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公益財団法人藤沢市みらい創造財団 青少年事業部   

〒251-0054  藤沢市朝日町１０－８  

TEL 0466-25-5215   FAX 0466-28-9567 

Ｅ-mailｱﾄﾞﾚｽ  youth@f-mirai.jp 

URL  http://www.f-mirai.jp/youth/ 

 今年で14回目を迎える湘南最大のアマチュアダンスコンテスト「湘南藤
沢ダンスＭＩＸ」はコンテスト部門とフリー部門に分かれ、コンテスト部
門では予選・本選でプロダンサーによる審査があり、フリー部門はジャン
ルは問わず様々なパフォーマンスが披露されます。今回は応募多数のため
公開予選での抽選により選抜されます。本選ではフリー部門のみ会場審査
がありますので、ぜひ好きなチームを見つけて投票してください！ 
 
 今年のテーマは「ダンスを通じて湘南から笑顔を発信しよう！！～
SHONAN SMILE～」です。東日本大震災復興のための募金活動を行いますの
で、皆様ご協力をお願い申し上げます。 
 
 本選では「タイムマシーン produced by 黄帝心仙人」など豪華ゲスト
によるパフォーマンスがあります。入場無料ですので、ぜひお立ち寄りく
ださい。お待ちしております！！ 
 

 大学生・社会人の青少年ボラ 
ンティアスタッフが「一緒懸命」 
をスローガンに４月から定期的 
に集まりダンスの企画会議をし 
ています！ 
  
 広報活動ではラジ 
オに出演し、協賛企 
業の依頼など日々 
奮闘しています！ 

 藤沢市内に住んでいる日本人青少年と外国人が楽しく交
流するイベント「国際交流のつどい」を今年度も年３回実施
します！今年度、第１回目の国際交流のつどいは「氷を
使って作ろう食べよう～Summer  Party」と銘打ってクラフト
とおやつ作りをします。ボランティアスタッフが楽しいイベン
トを準備して待っています。ご応募おまちしております！ 

【日時】２０１２年８月５日（日） 午後１時～午後４時 
【場所】藤沢青少年会館    
【対象】国際交流に関心のある藤沢市内在住・在学、在勤        
中学生以上の日本人青少年と外国人合わせて３０人（先着順） 
【費用】３００円（保険料含む） 

【申込】２０１２年７月１０日（火）～藤沢青少年会館に午前９             
時～午後５時の間に電話または来館 
【問】藤沢青少年会館０４６６（２５）５２１５ 
 



 
 

スクランブル・エッグ Vol.６５ 

賛助会員(法人)にご加入い
ただくと、名刺広告を掲載
いたします。 
詳しくは、青少年事業部事
務局まで。 
℡：0466-25-5215 

◇第１８回藤沢市子どもフェスティバル◇     

◇ふじさわ６㌔ウォーク～辻堂青少年会館～◇     

春の事業も盛りだくさん！ 

その一部をご紹介します！ 
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 ５月５日（土）のこどもの日に、みらい子どもフェスタ「第１８回藤沢
市子どもフェスティバル」を藤沢市少年の森にて開催しました。当日は天
気も良く、約２，５００名もの方々にご来場いただきました。 

 楽しみながら子どもたちの体力の向上を図りたいと、５月１９日、藤沢市ウォーキ 
ング協会の皆様にご指導いただき、定員を上回る２２人の小学生と日本大学博物館 
までの６㌔ウォークに行ってきました。参加者は新緑に埋もれる山道を五感を働か 
せながら歩き、ゴールの日大ではバラ園や博物館で教授の話に真剣に耳を傾けまし 
た。ウォーキングを終えて帰ってきた時は「カ 
エル見せてくれてありがとう」「また一緒に遊 
ぼうね」など声を掛け合い、目的である体力の 
向上だけでなく、グループで歩いた達成感など 
で精神的にも充実していました。ウォーキング 
協会の皆様は変化に富んだ安全な道選びや、歩 
いている最中のポイント説明、けが防止の為の 
ストレッチ体操などにも気を配ってくださり、 
連携した素晴らしい１日となりました。 

みんなでつくろう笑顔の樹 

 ４月１２日（木）地域の音楽グループ「アンサンブル・ラ・
メール」を迎え、入学や進級を祝ってコンサートを楽しみまし
た。楽器の名前クイズや「昔ばなし劇場」と題したオペレッタ
風の項目があったり、振り付けがあったり、振り付けを教わっ
てみんなで歌に参加したりと、盛りだくさんでした。 

◇進学期おめでとう会～辻堂砂山児童館～◇     

そのほかミニ鉄道運転会など、各団体の特色を活かしたイベントブース、
各種模擬店など「こどもの日」らしいイベントが盛りだくさん。子どもた
ちの笑顔の花がいっぱい咲いた１日になりました。 
  

 辻堂砂山児童館は、夏に１０周年を迎えます。記念事業として「パッ
ピー１０」を実施しています。子どもたちの手作りによるステンドグラ
ス風の作品を窓に展示しますので、ぜひ見に来てください。 

ポニー乗馬体験   

●家族キャンプ期間● 
8月12日（日）～16日（木） 
常設テント泊（無料）※毛布代薪代別途 

通常団体の利用に限る 
キャンプ場をこの期間は、家族に開放。
家族で野外活動を楽しんでください！ 

藤沢市少年の森 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

青少年（小学生から概ね３０歳の
方）を対象に藤沢青少年会館４階
の広いスペースにテーブル、イス、
卓球台、ピアノ、本を常設してい
ます。 

利用時間 
（日）・（月）9:00～17:00 
（火）～（土）9:00～21:00 
 
休館日 毎月第３月曜日（祝日は
翌日）、年末年始 

 昨年度に引き続き、特別事業として乗馬クラ 
ブ湘南のご協力のもと、「ポニー乗馬体験」 
を開催。乗馬料は昨年の震災で被災した相馬 
野馬追執行委員会に全額寄付いたしました。 
ほかにも特別事業として「みんなでつくろう 
笑顔の樹」を開催。来場者がコースターに自 
分の笑顔を描き、それをボードに張ることで 
笑顔の樹が完成し、おまつりを彩りました。 
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TEL ２５－５２１５ 
FAX ２８－９５６７ 

藤沢青少年会館 辻堂青少年会館 
 TEL ３６－３００２ 
 FAX ３６－３９８８ 

藤沢市少年の森 
TEL ４８－７２３４ 
FAX ４８－７２４９ 

（ 公 財 ） 藤 沢 市 み ら い 創 造 財 団  青 少 年 事 業 部 ニ ュ ー ス レ タ ー  ６ ５ 号 

●親子映画会● 
【日時】7月21日（土）・8月18日（土） 
10:30～11:30 
【内容】16㍉フィルムにて上映 
【費用】無料・予約は必要ありません。 
 
 ●オカリナ初心者講習会● 
【日時】7月11日（水）・25日（水） 
14：00～15：00【対象】小学生～成人15人 
●コーラス初心者講習会●   
【日時】8月9日（木）・23日（木）・30（木） 
10：00～12：00【対象】18歳以上女性  
 【費用】無料  
 【問・申】電話または来館で 
 
●スポーツチャンバラ初心者講習会● 
【日時】9月8日（土）10：00～11：00 
【対象】小学生以上の初心者 20人 
●沖縄空手初心者講習会● 
【日時】9月29日（土）13：30～15：00 
【対象】年長～成人 10人 
●合気道初心者講習会● 
【日時】9月8日（土）18：10～19：00 
【対象】中学生～成人 10人 
 【費用】無料  
  【申込】 ※広報「ふじさわ」をご覧ください 

●子育てママのパソコン講座● 
①【日時】7月4日（水）9：30～12：00 
【内容】ワード文字装飾 
②【日時】7月11日（水）9：30～12：00 
【内容】暑中見舞い  【対象】成人8人 
【場所】辻堂青少年会館 2階 和室 
【費用】500円  【講師】ＩＴ講師懇談会 
【問・申】6月１5日（金）9：00～ 
電話または来館で 
 
●水族館を作ろう ～ヤングスクエア～

●【日時】8月18日（土）10：00～12：00 
【場所】辻堂青少年会館 2階 談話室 
【内容】ペットボトルでミニ水族館を作る 
【対象】小・中学生20人 
【費用】100円 
【問・申】8月2日（木）9：00～ 
電話または来館で 
 
●トム･ソーヤになっちゃおう！● 
【日時】9月8日（土） 
【場所】三浦ふれあいの村 
【内容】ヨット・シーカヤック・磯観察他 
【対象】3年生～6年生 30人 
【費用】2000円 
【問・申】8月17日（金）9：00～ 
電話または来館で 

●夕やけコンサート＆ 
      キャンプファイヤー● 
【日時】7月21日（土）18：30～21：00 
【内容】①森の夕暮れと風の中、フォル
クローレのコンサート ①のみなら、当
日申込、無料です。 
②キャンプファイヤー ①②参加は市内
在住在学の小学生と保護者40組 
1人150円 
※詳細は6月25日号広報「ふじさわ」 
 
 ●子どもキャンプ● 
【日時】8月23日（木）～24日（金） 
【内容】少年の森での楽しいキャンプと 
テント泊 
【対象】市内在住在学の小学生 50人
【費用】1人1250円（毛布代別途） 
※詳細は7月25日号広報「ふじさわ」 
 
●親子キャンプ● 
【日時】9月15日（土）～16（日） 
【内容】お月見やキャンプファイヤーなど
【対象】市内在住在学在勤の家族15組 
【費用】1人250円（食材各自持参。毛布
代薪代別途） 
※詳細は8月10日号広報「ふじさわ」 

◆WakuWaku夏！！ＩＳＨＩＮＡ◆ 
【日時】7月16日（月）9:00～17：00 
【場所】石名坂温水プール（0466-82-5131） 
【内容】ＡＥＤ使用法や救急法体験の 
ほか、綿菓子やポップコーンなど夏 
のイベント盛りだくさん♪ 
ボーイズシンクロチーム 
「インディゴブルー」もやってくる！ 
 
◆第9回泳力認定進級テスト◆ 
【日時】8月20日(月） 
【場所】秋葉台公園プール（0466-88-1811） 
【内容】自分の泳力がどのくらいのレベルなのかチャレンジして 
みよう！！ 
【対象】ジュニア（高校生以下）・マスターズ（18歳以上） 
【費用】500円 
【参加申込】7月1日（日）から先着順 来館受付 
秋葉台公園プール・八部公園プール・石名坂温水プールにて     
 
◆八部公園フェスティバル2012◆ 
【日時】9月9日（日） 
【場所】鵠沼運動施設（0466-36-1607） 
【内容】ボーイズシンクロチーム「インディゴブルー」公演、水上 
アスレチックやフードコート、フリーマーケットなど盛りだくさん♪ 

★湘南台トワイライトコンサート 
  ～名曲・名演シリーズⅡ 室内楽編～ vol.1★ 
【日時】7月7日（土）16:00 
【会場】湘南台文化センター市民シアター 
【料金】連続券８，０００円 各回券２，５００円（指定席） 
【出演】横山奈加子・横山和加子・松実健太・大友肇 ほか 
 
★東日本復興支援企画 
「ひょっこりひょうたん島とカメラを通して見た3.11」★ 
【日時】8月18日（土）16:00 
【会場】藤沢市民会館小ホール 
【料金】２，０００円（全席自由） 
東日本大震災で被災した大槌町にある蓬莱島（ほうらいじま）が
モデルになったとされているひょっこりひょうたん島を当時の声の
キャストでお送りします。後半はフォトジャーナリストによる講演。 
 
★湘南の歌姫たち 第3回コンサート★ 
【日時】9月2日（日）16:00 
【会場】湘南台文化センター市民シアター 
【料金】２，８００円（全席指定） 
【出演】悦田比呂子（S）・山本香代（S）・栗林朋子（Ms） 
  ☆チケット取り扱い☆ 
   ・藤沢市民会館（藤沢市鵠沼東8-1） 0466-23-2415 
   ・湘南台文化センター（藤沢市湘南台1-8） 0466-45-1550 
   ・財団HPより http://www.f-mirai.jp/arts/ 
  ☆問い合わせ☆ 芸術文化事業部 0466-28-1135 
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当財団事業で行っている、楽しく遊べる遊びや子ども 
同士の関係づくりを促すゲーム等を紹介します！ 
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●入会の手続き 
 ２種類の方法でご入会できます。 
①賛助会員入会申込書を記入し、会費と一緒に藤沢青  
  少年会館へご持参いただく。 
②指定の郵便振替払込取扱票で、郵便局にて財団口座    
  へ会費を払い込みいただく。 
 ※手数料は、こちらで負担します。 
                          

●会員になると… 
・（公財）藤沢市みらい創造財団青少年事業部発行 
 の情報紙「スクランブルエッグ」が届きます。  
 (年４回) 
・団体会員は、藤沢市少年の森宿泊研修施設「か  
 わせみハウス」の団体利用料が割引になります。 
・法人会員は、「スクランブルエッグ」や各種事  
 業のチラシ等に名刺広告を掲載できます。 
 

●賛助会費 
 個人会員 １口  １，０００円（２口以上） 
 団体会員 １口  ５，０００円（１口以上） 
 法人会員 １口 ５０，０００円（１口以上） 

       ３／２２～３／３１までにご入会の団体会員のみなさま 

～編集後記～ 

◆昨年度に引き続きニュースレター担当になりまし
た。またよろしくお願いします。「楽しく・見やす
く・分かりやすく」を目標に作っていきたいと思っ
ています。 
◆ご意見・ご感想・リクエスト等ありましたら、 
お気軽にお声をおかけください！ 

 被災された皆様には、心からお見舞い申し上げ
ます。当財団では、被災者支援を目的に、下記の
施設や事業で募金活動を実施しております。 

 上記以外の募金は、当財団が責任を持って、日本赤十字社を通じて救援金 
として寄付させていただきました。皆様のご協力ありがとうございました。 

【合計金額】  ３３７，３３６ 円 
          ３/１２～５/１１現在 

      藤沢青少年会館  辻堂青少年会館  藤沢市少年の森  秩父宮記念体育館 
      秋葉台運動施設事務所（体育館・プール） 鵠沼運動公園施設事務所    石名坂温水プール事務所 

【募金箱 
  設置施設】 

田園調布学園大学 
つくしんぼ児童クラブ保護者会 
藤沢市ボーイスカウト連絡会 
藤沢市みらい創造財団労働組合 
 

5/5(祝・土)みらい子どもフェスタ（青少年事業部） ６１，３９７円 相馬野馬追実行委員会 

5/5(祝・土)みらい子どもフェスタ（スポーツ事業部）８１，１６０円 日本赤十字社  

【事業での募金 
  金額・募金先】 

   
 

前号の問題 
「サッカーボールを 
   作ってみよう！」正解 

正５角形１２枚  
 正６角形２０枚 

 １から９までの数字を３行３列に下記のマスに当てはめます。 
タテに足して１５、ヨコに足しても１５、さらに斜めに足しても１５ 
                   になるように当てはめてく 
                   ださい。 

完成！！ 


