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【秩父宮記念体育館＆スポーツ事業担当】 ※各イベントとも、詳細については直接施設にお問い合せください。秩父宮記念体育館 0466-22-5335

No 事業名 事業内容等 実施日 対象者 会場 参加料 申込等
1 2018ビーチバレー3大会 　①ビーチバレー常設コートオープン記念大会 15歳以上の方 鵠沼海岸 2人制:2,000円 ホームページ等で

1 2019ビーチバレー3大会

　①ビーチバレー常設コートオープン記念大会

　②海の日記念大会

　③ビーチバレー湘南

　　①5/3(金祝）

　　②7/20(土),21(日)

　　③8/3(土),4(日)

15歳以上の方

(男子2人制、女子2人制、

フリー4人制、初心者4人制)

鵠沼海岸
2人制:2,000円

4人制:4,000円

ホームページ等で

お知らせ致します

2
みらい子どもフェスタ

 in 秩父宮記念体育館

見て楽しめる＆体を動かせるイベントが盛りだ

くさんです！トランポリン、ストラックアウト、

スポーツ吹矢、赤ちゃんダービーなどを実施♪

5/5(日) どなたでも参加できます 体育館 無料 広報等でお知らせ致します

3 ふじさわ市民ウォーク2019
元気に歩いて市内を散策！見慣れた景色を角度

を変えて見てみましょう！！
5/25(土)

完歩できる健康な方

※小学生以下は保護者同伴
市内

大人　500円

中学生以下無料
広報等でお知らせ致します

4
カラダ健康フェスタ

～体力年齢を知ろう～

健康づくりにつながる楽しいイベントが盛りだ

くさんです。
5/26(日) 小学1年生～79歳の方 体育館 無料

直接施設へお越しください

運動しやすい服装・室内ｼｭｰｽﾞ持参

詳細は広報等でお知らせ致します

5
ふじさわセーリングフェスタ2019

in江の島

子どもから高齢者、障がい者の方も船を走らせ

ることができるこのヨット（ハンザ）を体験で

きます。

6/8（土）

6/9（日）

6/22（土）

小学生以上

各50人
江の島ﾖｯﾄﾊｰﾊﾞｰ 広報等でお知らせ致します 広報等でお知らせ致します

6

おはよう！キュンとするまち。藤沢

ラジオ体操2019

～めざそう健康寿命日本一！～

誰もが知っているラジオ体操を藤沢市民が一体

となって実施することで、健康寿命の延伸の一

助となることを目指します！

7/27(土) どなたでも参加できます
秋葉台公園球技場

ほか
無料

直接施設へお越しください

運動しやすい服装・室内ｼｭｰｽﾞ持参

詳細は広報等でお知らせ致します

7 バスケットボールクリニック
3人制バスケットボールのプロチームである湘南

サンズによるバスケットボール教室。
8/27(火) 市内在住の小学6年生 体育館 無料 広報等でお知らせ致します

8 ザ・ビーチ2019

ビーチバレー・ビーチサッカー・ビーチフラッグ

ス・ビーチ綱引きの4種目総合でビーチスポーツ

のチャンピオンを決定します。

9/7(土) 高校生以上の男女各4人の8人1ﾁｰﾑ 鵠沼海岸 未定
ホームページに掲載

申込は「ｻﾞ･ﾋﾞｰﾁ実行委員会」へ

9

湘南オープンウォータースイミング

2019

江の島スイムツアー

集団泳で１０００Ｍを泳ぎます。家族や友達と

一緒に“真夏の湘南の海”をみんなで楽しく泳ご

う！

9/7(土)

小学1年生以上

小学3年生以下は保護者

または成人の伴泳が必要

片瀬東浜
一般　3,000円

高校生以下　1,500円
ホームページに掲載

10
ハートフルフェスタ

in 秩父宮記念体育館

小学生限定クライミング体験、縁日ブース（当

てくじなど）、フリーマーケット、ケータリン

グ販売など、楽しめる内容が盛りだくさんの地

域感謝祭です。

9/15(日) どなたでも参加できます 体育館
1,000円

(ﾌﾘｰﾏｰｹｯﾄ出店料)
広報等でお知らせ致します

11 ふじさわパラスポーツフェスタ

様々なユニバーサルスポーツを体験して楽しみま

す。ユニバーサルスポーツを通じてみんなが笑

顔になる共生社会の実現を目指します。

9/15(日) どなたでも参加できます 体育館 無料

直接施設へお越しください

運動しやすい服装・室内履持参

詳細は広報等でお知らせ致します

12
ノルディックウォーキング

（江の島へ行こう！）

運動効果を高める専用のポールを使ったフィッ

トネスウォーキングです。秩父宮記念体育館か

ら江の島までみんなで一緒に歩きます。

10/18（金）
5km以上歩ける方

15人

秩父宮記念体育館～

江の島付近
800円

9/27（金）

9:00から先着順

電話受付

13

第3回

ふじさわ・えのしま

観光ロゲイニング

地図をもとに、時間内にチェックポイントを回

り、記録として題目である写真一覧と同じ風景を

撮影をし、得点を集めるスポーツです。知られ

ざる藤沢の名所を知ることもできます！

11/4（月祝）
一般の部・ファミリーの部

合計100人（1チーム・2～5人）

体育館

藤沢市内

15歳以上　3,000円

小・中学生　500円
広報等でお知らせ致します

スポーツ大会・イベント等 開催予定
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（秩父宮記念体育館＆スポーツ事業担当）※各イベントとも、詳細については直接施設にお問い合せください。秩父宮記念体育館 0466-22-5335

No 事業名 事業内容等 実施日 対象者 会場 参加料 申込等

14
ふれあいスポーツ交流会

卓球

障がいのある方と健常者のバリアフリーを体感

してみてください。障がいのある方はもちろん健

常者も参加できます。

12/22(日)
障がいのある卓球プレーヤー及び

市内中学校卓球部員
体育館 無料 広報等でお知らせ致します

15 第65回藤沢市駅伝競走大会
駅伝競走大会を通じて、藤沢市の陸上競技の普

及発展を図ります。
12月予定

　　　　一般男子の部　15チーム

　　　　一般女子の部　15チーム

　市内在住在勤在学の高校生以上の方

　で編成されたチーム

慶応義塾大学湘南藤沢キャンパス

及び周辺
無料 広報等でお知らせ致します

16
（仮称）

第10回湘南藤沢市民マラソン2020

湘南の風になろう！風光明媚な江の島を中心に

国道134号を走ります。

1/26(日)

（予定）
広報等でお知らせ致します 江の島周辺 広報等でお知らせ致します 広報等でお知らせ致します

【鵠沼運動施設】 ※各イベントとも、詳細については直接施設にお問い合せください。鵠沼運動施設 0466-36-1607

No 事業名 事業内容等 実施日 対象者 会場 参加料 申込等

1 鵠【くぐい】まつり

鵠沼市民センターとの協働により、地産地消と

地域の活性化を目的に野菜の即売会やイベント

などを開催します。

4/20（土） どなたでも参加できます 八部公園 － 広報等でお知らせ致します

2
みらい子どもフェスタ

in 八部公園

プールや公園内で子どもから大人まで楽しめる

イベントを開催します。フリーマーケットやミ

ニSL乗車会、模擬店、消防車展示、起震車体験

などを実施します！

5/4（土祝)
どなたでも参加できます

※フリーマーケット出店は事前申込
八部公園

2,000円

(フリマ出店料)

フリマ申込:4/14(日)

13:50－14:00来館

定員を超えた場合14:00から抽選

3

ふれあいスポーツ交流会

藤沢市八部公園

ふれあいテニス講習会

障がいのある方と健常者のバリアフリーの推進

を図ります。テニスを通じて一緒に清々しい汗

を流しましょう。

5/18（土）

障がいのある方

及び

この事業に関心のある方

八部公園

テニスコート

（ﾊｰﾄﾞｺｰﾄ）

500円 

申込受付4/9(火)～4/28(日）

(4/22休館)

電話・FAXまたは来館

定員50人　先着順

4 藤沢市八部公園『夏の救急フェア』

プールや海などで水難事故が起こった場合の対

処法や、蘇生法及びAEDの使用方法などを体験い

ただけます。

7/21（日） どなたでも参加できます 八部公園プール －
申込不要

実施日時に直接プールへ

5 藤沢市八部公園フェスティバル

地域の方々に感謝の気持ちをこめて公園内で模

擬店、引地川でのカヌー体験、消防車展示、水

上アスレチックスなどのイベントを開催します。

ストライダー、ランバイクの貸出も行います。

8/11(日祝) どなたでも参加できます 八部公園 －
申込不要

実施日時に直接八部公園へ

6

ふれあいスポーツ交流会

第10回藤沢市八部公園

ふれあいテニス大会

障がいのある方と健常者のバリアフリーの推進

を図ります。テニスを通じて一緒に清々しい汗

を流しましょう！

9/14（土）

障がいのある方

及び

この事業に関心のある方

八部公園

テニスコート

（人工芝・ﾊｰﾄﾞｺｰﾄ）

2,000円

申込受付8/1(木)～8/17(土）

(8/13休館)

電話・FAXまたは来館

定員50人　先着順

7 SLまつり

ミニSL乗車会など、SLにちなんだイベントを開

催します。フリーマーケットや模擬店、握力選

手権、ストライダー、ランバイクの貸出も行いま

す。

10/13(日)
どなたでも参加できます

※フリーマーケット出店は事前申込
八部公園

2,000円

(フリマ出店料)

フリマ申込:9/29(日)

13:50-14:00来館

定員を超えた場合14:00から抽選

8
藤沢市八部公園

『年末打ちおさめテニスday』
テニスの打ち納めは八部公園で！ 12/28(土)－30(月)

テニスコート利用の

個人登録をされている方

八部公園

テニスコート

（人工芝・ﾊｰﾄﾞｺｰﾄ）

各1コート

1,200円

12/1(日)－12/7(土)

8:30－22:00

スポーツ施設予約システムにて申込

抽選申込1人1コートまで

抽選結果公開12/8(日)8:30

9 プールでセーリング体験

セーリングの面白さを伝えるために、ビーチマ

リンスポーツの参加型イベント「プールでセーリ

ング体験」を開催します。

2月予定 小学生 八部公園プール 無料 広報等でお知らせ致します

39
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【秋葉台運動施設】 ※各イベントとも、詳細については直接施設にお問い合せください。秋葉台文化体育館0466-88-1111　秋葉台公園プール0466-88-1811

No 事業名 事業内容等 実施日 対象者 会場 参加料 申込等

1 障がい者プール開放

入退場自由のプール開放日です。水泳や水中歩

行のアドバイスも行います。お気軽にお越しく

ださい♪

4/22(月)

13:00∼17:00

障がい者手帳等の交付を受けている方

及び付添い・介護にあたられる方

事業に興味・関心のある方

プール 無料
申込不要

実施日時に直接プールへ

2
みらい子どもフェスタ

in秋葉台公園

様々なスポーツ体験コーナーとトップアスリー

トによるデモンストレーションを実施予定！フ

リーマーケットもあり、お子様から大人の方ま

で楽しめる盛り沢山なイベントです☆

5/5(日)

どなたでも参加できます

※フリーマーケット出店は事前申込

（18歳以上の方　40ブース）

秋葉台公園
2,000円

(ﾌﾘｰﾏｰｹｯﾄ出店料)

フリーマーケット申込:4/21（日）

9:30-9:45来館（大会議室）

定員を超えた場合9:45から抽選

3 ノルディックウォーキング体験会①

運動が苦手・体力に自信がない方にもおスス

メ！！専用ポールを使うことで膝腰に負担をか

けずに効果的な全身運動ができます。翌月に開

催するイベントの予備練習として体験してみませ

んか？

5/22(水)

10:00-11:30（予定）

4km程度歩ける方

10人
秋葉台公園周辺

500円

（ﾎﾟｰﾙ代含）

5/15(水)

13:30から先着順

電話受付

4
湘南ベルマーレ

フットサルクリニック

湘南ベルマーレフットサルクラブ所属の現役F

リーガーが直接指導！トップレベルの選手から指

導が受けられる貴重な機会をお見逃しなく！

6/8(土)

16:30－18:00(予定)

小学1～6年生

60人

秋葉台文化体育館

第1体育室
800円

5/6(月)

13:30から先着順

電話受付

5
ノルディックウォーキングⅠ

～境川遊歩道散策コース～

湘南台公園からスタート！藤沢の名所「境川紫

陽花ロード（遊歩道）」を歩きます。ご家族や

お友達を誘ってお気軽にご参加ください。

6/12(水)

10:30-13:00（予定）

5～6km程度歩ける方

20人

湘南台公園～

境川遊水地公園周辺等

800円

（ﾎﾟｰﾙ代別）

5/29(水)

13:30から先着順

電話受付

6 秋葉台スイムツアー2019

えぼし岩を目指して泳ぎます。海で泳ぐ醍醐味を

体験しましょう！これからOWS（ｵｰﾌﾟﾝｳｫｰﾀｰｽｲﾐ

ﾝｸﾞ）を始める方、泳力に自信のある方はぜひ

チャレンジしてみてください。

【ﾌﾟｰﾙ】6/16(日)

【海】6/23(日)

高校生以上でクロールを

連続1.5km以上泳げる方20人

※両日参加できる方

プール

茅ヶ崎海岸
5,000円

申込受付5/28-6/2来館

公開抽選6/4(火)14:30

7 秋葉台カヌーDay

夏限定のカヌー体験日です。夕暮れ時の涼しさ

を感じながら、カヌーを自由に乗りこなしていっ

ぱい楽しみましょう！

8/6,13,20,27

毎週火曜日

17:00∼17:45

プール入場者

（未就学児は16歳以上の保護者同乗）
屋外プール

無料

(ﾌﾟｰﾙ入場料別)

申込不要

実施日時に直接プールへ

8 小学生トライアルコース
通常は小学生の遊泳できない屋外50mプールを1

コース開放します。

8/7,14,21,28

毎週水曜日

①11:30-12:20

②13:00-13:50

種目を変えずに50ｍ以上泳げる

小学4～6年生
屋外プール 無料

申込不要

実施日時に直接プールへ

9 車いすバスケットボール体験

車いすバスケットボールの迫力を間近で感じて

みませんか？現役選手のデモンストレーションを

見られる他、体験も行います。一般の方も参加

できます！

8/10(土)

①10:00－12:00

②13:00－15:00

小学生以上の方

各30人

秋葉台文化体育館

第1体育室
無料 広報等でお知らせ致します

10 チャレンジ救急

AEDの使用方法や心臓マッサージ、着衣泳などを

体験し、いざという時に役立つ正しい知識と技

術を身に付けましょう！

8/15(木) プール入場者 屋外プール
無料

(ﾌﾟｰﾙ入場料別)

申込不要

実施日時に直接プールへ

11 秋葉台水鉄砲合戦

友達と水鉄砲で対戦だ！夏休みの最後の思い出

に！※水鉄砲(電動不可)、水中ゴーグルをご持参

ください。

8/26(月)

10:00－12:00

小学1～6年生

30人
秋葉台公園球技場 500円

8/12(月)

13:30から先着順

電話受付

12 ベビースイムDay

赤ちゃんのための特別開放日！

水の特性が赤ちゃんの様々な感覚を刺激し、心

身の発育・発達を促します。おもちゃや浮き具

を自由に使いながら、親子で楽しく水遊び！

9/9(月)

9:30∼12:00

6ヶ月～6歳の未就学児とその保護者

(保護者１人に付きお子様2人まで)
プール ﾌﾟｰﾙ入場料のみ

申込不要

実施日時に直接プールへ

13
第13回

秋葉台キッズアクアスロン

水泳とランニングを続けて行う競技です。上位

入賞者にはメダルを授与！自分の限界に挑戦だ！
9/15(日)

小学1、2年生:40人

小学3、4年生:40人

小学5、6年生:40人

屋外プール

秋葉台公園
2,000円

8/1(木)

14:00から先着順

電話または来館
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（秋葉台運動施設）※各イベントとも、詳細については直接施設にお問い合せください。秋葉台文化体育館 0466-88-1111  秋葉台公園プール0466-88-1811

No 事業名 事業内容等 実施日 対象者 会場 参加料 申込等

14
藤沢市民まつり

（フリーマーケット出店募集）

公園内で開催される藤沢市民まつりにフリー

マーケットを出店してみませんか？一緒に市民ま

つりを盛り上げましょう！

9/28(土)
18歳以上の方

27ブース
秋葉台公園 3,000円

9/14（土）

9:30-9:45来館（大会議室）

定員を超えた場合9:45から抽選

15 ノルディックウォーキング体験会②

運動が苦手・体力に自信がない方にもおスス

メ！！専用ポールを使うことで膝腰に負担をか

けずに効果的な全身運動ができます。翌月に開

催するイベントの予備練習として体験してみませ

んか？

10/25(金)

10:00-11:30（予定）

4km程度歩ける方

10人
秋葉台公園周辺

500円

（ﾎﾟｰﾙ代含）

10/16(水)

13:30から先着順

電話受付

16
ふれあいスポーツ交流会

ローリングバレーボール

ローリングバレーボールというスポーツを通じ

て、障がいのある方と健常者のバリアフリーを

体感してみましょう。障がいのある方はもちろん

健常者の方も参加できます。

11/9(土) どなたでも参加できます
秋葉台文化体育館

第1体育室
無料 広報等でお知らせ致します

17
ノルディックウォーキングⅡ

～秋の江ノ島散策コース～

秩父宮記念体育館近くの奥田公園からスター

ト！藤沢の名所を寄り道しながら江の島まで歩

きます。ご家族やお友達を誘ってお気軽にご参

加ください。

11/15(金)

10:30－13:00

※雨天中止

5～6km程度歩ける方

20人

奥田公園～

江の島付近

800円

（ポール代別）

10/31(木)

13:30から先着順

電話受付

18
親子ふれあい

サッカークリニック①

ベルマーレフットボールアカデミーのコーチに

よる親子で楽しむサッカー教室です！秋葉台公

園球技場の人工芝で思いっきり体を動かしませ

んか！

12/22（日）

9:00-10:30

※雨天中止

年中児および年長児とその保護者

小学1～2年生とその保護者

各15組

秋葉台公園球技場 900円

12/8(日)

13:30から先着順

電話受付

19
サイクルチャレンジ藤沢

ｉｎ秋葉台

プロの自転車レーサーが、楽しくて安全な自転車

の乗り方を教えてくれます。

今乗っている自転車で一本橋やスラロームにも

挑戦しよう！！

11/23（土)
自転車に乗れるお子様

※補助輪が取れていること

秋葉台公園

第2駐車場
200円 広報等でお知らせ致します

20 新春！秋葉台公園プール元気祭
お餅つきやおしるこ販売など、お正月にちなん

だ様々なイベントをご用意しております。
1/19(日) どなたでも参加できます

プール

芝生広場

プール正面玄関前

無料

(ﾌﾟｰﾙ入場料別)

申込不要

実施日時に直接プールへ

21
ノルディックウォーキングⅢ

～小出七福神めぐり散策コース～

茅ヶ崎里山公園からスタート！相州小出七福神

が祀（まつ）られている７寺院をめぐります。ご

家族やお友達を誘ってお気軽にご参加くださ

い。

1/15(水)

10:00－14:30

※雨天中止

10km以上歩ける方

20人

茅ヶ崎里山公園

周辺等

800円

（ポール代別）

12/23（月)

11:00から先着順

電話受付

22 ベビースイムDay

赤ちゃんのための特別開放日！

水の特性が赤ちゃんの様々な感覚を刺激し、心

身の発育・発達を促します。おもちゃや浮き具

を自由に使いながら、親子で楽しく水遊び！

3/9(月)

9:30∼12:00

6ヶ月～6歳の未就学児とその保護者

(保護者１人に付きお子様2人まで)
プール ﾌﾟｰﾙ入場料のみ

申込不要

実施日時に直接プールへ

23 プレス工業ランニングクリニック

ニューイヤー駅伝でもお馴染み！地元強豪「プ

レス工業陸上競技部」現役ランナーによるラン

ニング教室を開催します！

3/15(日)

9:30-11:30

18歳以上の1km4～7分のペースで

3～5kmを続けて走れる方　30人
秋葉台公園 800円

3/1(日)

13:30から先着順

電話受付

24
仮称）みらりんカップ2020

～小学生スポーツNo.1決定戦～

スポーツの基礎となる「走る・跳ぶ・投げる」

を中心とした競技型の総合スポーツ大会を開催

します！各種目順位によるポイント制により、

小学生スポーツナンバー1を決定します！

3/20(金祝)

市内在住・在学の小学生（予定）

小学1・2年生：60人

小学3・4年生：60人

小学5・6年生：60人

秋葉台文化体育館・プール

・球技場等（予定）
未定 広報等でお知らせ致します

25
親子ふれあい

サッカークリニック②

ベルマーレフットボールアカデミーのコーチに

よる親子で楽しむサッカー教室です！秋葉台公

園球技場の人工芝で思いっきり体を動かしませ

んか！

3/22（日）

9:00-10:30

※雨天中止

年中児および年長児とその保護者

小学1～2年生とその保護者

各15組

秋葉台公園球技場 900円

3/8(日)

13:30から先着順

電話受付
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【石名坂温水プール】 ※各イベントとも、詳細については直接施設にお問い合せください。  石名坂温水プール0466-82-5131

No 事業名 事業内容等 実施日 対象者 会場 参加料 申込受付日時・場所

1
みらい子どもフェスタ

in石名坂

プールを中心としたスポーツイベントを開催しま

す。また、地域と協働したイベントショーを開

催します。小さなお子さまから大人まで楽しめ

るイベントです。

5/3(金祝) どなたでも参加できます
館内

プール
無料

申込不要

実施日時に直接プールへ

2
夏目前！

石名坂で教える救急豆知識

事故が多発する夏目前に、少しでも身につけたい

救急に関する知識を、クイズ形式や実際にプール

に入って体験するイベントです。

6/30(日) どなたでも参加できます
館内

プール

無料

(ﾌﾟｰﾙ入場料別)

申込不要

実施日時に直接プールへ

3
ベビースイムDay

in石名坂

水の特性を生かした運動刺激が、赤ちゃんの心

身の発育・発達に寄与します。塩素を使用しな

い（ＭＩＯＸ）プールなので、肌の弱い赤ちゃ

んでも安心です。

9/24(火)
6ヶ月～6歳の未就学児とその保護者

（保護者1人に付きお子様2人まで）
プール ﾌﾟｰﾙ入場料のみ

申込不要

実施日時に直接プールへ

4 石名坂地域感謝祭

石名坂の冬祭り！近隣の方々へ一年間の感謝の

気持ちを込めて餅つきや地域と協同した様々な

イベントを開催致します。

12/15(日) どなたでも参加できます

施設入口前

特設ブース

館内

無料

(ﾌﾟｰﾙ入場料別)

申込不要

実施日時に直接プールへ

5 石名坂温水プール年末営業日

今年も残りわずか！石名坂は年末30日まで営業

致します。ご家族・ご友人をお誘い合わせのう

え、運動納めは石名坂温水プールで！（市内他2

プールは休館となります）

12/28(土)－30(月) どなたでも参加できます プール ﾌﾟｰﾙ入場料のみ
申込不要

実施日時に直接プールへ

6 障がい者プール開放

入退場自由のプール開放日です。水泳や効果的

な水中歩行のアドバイスなども行います。お気

軽にお越しください。

2/23(日)

障がい者手帳等の交付を受けている方

及び付き添い・介護にあたられる方

事業に興味・関心のある方

プール 無料
申込不要

実施日時に直接プールへ

【泳力認定進級テスト、みらい水泳大会】 ※各イベントとも、詳細については直接施設にお問い合せください。秋葉台公園プール 0466-88-1811 　八部公園プール0466-36-1607 　石名坂温水プール0466-82-5131

No 事業名 事業内容等 実施日 対象者 会場 参加料 申込等

1 みらい水泳大会 in 秋葉台

水泳の『記録会』だけでなく『運動会』の要素

も含んだジャンボ滑り台・カヌー体験等のプー

ルイベントを開催致します。プール大好きっ子集

まれ～！

8/19(月) 小学1年生～小学6年生:100人 秋葉台公園プール 500円

7/24（水）

先着順

来館（八部・秋葉台・石名坂でも可）

2 第23回泳力認定進級テスト

本財団独自の認定基準で泳法を認定致します。

自分の泳力・泳形がどのぐらいのレベルである

のかチャレンジしてみましょう！

8/26(月) 高校生以下:100人 八部公園プール 500円

7/20（金）

先着順

来館（八部・秋葉台・石名坂でも可）

3 第24回泳力認定進級テスト

本財団独自の認定基準で泳法を認定致します。

自分の泳力・泳形がどのぐらいのレベルである

のかチャレンジしてみましょう！

3/31（火） 高校生以下:100人 石名坂温水プール 500円

3/4（水）

先着順

来館（石名坂・秋葉台・八部でも可）


