
月 日 曜日 公民館名 事業名 時間等 対象・人員 費用 申し込み方法 備考欄

5 10 水 鵠沼 「なかよしルーム」(保育専用室開
放)

5月10日(水)午前10時～正午 乳幼児と保護者4
組

六会 卓球開放 5月10日(水)午前9時30分～
11時

各回8組(1組5人ま
で、抽選)

申し込みは終了しました

長後 長後ミステリー《ランチ旅》
～どこに行くかはお楽しみ!～

長後地区内の飲食店でランチ!

5月10日～11月8日第2水曜
日午後0時45分～3時、全7回

成人8人(抽選) 各回実費(概
ね1000円か
ら)

申し込みは終了しました ※お店まで10～30分程度
歩き、階段もあります

11 木 鵠沼 カンガルースクール(幼児家庭教
育学級)

5月11日～7月13日原則毎回
木曜午前10時～11時30分、
全10回

5月11日時点で2
歳児以上の未就
園児と保護者14組
〈鵠沼地区在住で
初めての方優先、
抽選〉

1000円(保育
など)

申し込みは終了しました

村岡 乳幼児家庭教育学級　めだか学
級

5月11日～7月6日毎週木曜
日､5月28日(日)午前10時～
正午、全10回

2～3歳の乳幼児と
保護者15組(抽選)

実費 申し込みは終了しました

卓球開放 5月11日(木)午後3時～4時45
分

六会 幼児家庭教育学級「かめの子学
級」

5月11日～7月6日原則毎週
木曜日(6月22日を除く)、6月
24日(土)午前9時30分～11
時、全9回

1歳6カ月～3歳11
カ月の幼児と保護
者10組〈六会地区
在住または初めて
の方優先、抽選〉

600円 申し込みは終了しました ※保育あり

長後 大人カフェ　※旧長寿大学

藤沢宿と徳川･北条ゆかりの神社
仏閣巡り

歴史コース5月11日～6月22
日午前9時30分～11時30分
隔週木曜日、全4回

高齢者の方20人
〈長後地区在住の
方優先、抽選〉

実費(交通費
ほか)

申し込みは終了しました

辻堂 こどもの広場

将棋･いきものの話･工作など

5月11日(木)午後3時15分～4
時30分

4歳児～小学生15
人

湘南大庭 湘南大庭わんぱく広場

乳幼児と保護者のフリースペース

5月11日(木)午前9時30分～
11時30分

乳幼児と保護者

湘南台 バドミントン･卓球開放 5月11日(木)
①午後1時30分～2時10分
②午後2時20分～3時
③午後3時10分～3時50分

バドミントン各回1
組(1組5人まで)、
卓球各回7組(1組5
人まで)

5月8日(月)から電話また
は来館で

12 金 藤沢 講師付き開放事業　夜活(よるか
つ)!!トレーニング

子育て･仕事に忙しい方への「すき
ま時間」編

5月12日(金)午後7時～8時 30人 ※小学生以下の方は保
護者同伴

辻堂 はまゆう学級(高齢者学級) 5月12日(金)～2024年2月2日
(金)午前10時～正午、全9回

65歳以上の方30
人〈辻堂地区在住
で初めての方優
先、抽選〉

申し込みは終了しました

ヨガ開放 5月12日(金)午後7時～8時 20人 5月8日(月)午後0時30分
から電話または来館で

講師=インストラクター塩
見祐也氏
※中学生以下は保護者
同伴

湘南台 乳幼児家庭教育学級「地球っ子学
級」

5月12日～6月30日毎週金曜
日午前10時～11時30分、全8
回

1歳6カ月～3歳児
と保護者16組〈地
区在住で初めての
方優先、抽選〉

実費 申し込みは終了しました ※保育あり(衛生品費200
円)

13 土 鵠沼 くげぬまあそび隊 5月13日～2024年3月9日原
則土曜日、全11回

小学4～6年生35
人(抽選)

実費 申し込みは終了しました

おはなしのへや

お話や絵本の読み聞かせほか

5月13日(土)午前10時30分～
11時15分

川柳体験講座
(サークル『鵠沼川柳同好会』共催)

5月13日(土)､27日(土)午後1
時30分～3時30分、全2回

30人 5月1日(月)から電話また
は来館で

明治 子ども囲碁教室 5月13日(土)午前10時～正午 幼児～中学生15
人

講師=公民館登録サーク
ル藤沢囲碁普及会

※幼児は保護者同伴

　全公民館主催事業一覧　＜5月10日時点＞ 

特に明記のないものについては・・・
①先着順。②申し込み不要、当日来館してください。③申込受付は午前８時３０分から（土・日曜日、祝日を除く）。④費用は無料。
⑤持ち物についてはお問い合わせください。⑥市内在住・在勤・在学の方が対象。
※会場が済美館・片瀬しおさいセンター・石川コミュニティセンター・遠藤市民図書室のものについては備考欄をご確認ください。
※公共交通機関をご利用ください。
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月 日 曜日 公民館名 事業名 時間等 対象・人員 費用 申し込み方法 備考欄

5 13 土 辻堂 ラジオ体操開放 5月13日(土)午前10時～11時 20人 講師=全国ラジオ体操連
盟公認指導士

14 日 鵠沼 卓球開放 5月14日(日)
◎午後1時30分～2時10分
◎午後2時30分～3時10分

各回6組(1組4人ま
で)

5月2日(火)から電話また
は来館で

おもちゃの病院

おもちゃを預かり修理します

5月14日(日)午後1時30分～3
時30分

※一家族3点まで
※部品交換などは実費

村岡 おもちゃの病院

おもちゃの修理

5月14日(日)午後1時30分～3
時30分

※部品交換などは実費

15 月 六会 いしかわ子育てひろば

未就学児と保護者のフリースペー
ス

5月15日(月)午前10時～正午 10組 5月1日(月)から電話また
は来館で

場所=石川コミュニティセ
ンター

16 火 遠藤 すくすく広場

乳幼児と保護者のフリースペース

5月16日(火)午前10時～11時
30分

長後 歩き方講座

長後地区散策あり
正しい歩き方を学ぶ

5月16日(火)、23日(火)午前9
時30分～11時30分、全2回

60歳以上の方20
人(抽選)

申し込みは終了しました 講師=保健医療センター
健康運動指導士
※両日参加でき、3～4㎞
程度歩ける方
※16日は体育館履き持
参

バウンドテニス体験

バウンドテニスを楽しむ

5月16日～6月13日毎週火曜
日午後7時～9時30分、全5回

成人20人(抽選) 申し込みは終了しました 講師=藤沢市バウンドテ
ニス協会会員

※室内履き･飲み物･汗拭
き用タオル持参、動きや
すい服装で

辻堂 あひるの学校(乳幼児家庭教育学
級)

5月16日～7月4日毎週火曜
日、6月17日(土)午前10時～
正午、全9回

乳幼児と保護者16
組〈辻堂地区内で
初めての方優先、
抽選〉

1,500円(材料
費他)

申し込みは終了しました ※保育あり〈5月16日(火)
の時点で1歳6カ月～3歳
児16人〉

湘南台 親子の遊び場 5月16日(火)
①午前9時30分～10時20分
②午前10時30分～11時20分

0～3歳児と保護者
各回10組

5月12日(金)から電話ま
たは来館で

17 水 片瀬 楽しく子育て

えいごであそぼ!

5月17日(水)午前10時～11時
30分

未就園児と保護者
10組

5月1日(月)から電話また
は来館で

講師=小林麻子氏

長後 家庭菜園の始め方
～なす編～

地元の農家から野菜作りを学ぶ

5月17日(水)午前10時～11時
30分

成人15人〈初めて
の方優先、抽選〉

500円 申し込みは終了しました 講師=ひろみ園　井上和
弘氏

※:軍手(ビニール製)持参

善行 おはなし会 5月17日(水)午後3時30分～4
時

湘南台 高齢者学級「寿学級」 5月17日～3月6日原則毎月
第3水曜日(8月を除く)午後1
時30分～3時30分、全10回

60歳以上の方40
人〈湘南台地区在
住で初めての方優
先、抽選〉

実費 申し込みは終了しました

18 木 長後 大人カフェ　※旧長寿大学

竹取物語をひもとく

文学コース5月18日～6月29
日午後2時～3時30分隔週木
曜日、全4回

高齢者の方30人
〈長後地区在住の
方優先、抽選〉

申し込みは終了しました

辻堂 こどもの広場

将棋･いきものの話･工作など

5月18日(木)午後3時15分～4
時30分

4歳児～小学生15
人

湘南台 バドミントン･卓球夜間開放 5月18日(木)
①午後6時～6時40分
②午後6時50分～7時30分
③午後7時40分～8時20分

バドミントン各回2
組(1組5人まで)、
卓球各回3組(1組5
人まで)

5月15日(月)から電話ま
たは来館で

※小学生以下は保護者
同伴

19 金 鵠沼 英語絵本のおはなし会

ぶっくわーむによる読み聞かせ、
手遊び

5月19日(金)午前10時30分～
11時15分

20人 ※未就学児は保護者同
伴

鵠沼夢倶楽部 5月19日～2024年3月8日原
則金曜日午後1時30分～3時
30分、全16回

65歳以上の方50
人(鵠沼地区在住
で初めての方優
先、抽選)

1000円
※別途実費
あり

申し込みは終了しました

村岡 高齢者学級　悠々倶楽部 5月19日～2024年3月8日原
則毎回金曜日午後1時30分
～3時30分、全12回予定

全回出席できる65
歳以上の方70人
〈村岡地区在住の
方優先、抽選〉

500円 申し込みは終了しました
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月 日 曜日 公民館名 事業名 時間等 対象・人員 費用 申し込み方法 備考欄

5 19 金 片瀬 おひざの上のおはなし会

絵本の読み聞かせ･手遊び･わら
べ歌

5月19日(金)午前11時～正午 乳幼児と保護者5
組

出演=アリスの会

夜のリフレッシュエクササイズ「の
びのびらくらくストレッチ」

5月19日(金)午後7時～8時15
分

30人 講師=井筒奈緒美氏

善行 おひざのうえのおはなしかい 5月19日(金)午前11時～11時
30分

湘南大庭 幼児家庭教育学級「たんぽぽひろ
ば」

子育て交流･アロマスプレー作製
等

5月19日(金)～6月30日(金)
午前10時～正午、全7回

乳幼児〈2019年4
月2日～2021年4
月1日生まれの
子〉と保護者(抽選)

1,000円 申し込みは終了しました

※抽選結果は、4月24日
(月)午後3時以降に地域
ポータルサイト「ふらっと
湘南大庭」･館内掲示･
電話で確認

講師=子育て企画課ほか

※保育あり

湘南台 ナイトピラティス 5月19日(金)、26日(金)、6月2
日(金)午後7時～8時、全3回

成人女性15人 申し込みは終了しました 講師=ピラティスインストラ
クター　飯田理香氏

※ヨガマットまたはバスタ
オル、フェイスタオル、室
内履き、飲み物持参
※動きやすい服装で

20 土 六会 サウンドテーブルテニス開放 5月20日(土)午前9時30分～
11時30分

10人 5月8日(月)から電話また
は来館で

片瀬 おもちゃの病院

おもちゃの修理

5月20日(土)午後1時30分～3
時30分

※部品交換などは実費

長後 スポーツ開放
～ファミリービーチボール～

ビーチボールを楽しもう!

5月20日～2024年3月16日原
則毎月第3土曜日〈但し10月
は第2(土)、12月は第1(土)〉
◎午前9時30分～10時30分
◎午前10時45分～11時45分

各回16人(抽選) 開催日の9日前まで､市
のホームページの長後
公民館事業案内のペー
ジから電子申請で

※運動のできる服装で
※飲み物、体育館履き持
参

おはなし会

おはなしぱらりんによる読み聞か
せ

5月20日(土)午後1時30分～2
時

6人 ※乳幼児の場合は保護
者同伴

21 日 鵠沼 鵠っ子囲碁･将棋ルーム 5月21日(日)午前10時～11時
30分

小･中学生16人 5月9日(火)から電話また
は来館で

22 月 善行 シニア健康体操

音楽に合わせた軽体操

5月22日(月)午前10時～11時
30分

65歳以上40人 5月10日(水)から電話ま
たは来館で

講師=日本体操協会公認
一般体操指導員　相良陽
子氏

※タオル・飲み物・筆記用
具・室内シューズ持参、
動きやすい服装

湘南大庭 高齢者施設開放「なごみサロン」

高齢者のための施設開放

5月22日(月)午後2時～4時

23 火 遠藤 のびのび広場

乳幼児と保護者のフリースペース

5月23日(火)午前10時～11時
30分

善行 スクスクスクール(乳幼児家庭教育
学級)

5月23日～7月18日原則毎回
火曜日午前10時～11時30
分、全9回

2歳以上の未就園
児と保護者15組
(善行地区在住の
方優先、抽選)

1200円 申し込みは終了しました ※保育あり

湘南台 主審付きサウンドテーブルテニス
開放

5月23日(火)午前9時30分～
11時30分

24 水 藤沢 おはなしのへや

おはなしと折り紙

5月24日(水)午後2時～2時40
分

12人 5月2日(火)午前10時か
ら藤沢市民図書室【電
話】(28)6895へ電話また
は来室で

※未就学児は保護者同
伴

村岡 くつろぎのお茶時間
～オリジナルブレンドティーをつく
ろう～

日本茶のオリジナルブレンド
ティー、ほうじ茶作りを体験

5月24日(水)午前10時～正午 成人15人 500円 4月24日(月)午前9時～5
月17日(水)までに、電話
または来館で

講師=お茶･のりコバヤシ
大庭店店長　垰下瑞美氏

六会 高齢者学級「けやき塾」

様々な分野の学習と世代間交流
ほか

5月24日～2024年1月31日原
則毎回水曜日午前10時～正
午、全12回

65歳以上の方30
人(初めての方優
先､抽選)

1,500円
※別途実費
あり

5月11日(木)〈必着〉まで
に電話または来館する
か､ファクスまたははがき
に講座名･住所･氏名･電
話番号を書いて、六会
公民館(〒252-0813亀井
野4-8-1)へ
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月 日 曜日 公民館名 事業名 時間等 対象・人員 費用 申し込み方法 備考欄

5 24 水 御所見 いきいきセミナー(高齢者学級)

座学、社会見学等

5月24日～10月25日原則毎
回水曜日午後2時～4時、全
10回

60歳以上の方35
人(抽選)

実費 申し込みは終了しました

辻堂 保育士さんとあそぼう 5月24日(水)午前10時～11時 未就学児と保護者
20組

5月10日(水)から電話ま
たは来館で

講師=たかすな保育園保
育士

善行 えいごで遊ぼう(0歳児)

英語の音楽で遊ぶ

5月24日(水)午前10時～11時 0歳児と保護者12
組（抽選）

5月8日(月)～12日(金)ま
でに、市のホームページ
の善行公民館事業案内
から電子申請で

※講座終了後､正午まで
お部屋を開放します

25 木 村岡 卓球開放 5月25日(木)午後3時～4時45
分

明治 光齢者学級　若くなろう学級(高齢
者学級)

5月25日～2024年2月8日毎
回木曜日原則午後1時30分
～3時30分、全8回

4月1日時点で65
歳以上の方60人
(明治地区在住で
令和4年度受講し
ていない方優先、
抽選)

申し込みは終了しました

御所見 健康セミナー「耳鼻咽喉科､頭頚部
外科って何を診る科?」

知っておくといい耳鼻科のお話を
聞いてみませんか?

5月25日(木)午後2時～3時 70人 講師=藤沢御所見病院耳
鼻咽喉科医師　松山祐子
氏

辻堂 こどもの広場

将棋･いきものの話･工作など

5月25日(木)午後3時15分～4
時30分

4歳児～小学生15
人

善行 善友学級(高齢者学級) 5月25日～2024年2月15日原
則毎回木曜日午後1時30分
～3時30分、全10回

65歳以上の方50
人(善行地区内在
住で初めての方優
先、抽選)

1000円 申し込みは終了しました

湘南大庭 歴史講座「大庭城跡と上杉氏」

①館内にて講義
②大庭城址公園にて現地学習

①5月25日(木)午後2時～4時
②5月30日(火)午前10時～正
午

①80人
②20人
※各回抽選

4月25日(火)～ 5月12日
(金)午後3時までに希望
の日ごとに､電話または
来館するか、市のホー
ムページの湘南大庭公
民館事業案内から電子
申請で

講師=伊藤一美氏

26 金 村岡 むらっこひろば(子ども室開放) 5月26日(金)午前10時～正午 乳幼児と保護者10
組

5月11日(木)午前9時か
ら電話または来館で

明治 子育て応援講座「愛する子､育て!」 5月26日～7月7日原則金曜
日、6月24日(土)午前10時～
正午、全7回

1歳6カ月～3歳児
の保護者15人(抽
選)

550円(材料
費)

申し込みは終了しました ※保育あり(1歳6カ月～3
歳児15人、保育費700円)

わらべうたであそぼう! 5月26日(金)午前11時～11時
30分

保護者と乳幼児
12組

ナイトフィットネス 5月26日(金)午後7時30分～8
時30分

30人 講師=健康運動指導士
植松育子氏

※小学生以下の方は保
護者同伴

御所見 市民企画講座
～公民館事業の企画員募集～

1回2時間ほどの企画会を開催しま
す

5月26日（金）､6月2日（金）､9
日（金）午後2時～4時、全3回

5人 5月8日(月)午前9時から
電話または来館するか、
ファクスに講座名・氏名
(ふりがな)・住所・電話番
号を書いて御所見公民
館へ

遠藤 竹の子スクール(幼児家庭教育学
級)

5月26日～10月6日毎回金曜
日午前10時～正午、8月20日
(日)午前10時～11時30分、
全9回

2019年6月2日～
2021月12月1日生
まれの子と保護者
12組(遠藤地区在
住で初めての方優
先)

1500円 申し込みは終了しました ※保育あり

長後 ぽんぽこ学級(幼児家庭教育学級)

子育て･健康などを学び仲間をつく
る

5月26日～7月7日毎週金曜
日午前10時～11時30分、全7
回

1歳6カ月～4歳児
と保護者10組(抽
選)

500円(調理
実習)

申し込みは終了しました

27 土 明治 日赤救急法救急員養成講習会 5月27日(土)、6月3日(土)、6
月4日(日)午前9時～午後5
時、全3回

15歳以上の方30
人

3300円(テキ
スト代等)

申し込みは終了しました

辻堂 おひざのうえのおはなし会 5月27日(土)午前11時～11時
15分

乳幼児と保護者

おはなし会 5月27日(土)午前11時30分～
正午

3歳児～小学生 ※未就学児は保護者同
伴

28 日 鵠沼 おもちゃの病院

おもちゃを預かり修理します

5月28日(日)午後1時30分～3
時30分

※一家族3点まで
※部品交換などは実費
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5 30 火 御所見 保育ボランティア養成講座「御所
見公民館で保育ボランティアして
みませんか?」

現役保育士から学ぶ講座と現ボラ
ンティアとの交流

5月30日(火)午前10時～正午 7人 5月11日(木) 午前9時か
ら電話または来館する
か、ファクスに講座名・
氏名(ふりがな)・住所・電
話番号を書いて御所見
公民館へ

講師=藤沢市立保育園職
員

長後 クラフト工房長後･おりがみ講座
～「夏にぴったり!涼しげなモチーフ
を作ろう!」

折り紙や和紙で季節感のあるもの
を制作する

5月30日(火)午前9時30分～
正午

成人16人(抽選) 100円 申し込みは終了しました 講師=鈴木紀子氏

※はさみ､ボンド､のり､楊
枝､持ち帰りの袋持参

ビーチボール体験part2

ビーチボールの基礎から試合形
式までの実践

5月30日～6月27日毎週火曜
日午前9時30分～11時

成人16人(抽選) 申し込みは終了しました 講師=射場輝代氏

※保育あり〈1歳～4歳の
未就園児9人〉
※体育館履き・飲み物持
参、運動のできる服装

31 水 善行 ボクシングエクササイズ

楽しい曲に合わせてボクシングの
パンチ動作を行う有酸素運動

5月31日(水)午後7時～8時 成人35人(抽選) 5月19日(金)までに電話
または来館するか、Ｅ
メールの件名を「ボクシ
ングエクササイズ」とし、
本文に氏名･電話番号を
書いて、善行公民館【Ｅ
メール】fj1-zengyo-
k@city.fujisawa.lg.jpへ

抽選結果は、同館内・善
行公民館事業案内ホー
ムページに掲載

講師=ボクシングインスト
ラクター　小浜美智代氏
※タオル､飲み物､室内履
き持参
※動きやすい服装で

6 1 木 片瀬 赤ちゃんとママのふれ愛タイム
～バランスボール

赤ちゃんと触れ合いながらバラン
スボールで産後ママの体調を整え
ます

6月1日(木)午前10時～11時
30分

2カ月～1歳0カ月
児と母親 8組

5月18日(木)から電話ま
たは来館するか、ファク
スに講座名・住所・氏名
(ふりがな)・電話番号を
書いて片瀬公民館へ

講師=渡井莉那氏

御所見 スマホのお悩み相談室
～ごしょみ～

6月1日(木)、7月6日(木)、
8月3日(木)、9月7日(木)

各日㋐午前10時～11時
　　㋑午後2時～3時
　　㋒午後3時～4時

各回2人(抽選) 5月18日(木)～26日(金)
午前9時から電話または
来館するか、ファクスに
①講座名②受講日と希
望時間㋐～㋒③氏名(ふ
りがな)④住所⑤電話番
号を書いて、御所見公
民館へ

講師=ITサロン藤沢

辻堂 こどもの広場

将棋･いきものの話･工作など

6月1日(木)午後3時15分～4
時30分

4歳児～小学生15
人

湘南台 バドミントン･卓球開放 6月1日(木)
①午前9時～9時40分
②午前9時50分～10時30分
③午前10時40分～11時20分

バドミントン各回1
組(1組5人まで)、
卓球各回7組(1組5
人まで)

5月29日(月)から電話ま
たは来館で

3 土 藤沢 おひざのうえのおはなし会 6月3日(土)午前10時30分～
10時50分

3歳児までと保護
者12人

5月16日(火)午前10時か
ら藤沢市民図書室【電
話】(28)6895へ電話また
は来室で

おはなしのへや 6月3日(土)午前11時～11時
30分

3歳児以上12人 5月16日(火)午前10時か
ら藤沢市民図書室【電
話】(28)6895へ電話また
は来室で

※未就学児は保護者同
伴

六会 むつ愛プロジェクト
～伝統しめ飾りを守れ!古代米で
稲作体験～

穂先の長い古代米を自分達の手
で育て､六会地区の伝統しめ飾り
を作る

6月3日(土)～12月26日(火)
不定期開催原則午前9時～
正午､全7回

15人(抽選) 5月22日(月)〈必着〉まで
に電話または来館する
か､ファクスまたははがき
に講座名･住所･氏名･電
話番号を書いて、六会
公民館(〒252-0813亀井
野4-8-1)へ

講師=新田しめ縄の会

明治 おはなし会 6月3日(土)午前10時30分～
11時

幼児～小学生12
人

※幼児は保護者同伴

長後 初めてのキッチンpart2「非常食を
活用して」

非常食(缶詰､瓶詰､レトルト食品)
を使って簡単料理

6月3日～2024年1月13日原
則第2土曜日(6月、10月を除
く)午前10時～午後1時、　全
8回

成人16人(抽選) 8000円(1回
1000円)

5月10日(水)～22日(月)
までに、市のホームペー
ジの長後公民館事業案
内から電子申請で

講師=(特非)湘南栄養指
導センター
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6 3 土 長後 長後花いっぱい運動推進委員会
共催事業「ラベンダーバンドル作り
体験」

生のラベンダーの花穂で茎を包
み､リボンを編み込んで束ねポプリ
を作る

6月3日(土)午後1時30分～3
時30分

※雨天の場合は6月6日(火)

成人20人(抽選) 申し込みは終了しました 講師=森田靖子氏

※はさみ持参

長後 おはなし会

おはなしぱらりんによる読み聞か
せ

6月3日(土)午後1時30分～2
時

6人 ※乳幼児の場合は保護
者同伴

6 火 御所見 子育てセミナー(乳幼児家庭学級) 6月6日～7月4日毎週火曜日
午前10時～正午、全5回

8カ月以上の未就
園児と保護者10組

1,000円 5月16日(火)午前9時か
ら電話または来館する
か、ファクスに①講座名
②氏名(ふりがな)③住所
④電話番号を書いて御
所見公民館へ

※保育あり

湘南大庭 わらべうたであそぼう!

親子でわらべうたを楽しむスペー
ス

6月6日(火)午前10時30分～
11時

乳幼児と保護者

8 木 明治 おひざのうえのおはなしかい 6月8日(木)午前11時～11時
30分

保護者と乳幼児12
組

5月25日(木)午前10時か
ら明治市民図書室【電
話】(35-7095)へ電話で

辻堂 こどもの広場

将棋･いきものの話･工作など

6月8日(木)午後3時15分～4
時30分

4歳児～小学生15
人

湘南大庭 わんぱく広場

乳幼児と保護者のフリースペース

6月8日(木)午前9時30分～11
時30分

乳幼児と保護者

9 金 藤沢 ウォーキング教室
大清水あじさいロードから俣野別
邸庭園へ

5km程度のウォーキング

6月9日(金)午前9時30分～正
午
※雨天中止

成人20人 5月17日(水)午前9時か
ら電話または来館で

講師=湘南ふじさわウ
オーキング協会会員

辻堂 ヨガ開放 6月9日(金)午後7時～8時 20人 6月2日(金)午後0時30分
から電話または来館で

講師=インストラクター塩
見祐也氏
※中学生以下は保護者
同伴

善行 善行雑学大学体験講座「読めなく
てもわかる　戦国時代の文書」

見た目からわかる情報をもとに古
文書を読み解く

6月9日(金)午後2時～4時 60人 5月19日(金)から電話ま
たは来館

講師=新居浜市史調査員
磯川いづみ氏

10 土 長後 長後子育てメッセ

親子体操､人形劇､離乳食のおは
なしなど

6月10日(土)午前10時～正午 未就学児と保護者
各ブース7～30組
程度(抽選)

5月19日(金)～26日(金)
までに、市のホームペー
ジの長後公民館事業案
内から電子申請で

辻堂 ラジオ体操開放 6月10日(土)午前10時～11時 20人 講師=全国ラジオ体操連
盟公認指導士

11 日 村岡 のびのび親子体操

親子で遊びながら体を動かせる体
操

6月11日(日)、25日(日)午前9
時45分～10時30分、全2回

2～5歳児の未就
学児と保護者20組
(抽選)

5月22日(月)午前9時か
ら31日(水)までに電話ま
たは来館で

講師=(特非)アズヴェール
藤沢スポーツクラブ　大
澤英昭氏

13 火 遠藤 百寿学級(高齢者学級) 6月13日～12月19日毎回火
曜日午後1時30分～3時30
分、全10回

60歳以上の方40
人(遠藤地区在住
で初めての方優
先、抽選)

実費 5月16日(火)～23日(火)
までに電話または来館
で

17 土 長後 おはなし会

おはなしぱらりんによる読み聞か
せ

6月17日(土)午後1時30分～2
時

6人 ※乳幼児の場合は保護
者同伴
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