
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いきいきシニア通信 

（仮称）いきいき長寿プランふじさわ 2020 

 
～藤沢市高齢者保健福祉計画・第 7期藤沢市介護保険事業計画～ の策定を行っています。 

“健康寿命日本一 人生１００年時代を支えあうまち ふじさ

わ”を理想とする高齢社会像として、その実現に向け、高齢者施

策として、2018 年度（平成 30 年度）から 2020 年度（平成

32 年度）の 3 年間に取り組むべき方策をとりまとめています。 

 

藤沢市の高齢化 

●高齢者人口（65 歳以上） 
103,227 人 

（高齢化率 24.0 ％） 
●ひとり暮らし高齢者 

14,523 人 
（高齢者の 14.1 ％） 

2017 年（平成 29 年） 
10 月 1 日現在 

様々な困りごとを抱える方

の相談を受け、支援を行っ

ています。 

地域包括ケアシステム推進

室へご相談ください。 

 

 

〒251-8601 

藤沢市朝日町１番地の１  

新館１階 

【電話】0466-25-1111 

【内線】 

総合相談・地域支援担当 3250 

高齢者支援担当 3281  

企画調整担当 3151  

【ファクス】0466-50-8412  

健康寿命日本一 人生 100 年時代を 

支えあうまち ふじさわ 

理想とする高齢社会像 

 

 

基本理念  

基本目標  

・いつまでも健康であり続けられるよう支援します 

・身近な地域で自立した生活が継続できるよう支援します 

・市民と行政が協働し、支えあう地域社会を実現します 

・個人の尊厳と主体性を尊重します 

 

１ 元気に暮らせる地域づくりの推進 

２ 認知症施策の推進 

３ 福祉・介護・医療の連携による在宅生活支援の推進 

４ 介護保険サービスの充実 

５ 安心して住み続けられる生活環境の整備 

６ 地域に根ざした相談支援の推進 

７ 新たな地域生活課題の把握と対策 

みんないきいき地域活動見本市 第 7 回のお知らせ 

平成 30年 2月 10日（土）11 時～15 時 藤沢市民会館 第 2 展示集会ホール、第 2会議室・教養室 

いつまでも住み慣れた地域でいき

いきと暮らし続けたいと思っている

シニアの皆さん！地域で活躍してい

る様々な団体が集まって、皆さんを待

っています。「来て」、「見て」、「聞い

て」、あなたの「地域活動」のプラン

作りを始めましょう！ 

9 月 9 日（土）に開催された

第 6 回では、約 470 名の参加

者があり、ブースでの説明に耳

を傾け、体験を楽しんでいまし

た。 

いきいきシニア通信 2018 年冬号  

福祉健康部  

地域包括ケアシステム推進室 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１）基本型：誰もが気軽に立ち寄れる居場所です。気軽に相談ができ、支

援が必要な場合には、適切な機関におつなぎいたします。 

２）特定型：高齢者の居場所、子育てサロン、障がい者交流サロンなど、

特定の利用対象者が自由に集え交流できる居場所です。 

３）基幹型：高齢者等の相談支援、介護予防や孤立予防、生きがいづくり、

多世代交流等の促進を図ることを目的とした居場所です。高

齢者の生活支援をするために、コーディネート業務を担う「生

活支援コーディネーター」が配置されています。 

「地域の縁側」は、住民同士のつながりや絆を大切にしな

がら人の和を広げ、お互いの暮らしを協力して支え合う仕

組みとして、気軽に立ち寄ることができる交流スペースで

す。ぜひ、お気軽にお立ち寄りください。パンフレットは、

市役所、市民センターなどにおいてあります。 

パンフレット 

29年度 10月版 

 

健康体操をしたり、子育て相談をした

り、様々な講座に参加したり、日常の

ちょっとした悩み相談をしたり、利用

者は皆さんが思い思いに交流していま

す。（撮影協力：みらいサロン＆利用者

の皆さん） 

10月1日から新たに8団体が開設しています。 

(2017 年 10 月 10 日号 広報ふじさわより) 

全部で 33 か所になりました。パンフレットや市の

ホームページで詳細をご確認ください。 

お問い合わせは、（社福）藤沢市社会福祉協議会 

【電話】(26)9863 【FAX】(26)6978 

または、地域包括ケアシステム推進室 

【電話】(25)1111 内線 3285【FAX】(50)8415 

 

基本型 

こまよせランド 
時間：火～木曜日 午後 1 時～5 時 

場所：大庭 5527-4 駒寄市民の家内 

村岡テラス 
時間：月～土曜日 午後 1 時～5 時 

場所：宮前 380-1 村岡宮前ローカルサイト内 

鵠沼藤が谷 みんなの縁側 
時間：火～木曜日 午前 10 時～午後４時 

場所：鵠沼藤が谷 2-11-32 鵠沼藤が谷市民の家内 

特定型 ★の方対象です。 

ふらっとガーデン         ★高齢者 
時間：木曜日(祝日を除く) 午前 10 時～午後 3 時 

場所：辻堂西海岸 2-10-5 辻堂団地集会所内 

むすびて             ★高齢者 

場所：羽鳥 3-5-20 羽鳥市民の家ほか 

詳細は同団体☎(90)3533 へお問い合わせください 

（月・水・金曜日午前 9 時~正午） 

グリーフケアサロン「わだち」 

★大切な人をがんでなくされた方 

時間：第 4 土曜日 午前 10 時 30 分～正午  

がんサロン「ちゃのま」 ★がん体験者・家族 

時間：第 4 土曜日 午後 2 時～3時 30 分 

場所(いずれも)：藤沢 2-1-18 山本ビル 202号室 

カフェ「はまゆう」        ★高齢者 
時間：第 3 木曜日 午前 10 時 30 分～午後 0 時 30 分 

場所：善行 6-19-51福祉クラブ生協藤沢センター3F 

憩い場             ★高齢者 

時間：原則第３木曜日 午後 2 時～4 時 20 分 

場所：本町 4-7-21 さがみ農協藤沢支店２階 
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藤沢地域の縁側  
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庭での野菜作り 農地の野菜作り 

庭のガーデニングなど 

 

 

 

 

 

 

野菜畑が狭いため、空いている時がほとんどありません。 

4 月初めから順番に作っていきます。 

まずはミニトマト（ブロッコリーやタマネギ等が畑に残

っているのでプランターに植えます）。 

次に、夏野菜のトマト、キュウリ、ナスなどを植えます。 

その後に、大葉、モロヘイヤ、オクラなどを植えます。そ

れでほとんど地植えのところはなくなり、プランターに植

えることになります（シシトウ、ピーマン、ミニトマトは

プランターで育てます）。 

トマトやキュウリが終わるころにセロリの苗を植え、そ

の後に大根の種を蒔きます。そしてプランターにカリフラ

ワー、ブロッコリーや小松菜、ニンジン、大根葉等を蒔き

ます（その時々で変わります）。 

10 月から 11 月にかけてタマネギ、カリフラワー、ブロッ

コリーの苗を植えます。これらの種や苗を植えるために地

植えの場所はフル回転で、プランターが少しずつ増えてい

きます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 今年はスイカを植えました。（土地が狭いのでプランター

に植えて棚栽培にしました）。

スイカは上手くいったので

すが、メロンはダメでした。

（来年はメロンに再挑戦で

す）このようなやり方で、狭

い場所を有効に使って野菜

を作っています。なんといっ

ても新鮮野菜はおいしいで

す。 

犬の散歩で通る方と作物を話題におしゃべりをしたりし

て交流も生まれ、また夫婦の会話も増えました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市民農園と農家から直接借用した農地（それぞれ約 30 

坪）で野菜を栽培しています。畑を 3 分割にして、連作障

害を起こさない様に 1 年ごとに作物を換えて栽培します。

3 年で同じ場所になりますので、野菜の種類としては約 50 

種類です。 

毎年試行錯誤しながら栽培していますが、天候の変化、

病害虫の発生などで野菜の出来が違ってきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

マンションの専有庭でガーデニングを行っています。 

ガーデニングは、柿、レモン、オリーブ、キンカン等の果

樹やハーブ類、草花等を植えています。春にはフリージア、

ルピナス、クリスマスローズ、百合、バラ等次々に咲いて

心を慰めてくれ

ます。 

庭の柿の木に、

目白、雀、ヒヨ

ドリ、シジュウ

カラ、烏が来て

柿の実をついば

んでいます。 

また、この狭い専有庭で野菜のポット苗を作ったり、収

穫した野菜の乾燥など行なっています。 

 

野菜作りとガーデニング  

庭での野菜作りやガーデニング、市民農園など畑を借りての野菜作りと、自然に親しむ人が増えて

います。どんな楽しみがあるか 2 人の方のレポートを紹介します。 
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【藤沢市 井上 記】 

市民農園 

 

農地から借用した農地 
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【藤沢市 小松 記】 



 

【藤沢市内の主な年間イベント予定（2017 年 11月～2018 年 2月）】 

イベント名 開催予定日 開催場所 

江の島シーキャンドルライトアップ 11 月 25 日（土）～2月 18日（日） 江の島サムエル・コッキング苑 

除夜の鐘 12 月 31 日（日） 各社寺 

初詣 1 月 1 日（月）～ 各社寺 

藤沢七福神めぐり 1 月７日（日）～31日（水） 市内各所 

寒中神輿錬成大会 1 月 21日（日） 片瀬海岸東浜 

湘南藤沢市民マラソン 2018 1 月 28日（日） 江の島・湘南海岸 

節分祭 2 月 3 日（土） 各社寺 

バレンタインアイランド江の島 2 月上旬 江の島 

※開催場所・開催日は変更または中止となる場合があります。詳しくは藤沢市観光協会ホームページおよびチラシ等

をご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発行 藤沢市地域包括ケアシステム推進室 

   TEL：0466-25-1111（内線）3281 

   認定 NPO法人湘南ふじさわシニアネット 

   TEL：0466-52-5577 

遊行寺 藤澤山 無量光院 清浄光寺 

藤沢市西富 1 丁目 8 番 1号  

遊行四代呑海上人の開山以来、

遊行上人が住まわれるお寺として

遊行寺の名で親しまれています。

樹齢約 700年といわれる大イチョ

ウがそびえ、本堂の側には宗祖一

遍上人の像があります。境内の宝

物館には遊行寺が所有する多くの

文化財が展示されています。 

龍口寺 霊跡本山 寂光山 龍口寺 

藤沢市片瀬 3 丁目 13番 37号 

片瀬の龍口刑場跡に建つ日蓮宗

の本山です。日蓮の龍ノ口法難の

霊跡に建てられた寺で、本堂には

龍ノ口法難の際に日蓮が敷いてい

た敷皮が安置されています。 

9 月の「龍口法難会」は名物の「ご

難ぼたもち」（難除けぼたもち） 

が堂内にまかれ、人気です。 

常光寺 八王山 摂取院 常光寺 
藤沢市本町 4 丁目 5 番 21 号 

旧東海道から消防署の脇を入り、明治

五年に警察署の前身である「邏卒屯所（ら

そつとんじょ）」が置かれた地にあり、本

堂左脇に市指定文化財の「庚申供養塔」

が 2 基あります。広い寺林は、天然記念

物として市の指定を受け、高さ約 25ｍ、

推定樹齢300～400年にもなるカヤの巨

木は、県選定の「かながわの名木 100選」

にも挙げられています。 

妙善寺 長藤山 妙善寺 

藤沢市藤沢１丁目 5番 3 号 

文永 8 年日蓮聖人が佐渡島へ向かう途中、休息のため立ち寄られ

たお寺です。その折り、法印が教えを受け日聞と改名され、法華道

場として開山を約束されました。 

境内に鎮座する正宗稲荷大明神は、最澄 

が延暦 21年に刻んだものとされ比叡山 

延暦寺に安置されていましたが、4 代 

執権北条経時の時に鎌倉に移され、そ 

の後この地に移されたと伝わります。 

 年末 年始 藤沢のお寺を巡ってみましょう 

 

眞源寺 浄土宗 風早山 高松院 

藤沢市本町３丁目 17 番 19 号 

浄土宗のお寺で風早山真源寺といい、

空寂が常光寺の末寺として開山、本尊は

阿弥陀如来です。文政 3年にこの寺から

出火し本尊、過去帳をはじめ全て消失

し、その後、慶応元年にも火災に遭いま

した。傍に藤沢宿、京方見附跡があり、

藤沢宿の入口に当たります。 

いきいきシニア通信 
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