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　ネット遊具や貸し出しおもちゃ、図書コーナーなどがあり、地域の子どもたちが身近な場所で
伸び伸びと遊べるように建てられた施設です。
　「地域の子どもは地域で見守り育てる」をコンセプトに、地域の青少年団体や自治会・町内会、
PTAなどで構成された運営委員会が運営を担い、季節事業や伝承文化事業などのイベントも開催
しています。

利用対象　小・中学生、保護者同伴の乳幼児、青少年団体　
開館時間　原則午前10時〜午後5時
　　　　　（1・11月は午後4時30分、12月は午後4時まで）
休 館 日　毎月第3日曜日（藤沢子どもの家は第3月曜日）、年末年始
利用方法　�受付で、氏名・学校名・学年・電話番号を記入してくだ

さい
※�青少年団体が利用する場合は、前日までに利用する子どもの家に
申し込んでください

　地域子どもの家で遊ぶ時には、マスク着用・検温・手指消毒、手
洗いをお願いしています。また現在、開館時間や利用人数、貸し出
しおもちゃなどに制限を設けています。詳細は各地域子どもの家に
お問い合わせください。

　地域子どもの家では地域ボランティアの「見守る人」が子
どもたちの遊びを見守っています。

遊べる時間が変わっているキュン☆遊びに行く前に、電話してね！♡

地域子どもの家
見守る人ボランティアの皆さん

　私たちはみんなで協力しながら、施設に来る子どもたちを日々見守っています。施設では小
さな子から中学生くらいまで年齢問わず元気に遊びまわっている姿、街中で会えば「おばちゃ
ん！」と手を振ってくれる姿に元気や喜びを感じています。
　例年、地域の方と協力し季節ごとにさまざまなイベントをしていますが、今年はコロナウイ
ルス感染症の影響によりイベントは縮小され、子どもたちも見守る人もとても残念でした。衛
生面では、1日3回施設内の掃除や消毒を行っており、また利用する子どもたち自身もマスクの
着用や消毒、検温などきちんと心掛けてくれています。
　地域子どもの家は、通っている学校以外の友達作り、保護者や先生以外の大人とふれ合える
貴重な場所。子どもたちのよりどころになれると嬉しいです。

　ボルダリング遊具や丸太ステップ、トンネ
ルスライダーなどがある子どもの家のほか、
保育園や放課後児童クラブ、市民の家、民間
施設などがある複合施設です。

　ところ　藤が岡2-3-5　藤-teria2階

　・学校から帰宅してから遊びに来ましょう
　・貴重品は持って来ないようにしましょう
　・�ルールを守り、みんなが気持ちよく利用できるように
心掛けましょう

　・原則、飲食はできません（水分補給は可）
　・駐車場はありません

特
集

☆地域子どもの家ってどんなところ？

☆感染症対策

☆お約束・お願い事☆

4月1日　大道子どもの家（わくわくランド）を開設します！

※詳細は市のホームページの同課のページをご覧になるか、お問い合わせください

施 設 名（愛称） と こ ろ 問い合わせ
湘南台子どもの家（丸太小屋） 湘南台4-20-7 ☎（45）4392
片瀬子どもの家（片瀬こどもらんど） 片瀬2-3-4 ☎（27）7409
羽鳥子どもの家（はとりんぼ） 羽鳥4-3-16 ☎（33）6334
中里子どもの家（なかよし砦） 打戻1721 ☎（48）4310
藤沢子どもの家（ふじっこ砦） 本町1-12-17 ☎（24）3775
鵠沼子どもの家（鵠っ子とりで） 本鵠沼4-3-2 ☎（34）7937
大越子どもの家（おっこし森ん子ハウス）  善行坂2-8-3 ☎（81）9653
大庭子どもの家（ちびっ子ドーム）  大庭5307-1 ☎（87）4235
六会子どもの家（どんぐりころりん）  亀井野548-6 ☎（81）4263
長後子どもの家（わんぱく城）  高倉2195-1 ☎（45）0080
鵠南子どもの家（ひょっこり鵠南島）  鵠沼海岸5-11-8 ☎（36）1988
八松子どもの家（まつぼっくり）  辻堂元町1-9-16 ☎（34）4331
本町子どもの家（元気王国）  本町3-11-3 ☎（28）4899
秋葉台子どもの家（ちびっ子パラダイス）  遠藤3096-2 ☎（87）4225
高谷子どもの家（ゆうゆうランド）  渡内3-8-70 ☎（28）8839
俣野子どもの家（俣野っ子ハウス） 亀井野3227-3 ☎（83）1148
村岡子どもの家（のびのびランド）  弥勒寺1-12-15 ☎（26）9311

7 6藤沢市役所の連絡先　☎0466（25）1111（代）、0466（25）1114（休日・夜間）、 0466（24）5928
2021年（令和3年）1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
第1696号

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 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

市 民 ギ ャ ラ リ ー
休館日＝月曜日☎（26）５１３３

E（26）５１４４
2月9日㈫〜14日㈰の展示
　☆第32回藤陶会作陶展
2月16日㈫〜21日㈰の展示
　☆写真同好会南風 第4回作品展

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

長久保公園都市緑化植物園

◆生垣用苗木の無償交付制度　交付時
期＝3月下旬（予定）。市内在住の方。
※交付条件など詳細はお問い合わせく
ださい。F1月29日㈮〜2月7日㈰に来園
で。
【緑化講習会】
◆さつき盆栽講習会〜改作作業と冬季
の作業　2月21日㈰午前10時〜11時30分。 
市内在住の方16人。F2月9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。
◆㋐音楽になった植物たち〜おりおり
の花、おりおりの歌　2月17日㈬午後1
時30分〜3時。市内在住の方12人（抽選）。
◆㋑農家が教えるシクラメンの二年目
の開花　2月25日㈭午後1時30分〜3時。 
講師＝シクラメン栽培農家畑山治雄氏。 
市内在住の方18人（抽選）。H300円。
◆㋒春からの芝生の手入れ　2月27日㈯
午前10時〜11時30分。講師＝グリーン
キーパー伊従史郎氏。市内在住の方18
人（抽選）。H100円。
◆㋓庭木の手入れ（初級編）〜カンキツ
類の手入れ　3月3日㈬、4日㈭、7日㈰
午後1時30分〜3時。市内在住の方各日
18人（抽選）。H100円。

F㋐は2月8日㈪、㋑㋒は16日㈫、㋓は
18日㈭〈いずれも必着〉までに往復はが
きに講座名、住所・氏名・電話番号、
㋓は参加希望日を書いて、長久保公園
都市緑化植物園〈〒251-0044辻堂太平
台2-13-35〉へ。

【みどりの展示会】
◆ボタニカルアート作品展　2月5日㈮
〜14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

市民シアター ☎（４５）１５５0
E（４５）１５５１

◆開館30+1周年記念「音楽の絵本〜ズ 
ーラシアンブラス・セブン」コンサート　
5月4日㈷◎午後1時30分◎午後4時。H 

2500円（小学生以下2000円、全席指定。 
3歳以下ひざ上無料）。F2月6日㈯午前
9時から電話または来館で。

こ ど も 館 ☎（４５）１５00
E（４５）１５0３

■ワークショップ
◆㋐バレンタイン大作戦〜キッチンス
ポンジケーキを作ろう　2月11日㈷、
13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。
◆㋑スタンプで作ろう〜ペンケース
2月20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㋐㋑は当日午前9時から整理券を配
布（1人1枚）。
◆㋒ものづくり体験ワークショップ・
デザイン教室「ペーパートラックを作
ろう」　2月14日㈰午後1時〜3時。講師
＝いすゞ自動車（株）社員。小・中学生
と保護者20人（抽選）。H1人100円。
◆㋓陶芸教室（本焼き）　2月21日㈰、3
月7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。

F㋒は1月31日㈰、㋓は2月7日㈰〈と
もに必着〉までにはがきに講座名・講座
開催日、参加者全員の住所・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）。
■宇宙劇場
◆一般向けプラネタリウム番組“リバ
イバル”「星座美術館」（有料）　2月28日
㈰まで。
◆全天周映画番組「しまじろうとなが
れぼしのねがいごと」（有料）　2月11日
㈷〜28日㈰。
◆全天周映画番組「イルカのドビーと
虹色の海」（有料）　2月11日㈷〜28日㈰。
◆キッズプラネタリウム「わたしたちの
ほし　ちきゅう」（有料）　3月31日㈬ま
で。

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

◆㋐華道体験　2月11日㈷午前10時〜
11時30分。市内在住・在学の小学生18
人。H1000円。
◆㋑東大キャスト 科学実験学習!!〜学
ぶって楽しいっ♪　2月23日㈷午前10時
〜正午。講師＝東京大学サイエンスコ
ミュニケーションサークルCAST学生。 
市内在住・在学の小学生15人。
◆㋒ママから“わたし”にかえる部屋
2月16日㈫午前10時〜11時30分。小物
作り。市内在住の乳幼児の保護者10人。 
※子どもの同伴可。
◆㋓親子にっこり講座「ママの手作り
講座」　2月19日㈮、20日㈯午前10時〜
正午。子ども用布草履作り。市内在住
の子と保護者各日8組。H1組600円。

F㋐は1月26日㈫、㋑は31日㈰、㋒は
2月2日㈫、㋓は3日㈬いずれも午前9時
から電話で。
辻 堂 青 少 年 会 館
☎（36）3002
E（36）3988 休館日＝第３月曜日

◆サンキャッチャー作り　2月20日㈯午
前10時〜11時30分。春のお話と工作。
小・中学生12人。H300円。F2月2日㈫
午前9時から電話または来館で。
◆SakuSaku こども造形教室　2月24
日㈬午後1時30分〜2時30分。光の工作。 
3歳以上の子と保護者5組。H1組100円。 
F2月3日㈬午前9時から電話または来
館で。
◆会館フェスティバル〜虹をわたって夢
と希望をもって楽しく手をつなごう！　
2月11日㈷〜14日㈰午前10時〜午後4
時。クラブ活動のパネル・作品展示。
少 年 の 森

休所日＝月曜日☎（４8）72３４
E（４8）72４9

◆森の整備with杉板でミニベンチ作り　
2月13日㈯午前10時〜午後3時。市内在
住・在勤・在学の家族8組。H1人200
円。※別途ベンチ代（1脚につき1500円）
あり。F1月30日㈯午前9時から電話で。 
や す ら ぎ 荘
☎（81）6068
E（83）4624 休館日＝月曜日

◆ロコモ予防チャレンジ講座　2月18
日㈭午前10時〜正午。市内在住の65歳
以上の方20人。F2月4日㈭から電話ま
たは来館するか、ファクスに住所・氏
名・年齢・電話番号、介護認定・利用
者カードの有無を書いて、やすらぎ荘
へ（午前9時〜午後4時）。
◆健康づくり運動講座「チェアde体操」　
2月25日㈭午前10時〜正午。市内在住
の60歳以上の方15人（抽選）。F2月10
日㈬までに電話または来館で（午前9時
〜午後4時）。
こ ぶ し 荘
☎（45）3121
E（45）3126 休館日＝月曜日

◆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！
2月18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。
F2月2日㈫から電話または来館で（午
前9時〜午後4時）。

　市では、地域の子どもたちが身近な
場所で伸び伸び遊べるように、地域子
どもの家を設置しています。
　問い合わせ　青少年課☎内線3851、
J（50）8434

地域子どもの家を
　　　　 ご存じですか？

結婚・出生・新築の記念に
みどりの贈り物（記念樹）を差し上げています

　☆結婚・出生… 市民窓口センター・各市民センターで届け出
の際にお渡しする引き換えカードを持って、
来園で

　☆新築… 自己居住用住宅完成日が確認できる書類〈保存登記
の登記済証（権利書）のコピーまたは検査済証など〉
を持って、来園で

　※引き換え有効期間はいずれも6カ月以内です
　問い合わせ　長久保公園都市緑化植物園


