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第1690号
藤沢市役所の連絡先

2020年（令和2年）10月25日
☎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

☎（34）８４２２、E（36）６７００
◎管理事務所休所日＝月曜日、祝日の翌日

【緑化講習会】
◆㋐野生のつるでカゴを編む 11月20
日㈮午後1時30分〜3時。市内在住の方
6人（抽選）。H500円。
◆㋑親子でクリスマスリースを作ろう
11月29日㈰午前10時〜11時30分。木の
実や葉っぱなどを使ったリース作り。
講師＝藤沢グリーンスタッフの会戸井
田道子氏。市内在住の小学生と保護者
8組（抽選）。※小学4年生以上は子ども
のみの参加も可。H1組500円。
F㋐は11月6日㈮、㋑は9日㈪〈ともに必
着〉までに往復はがきに講座名、参加者
全員の住所・氏名・電話番号、㋑は学
年も書いて、長久保公園都市緑化植物
園〈〒251-0044辻堂太平台2-13-35〉へ。
◆さつき盆栽講習会〜針金の掛け方と
休眠の準備、摘蕾作業 11月15日㈰午
前10時〜11時30分。講師＝神奈川県さ
つき会会員。16人。F11月5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12日㈭午
前10時〜午後4時。
らい

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
E
（45）1503

■ワークショップ
◆㋐動物ジオラマを作ろう 10月31日
㈯、11月1日㈰、3日㈷◎午前10時◎午
後1時30分◎午後3時30分。小・中学生
と保護者同伴の幼児各回30人。H1人
300円。

藤沢市役所の連絡先

少

年

の

☎（48）7234 休所日＝月曜日
E
（48）7249

森

藤沢から世界へ
広げよう

◆森のようちえん 11月13日㈮午前10
時30分〜正午。焼き芋、園内散策。市
内在住・在勤の2歳以上の幼児と保護者
10組。H1人300円。F10月30日㈮午前
9時から電話で。

藤沢市の姉妹友好都市
本市は、1959年3月に初めてマイアミビー

チ市と姉妹都市提携を結んで以来、半世紀以
上にわたり世界の諸都市との交流を続けてき

◆㋑シュッとのぼるよ！紙コップエレ
ベーター 11月7日㈯、8日㈰◎午前10
時◎午後1時30分◎午後3時30分。小・
中学生と保護者同伴の幼児各回30人。
H1人100円。
◆㋒感謝の気持ちを込めて「ロゼット
作り」 11月14日㈯、21日㈯、23日㈷
◎午前10時◎午後1時30分◎午後3時30
分。小・中学生と保護者同伴の幼児各
回30人。H1人200円。
F㋐〜㋒は当日午前9時から整理券を
配布（1人1枚）。
◆㋓宇宙少年団と作ろう「電子工作ハ
ブラシカー」 11月22日㈰午前10時〜
正午。小・中学生と保護者20人（抽選）。
H1人500円。
◆㋔陶芸教室（本焼き） 12月6日㈰、
20日 ㈰ 午 前9時30分 〜 正 午、 全2回。
小・中学生と保護者12人（抽選）。H1人
600円。

す
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☎（81）6068
休館日＝月曜日
E
（83）4624

南

な

ぎ

さ

☎（36）2315 休館日＝月曜日
E
（36）1171

ぶ

し

☎（45）3121 休館日＝月曜日
E
（45）3126

藤 沢 青 少 年 会 館
☎（25）5215 休館日＝第３月曜日
E
（28）9567

◆ちょこボラ 11月15日㈰午前10時〜 F㋓は11月8日㈰、㋔は22日㈰〈ともに
11時30分。拾った落ち葉でアート制作。 必着〉までにはがきに講座名・講座開
市内在住・在学の小学生18人。H60円。 催日、参加者全員の住所・氏名・学年
F10月31日㈯午前9時から電話で。
（年齢）・電話番号を書いて、湘南台文
◆ママから“わたし”にかえる部屋 11 化センターこども館〈〒252-0804湘南
月17日㈫午前10時〜11時30分。折り紙 台1-8〉へ。※同館のホームページから
ほか。市内在住の乳幼児の保護者10人。 も申し込みできます（締め切り日の午
※子どもの同伴可。F11月2日㈪午前9 後5時まで）。
時から電話で。
■宇宙劇場
◆イェジャの子育てハッピーアドバイ ◆のんびりアロマプラネタリウム 11
ス 11月23日㈷午前10時〜正午。子育 月7日㈯午後6時30分〜7時20分。中学
て中の方20人。H600円。F11月4日㈬ 生以上の方80人。H500円（中学生200
午前9時から電話で。
円）。F10月28日㈬から電話または来館
で。
辻 堂 青 少 年 会 館
◆学習番組特別投影「小学4年生向け:
☎（36）3002 休館日＝第３月曜日
E
（36）3988
湘太・南・ダイのコスモウオッチング」
◆作って!!SakuSaku こども造形教室 11月21日㈯午後6時30分〜7時30分。80
11月18日㈬午後1時30分〜2時30分。楽 人。H500円（中学生以下200円）。F11
器作り。3歳以上の子と保護者5組。H 月11日㈬から電話または来館で。
1組100円。F11月3日㈷午前9時から電 ◆キッズプラネタリウム「わたしたち
話または来館で。
のほし ちきゅう」
（有料） 投影中。
◆砂鉄スライムを作ろう 11月21日㈯ ◆全天周映画番組「しまじろうとなが
午前10時〜11時30分。講師＝湘南工科 れぼしのねがいごと」
（有料） 11月1日
大学実習生。小・中学生12人。H300円。 ㈰〜29日㈰。
F11月3日㈷午前9時から電話または来 ◆全天周映画番組「イルカのドビーと
館で。
虹色の海」
（有料） 11月1日㈰〜29日㈰。

国際交流の輪

1959年3月5日

昆明市
中華人民共和国雲南省
提携年月日

81年11月5日

行っています。
問い合わせ

J（50）8436

人権男女共同平和課☎内線2133、

ポリョン

ウィンザー市
カナダオンタリオ州
提携年月日

87年12月2日

保寧市
大韓民国忠清南道
提携年月日

2002年11月15日

ウィンザー市、保寧市の4都市、国内では松

本市〈提携年月日1961年7月29日〉の合計5都市

荘

と提携し、文化やスポーツなどのさまざまな
分野で交流が続いています。

国外の姉妹友好都市に関係する
行事や施設などを紹介します

姉妹友好都市との交流のほかにも
国際意識を高めるイベントがあります☆

荘

ふじさわ国際交流フェスティバルは、外国人市民との交流や

異文化の理解、国際意識を高めることを目的に2004年から開催
しています。国際交流団体が中心となり、さまざまな国の物産・

◆健康づくり運動講座「ストレッチポ
ールで動きやすい身体作り」 11月25
日㈬午前10時15分〜11時45分。市内在
住の60歳以上の方で、丸いポール上で
あおむけになれる方15人。F11月11日
㈬から電話または来館で（午前9時〜午
後4時）。

こ

認めながらともに生きる地域社会をつくる事業を

現在国外ではマイアミビーチ市、昆明市、

◆健康づくり運動講座「転ばぬ先の杖
体操」 11月19日㈭午前10時〜正午。
市内在住の60歳以上の方15人。F11月
5日㈭から電話または来館で（午前9時〜
午後4時）。

湘

に関する事業、国籍や民族を超えて互いの文化を

ました。

◆親子ではんごう炊飯 11月21日㈯午
前10時〜午後2時。市内在住・在勤・在
学の家族8組。H1人500円。F11月7日
㈯午前9時から電話で。

や
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市では、姉妹友好都市などとの国際交流の推進

マイアミビーチ市
アメリカ合衆国フロリダ州
提携年月日

☎0466
（25）
1111
（代）
、
0466
（25）
1114
（休日・夜間）
、 0466
（24）
5928

料理の紹介、演奏や踊りの披露を行っています。
▲江の島マイアミビーチショー
（片瀬海岸）

▲マ イアミビーチ広場
（江の島

サムエル・コッキング苑内）

マイアミビーチ市

毎年秋に開催している「ふじさわ国際交流フェスティバル」は、今年で第17回

荘

◆ロコモ予防チャレンジ講座〜いつま
でも歩き続けるために今より若く！
11月15日㈰午後1時30分〜3時30分。市
内在住の65歳以上で初受講の方20人。
F11月3日㈷から電話または来館で（午
前9時〜午後4時）。
◆近代文学講座〜恋人のためいきを聞
くここちす、大正ロマン「佐藤春夫と
北原白秋」 11月25日㈬、12月9日㈬午
前10時〜正午、全2回。講師＝奥出健氏。
市内在住の60歳以上の方30人（抽選）。
F11月10日㈫〈必着〉までに往復はがき
（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。

市 民 ギ ャ ラ リ ー

ふじさわ国際交流フェスティバルへの思い
目を迎える予定でしたが、新型コロナウイルス感染症の影響により、残念なが
ら中止となりました。一日も早く終息を迎え、来年こそ開催できることを信

じ、例年足を運んでいただいている方をはじめ、より良いイベントになるよう
実行委員会一同、一丸となって取り組んでまいります。
ニエアル

▲聶 耳記念広場（鵠沼海岸）

▲昆 明広場（江の島サムエル・
コッキング苑内）

昆明市
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植物園内）

☎（26）５１３３ 休館日＝月曜日
E
（26）５１４４

11月3日㈷〜8日㈰の展示
☆ハワイアンキルトスタジオohana
の会
☆第17回四喜彩くらぶ展（水彩）
11月17日㈫〜22日㈰の展示
☆第12回アートグループK展（洋画）
11月24日㈫〜29日㈰の展示
☆藤沢写真愛好会写真展

ふじさわメールマガジン配信中！ mm@fuji-anshin.netに空メールを送信し、登録して受信したいメールマガジンを選択してください

湘南日加友好協会

マイアミビーチ市と5年ごと
に行われる周年事業や文化交流

昆明市をはじめ中国との日中市
民交流、聶耳記念碑保存、中国語

5年ごとに市民訪問団がウィン
ザー市を訪れ交流しています。

ーチコンテスト、春節餃子の会な

の市民の皆さんに盆踊りを披露

湘南日韓親善協会
韓国語講座や韓国料理教室な

（市役所本庁舎南側広場）

保寧市

※団体の活動内容など詳細は市のホームページの同課の
ページをご覧ください

ふじさわ湘南ロータリークラブ
海外ロータリークラブとの積極

的な交流、少年サッカーや乳児院

ラソンなどで来藤の際は懇親会
を開催しています。

視したさまざまな奉仕活動に取り
組んでいます。

国際交流湘南I.E.S.

▲保 寧広場（江の島サムエル・
コッキング苑内）

教室、日本語教室かわせみ、スピ

どの事業を行っています。また
保寧市の市民の皆さんが市民マ

▲“愛と友情”石製モニュメント

水嶋正夫さん

湘南日本中国友好協会

▲ウ ィンザー広場
（江の島サム

ウィンザー市

実行委員会会長

湘南マイアミビーチ市親善協会

どの友好活動を行っています。

エル・コッキング苑内）

フェスティバル

ふじさわ国際交流フェスティバルに協力する団体

事業などを行っています。

▲バ ラ園
（長久保公園都市緑化

ふじさわ国際交流

誰でも住みやすいまちづくり

のため、外国人市民への協力や
情報提供、語学講座などを行っ
ています。

支援事業など、地域との連携を重

かながわ湘南ロータリークラブ
さまざまな職種の方の知識と経

験を生かし、地域の社会奉仕活動
などを行っています。地域の児童
施設への支援などにも力を入れて

30周年記念では、ウィンザー市
し体験していただきました。

（公財）藤沢市みらい創造財団
外国の方と青少年が交流する

事業
「国際交流サロン」などを定
期的に行っています。

湘南日独協会
講師を招いての月例会、ドイ

ツ人との懇話会、ドイツ語講座
などを行っています。

います。

➡ 藤沢市役所の連絡先 ☎0466（25）1111
●
（代）、0466（25）1114（休日・夜間）、 0466（24）5928

藤沢市公式ホームページ

検索

