みワークショップ
◆㋐母の日プレゼント作り（フラワー
アレンジメント）　5月10日㈰午前10時
～正午。小・中学生20人（抽選）。 費

1000円。
◆㋑陶芸教室（楽焼き）　5月17日㈰、
31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4月26日㈰、㋑は5月3日㈷〈とも
に必着〉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〈〒252-0804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）。

◆丸シールで貼り絵を楽しもう　4月1
日㈬～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。

◆クレヨンで染めよう（ハンカチ）　4月
11日㈯、18日㈯、19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。
◆クレヨンで染めよう（巾着袋）　4月
25日㈯、26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。
市 民 ギ ャ ラ リ ー
☎（26）5133
薨（26）5144 休館日＝月曜日

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5回フォトクラブ風写真展
4月7日㈫～12日㈰の展示
　☆第16回D-フォトクラブ写真展
　☆湘南風の会陶芸展
　☆“魅せられて”市の鳥カワセミ写
　真展
4月14日㈫～19日㈰の展示
　☆第17回鵠沼デッサン会展（絵画・
　彫刻）
　☆第15回湘南デジタルサークル写真展
　☆第48回宝葉会展（書道・絵画）
4月21日㈫～26日㈰の展示
　☆第24回藤彩会水彩画展
　☆第15回Salon de 彩展（水彩）
　☆第29回なないろの会展（油彩・水
　彩ほか）

カルチャー


