
～藤沢市子どもおでかけ応援事業～
「子どもの施設利用料等無料事業」対象 施設利用及びスポーツ教室事業等一覧

〇施設利用一覧　※クーポン利用対象期間　7/21(木)～8/31(水)

施設利用料　プール：100円（小学生）　サウナ・浴室：500円（クーポン券・現金併用不可）

・ 八部公園プール（屋外プール開設期間　7/16(土)～8/31(水)）

・ 八部公園プール　サウナ・浴室 

・ 秋葉台公園プール（屋外プール開設期間　7/16(土)～8/31(水)）

・ 秋葉台文化体育館　サウナ・浴室

・石名坂温水プール（屋内プールのみ）

〇 スポーツ教室・イベント事業一覧

※全ての対象事業において、クーポン券と現金の併用可。

教室申込みサイト→ https://f-mirai.payhub.jp/

(秩父宮記念体育館)

No 教室名 教室内容等 曜日 実施時間 回数 定員 対象者 会場 受講料 申込受付日時・場所

1 ちびっこフットサル
湘南ベルマーレコーチによる教室です。

フットサル大好きっこ集まれ!!
金

9:15-

10:30
3回 40人 小学1～3年生

メイン

アリーナ
3,000円

2 夏休み元気スポーツ

夏休みにスポーツを楽しもう！

様々なスポーツを体験して運動能力をアップし

よう！

月・火

水

（木）

9:15-

10:30
3回 24人 市内在住・在学の小学生

メイン

アリーナ
3,000円

3 夏休み　集中鉄棒

鉄棒の苦手克服クラス。「逆上がり」ができる

ためのコツと感覚を習得しよう！体力と筋力

アップの練習にもチャレンジ！

火・水

木

9:15-

10:30
5回 24人 市内在住・在学の小学生

サブ

アリーナ
4,800円

4 夏休み　集中体操

とび箱＆マットの苦手克服クラス。「開脚と

び・閉脚とび」、「後転・側転・倒立前転」が

できるための練習にチャレンジ！

火・水

木

11:00-

12:15
5回 24人 市内在住・在学の小学生

サブ

アリーナ
4,800円

5 夏休みトランポリン体験③

普段なかなかチャレンジできないトランポリン!

空中で様々な動きをすることでバランス感覚を

養います。いっぱいジャンプをして楽しもう!

月・火

（水）

9:15-

10:30
2回 24人

市内在住・在学の

小学1～2年生

メイン

アリーナ
2,100円

6 夏休みトランポリン体験④

普段なかなかチャレンジできないトランポリン!

空中で様々な動きをすることでバランス感覚を

養います。いっぱいジャンプをして楽しもう!

月・火

（水）

11:00-

12:15
2回 24人

市内在住・在学の

小学3～6年生

メイン

アリーナ
2,100円

8/5,19,26

インターネット受付

申込期間　7/1～7/7

抽　　選　7/9(土)

8/15,16,17

（予備日：8/18）

※ 各教室とも詳細については直接施設にお問い合わせください。(秩父宮記念体育館･･･0466-22-5335)

※ 「公開抽選」･･･申込受付期間中(休館日除く)申込みを受付、定員を超えた場合抽選となります。

※ 対象者が市内在住・在学・在園と記載されている教室において、定員に満たない場合は申込受付期間後、市外の方もお申込みいただくことができます。

子ども向け教室　※新型コロナウイルス感染症予防対策として事業内容の変更や開催中止または日程変更をさせていただく場合がございます。

実施日

8/16,17,18,23,24

（予備日：8/25）

インターネット受付

申込期間　7/1～7/7

抽　　選　7/9(土)

8/16,17,18,23,24

（予備日：8/25）

8/29,30

（予備日：8/31）

8/29,30

（予備日：8/31）



（鵠沼運動施設）※八部公園

No 教室名 教室内容等 曜日 実施時間 回数 定員 対象者 会場 受講料 申込受付日時・方法

1

短距離走

3～6年

※就学援助対象教室（目次参照）

速く走るための方法を知っていますか？

今より速く走るためのコツを教えます。正しい

走り方を覚えてゴールを駆け抜けよう。

火・水

木

（金）

17:00-

18:15
3回 24人

市内在住・在学の

小学3～6年生
野球場

3,000円

※就学援助受給世帯

1,000円

2

短距離走

1・2年

※就学援助対象教室（目次参照）

速く走るための方法を知っていますか？

今より速く走るためのコツを教えます。正しい

走り方を覚えてゴールを駆け抜けよう。

月・火

水

（木）

17:00-

18:15
3回 24人

市内在住・在学の

小学1～2年生
野球場

3,000円

※就学援助受給世帯

1,000円

（八部公園プール）

No 教室名 教室内容等 曜日 実施時間 回数 定員 対象者 会場 受講料 申込受付日時・方法

3
夏休み！

早起きこどもスイム①

火-土

（日）
5回 100人

屋内・屋外

プール
5,300円

4
夏休み！

早起きこどもスイム②

火-土

（日）
5回 100人

屋内・屋外

プール
5,300円

（秋葉台文化体育館）

No 教室名 教室内容等 曜日 実施時間 回数 定員 対象者 会場 受講料 申込受付日時・場所

1
夏休みトランポリン体験

(1～2年生)

9:00-

10:15
3回 20人

市内在住・在学の小学1～2年

生
第1体育室 3,000円

2
夏休みトランポリン体験

(3～6年生)

10:45-

12:00
3回 20人

市内在住・在学の小学3～6年

生
第1体育室 3,000円

※各教室とも、詳細については直接施設にお問い合わせください。(鵠沼運動施設事務所…0466-36-1607)

※「公開抽選」･･･申込受付期間中(休館日除く)申込みを受付、定員を超えた場合抽選となります。

※対象者が市内在住・在学・在園と記載されている教室において、定員に満たない場合は、申込受付期間後、市外の方もお申込みいただくことができます。

こども向け教室　※新型コロナウイルス感染症予防対策として事業内容の変更や開催中止または日程変更をさせていただく場合がございます。

実施日

※各教室とも、詳細については直接施設にお問い合わせください。(鵠沼運動施設事務所…0466-36-1607)

※「公開抽選」･･･申込受付期間中(休館日除く)申込みを受付、定員を超えた場合抽選となります。

※対象者が市内在住・在学・在園と記載されている教室において、定員に満たない場合は、申込受付期間後、市外の方もお申込みいただくことができます。

こども向け教室　※新型コロナウイルス感染症予防対策として事業内容の変更や開催中止または日程変更をさせていただく場合がございます。

8/23,24,25

(予備日8/26) インターネット受付

申込受付　7/1～7/7

抽　　選　7/9(土)

※就学援助世帯の方は当選後に直接施設

までお問い合わせください8/29,30,31

(予備日9/1)

※ 各教室とも詳細については直接施設にお問い合わせください。(秋葉台文化体育館･･･0466-88-1111)

※ 「公開抽選」･･･申込受付期間中(休館日除く)申込みを受付、定員を超えた場合抽選となります。

※ 対象者が市内在住・在学・在園と記載されている教室において、定員に満たなかった場合は申込受付期間後、市外の方もお申込みいただくことができます。

実施日

夏到来！！

夏と言ったらプール！

夏休みも規則正しい生活を！

早起きして、八部で水泳教室！

少人数のクラス制で上達も早い！

『八部公園プール』で楽しい夏の思い出をつく

ろう！

8/2,3,4,5,6

（予備日8/7）

7:30-

9:00
市内在住・在学の小学生

インターネット受付

申込期間　7/1～7/7

抽　　選　7/9(土)

8/23,24,25,26,27

（予備日8/28）

子ども向け教室　※新型コロナウイルス感染症予防対策として事業内容の変更や開催中止または日程変更をさせていただく場合がございます。

実施日

普段なかなかチャレンジできないトランポリ

ン！様々な空中動作を体験することで自然に全

身運動・空中感覚が身につきます。

8/16,17,18

（予備日8/19）
火-木

インターネット受付

申込期間　7/1～7/7

抽　　選　7/9（土）



（石名坂温水プール）

No 教室名 教室内容等 曜日 実施時間 回数 定員 対象者 会場 受講料 申込受付日時・場所

1 夏休み限定！石名坂日帰り合宿

夏休み限定の石名坂日帰り合宿。水泳も、レク

リエーションも、仲間がいれば超楽しい！夏の

最高の思い出を一緒に作ろう！

火

9:00

-

17:00

1回 40人
市内在住・在学の小学4年生～

中学3年生
プール 1,000円

2 夏期子ども水泳教室

夏休みの朝は石名坂で元気にスタート！レベル

別の班編成で楽しく練習！夏休み中にお友達に

差をつけよう！水慣れ～泳力アップまでどなた

でも参加できます。

水-金

（月）

7:30-

9:00
6回 90人

市内在住・在園の未就学児

（H28.4.2～H31.4.1生れ）

市内在住・在学の小学生

プール 6,300円

8月9日

インターネット受付

申込期間　7/1～7/7

抽　　選　7/9(土)
8/17,18,19,24,25,26

（予備日8/29 ）

※ 各教室とも詳細については直接施設にお問い合わせください。(石名坂温水プール･･･0466-82-5131)

※ 「公開抽選」･･･申込受付期間中(休館日除く)申込みを受付、定員を超えた場合抽選となります。

※ 対象者が市内在住・在学・在園と記載されている教室において、定員に満たなかった場合は申込受付期間後、市外の方もお申込みいただくことができます。

子ども向け教室　※新型コロナウイルス感染症予防対策として事業内容の変更や開催中止または日程変更をさせていただく場合がございます。

実施日

※新型コロナウイルス感染症予防対策として事業内容の変更や開催中止または日程変更をさせていただく場合がございます。

【秋葉台運動施設（秋葉台公園）】 ※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

No 事業名 事業内容等 実施日 対象者 会場 参加料 申込等

1 飛び込み体験会
水深2.5ｍのプールを使用し、各自で飛び込みの

練習を行えます。（指導者は付きません）

8/8(月)～8/12(金)

8/22(月)～8/26(金)

①10:30-11:20

②14:00-14:50

25ｍ以上泳げる

小学生以上のプール入場者

※小学1～3年生は保護者の

付き添いが必要になります

秋葉台公園屋外プール
200円

（ﾌﾟｰﾙ入場料別）

申込不要

実施日時に直接プールへ

【みらい水泳大会】※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

2 みらい水泳大会 in 秋葉台

プールでの大運動会！お水が苦手でも大丈夫！

楽しみながらいろいろな種目に挑戦します！

チーム力を合わせて優勝目指して頑張ろう！

8/15(月) 高校生以下:150人 秋葉台公園プール 1,000円
インターネット受付

7/1（金）から先着順

スポーツ大会・イベント等 開催予定


