
●Introduction
協議会では，13のまちづくり事業と2つの地域課題

を部会や課題別検討ワーキングの委員と協⼒員を中心
に進めてきました。

平成29年度の活動結果をご報告します！特
集

１年間の活動にご協力いただき誠にありがとうございました！
片瀬・江の島まちづくり協議会(片瀬地区郷土づくり推進会議)平成2９年度委員一同

みなさまの多⼤なるご理解とご⽀援をいただき，無事，片瀬・江の島まちづくり協議会（片瀬地区郷
土づくり推進会議）の事業を実施することができました。今回は29年度の活動報告と今後の展開につ
いてご紹介いたします。

■ 地 域 広 報 事 業 ■
★広報紙まちづくり通信の発⾏
協議会や地域団体などの活動を地域のみなさんに

知っていただくため，6回全⼾配付いたしました！
①第26号 5/10(第1回地区集会告知，新年度事業計画紹介)，②第
27号 7/25(第1回地区集会報告)，③第28号 10/10(地域団体紹介)，
④第29号 12/10(第2回地区集会報告)，⑤第30号 3/25（第3回地
区集会報告），⑥第31号 3/31(活動報告 ※本号)

★片瀬地区ポータルサイトの充実
ウェブサイトで地域情報を発信中！

地域広報部会

片瀬地区ポータルサイト
http://fujisawa-katase.ecom-plat.jp

本協議会や地域団体等の活動を
地域の皆さまに伝えます！

地域課題の検討状況について
○小学生の居場所課題 ○郷⼟魅⼒継承等課題

《⽚瀬⼭幼稚園の跡地利⽤について》
市⺠⾃治推進課から情報提供があり，当初予定して

いた事業開始時期が基本的に1年延期となります。
また，事業の延期に伴い，コミュニティ拠点施設検

討会議委員の募集や⽴ち上げについても同様に，現段
階では平成30年度からの事業となります。
なお，基本構想・基本設計・実施設計の策定につい

ても同様とし，建設工事も平成34年度以降とさせてい
ただきますとのことです。

《東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会
の準備状況やボランティア等の市⺠参加について》
1月14日「藤沢市ボランティアフォーラム」が開催

されました。また，1，2月には藤沢市ボランティア講
座を開催したほか，様々なスポーツ体験会を随時開催
しています。
そして，今年の4月からは「（仮称）市⺠応援団」

が発足し，様々な形で市⺠の皆様が大会に関われるよ
う市⺠参加型のオリンピック・パラリンピックの実現
を目的として設⽴される予定です。詳細は藤沢市の
「東京オリンピック・パラリンピック開催準備室」の
ホームページをご覧ください。

《みんなで考える！片瀬・江の島の地域課題》
2月24日に平成28・29年度の振り返りとして開催し

ました。

29年5月には⽚瀬⼭幼稚園の跡地利⽤について，説
明と質疑応答を⾏いました。10月には東京2020オリ
ンピック・パラリンピック競技大会の準備状況やボラ
ンティア等の市⺠参加について説明と質疑応答を⾏い

ました。そして2月には2年間を総括する地区集会を部
会⻑によるトークセッション形式で開催しました（詳
細は第30号）。来年度も地区集会を開催し，皆さまと
意⾒交換を⾏います。

第三十一号
発⾏⽇ 2018年(平成30年)3月31日
発 ⾏ 片瀬・江の島まちづくり協議会
発⾏⼈ ⻑⾕川 紀夫
事務所 ⽚瀬市⺠センター内
電話:0466-27-2711FAX:0466-25-8907
電子メール:fj-kata-c@city.fujisawa.lg.jp 
片瀬地区ポータルサイト
http://fujisawa-katase.ecom-plat.jp/

笑顔で
あいさつ
明るい片瀬

■ 公 民 館 活 用 事 業 ■

公民館活用部会
公⺠館事業の活性化及び

有効活用を推進しています！

★アンケート調査の活⽤検討及び抽選⽅法変更
に向けた検討
施設予約のための抽選会に焦点を当てたアンケー

ト調査結果を元にインターネット抽選の実施に向け
た検討を⾏いました。
また，茅ヶ崎市の公⺠館施設の視察を⾏い，イン

ターネット抽選導入時の経緯などを確認しました。
そのほか，市に対して抽選⽅法変更に向けた提案

を⾏い，打ち合わせを⾏いました。

［子どもの放課後の居場所について］
ニーズの再調査をするため，⽚瀬浪

合市⺠の家や⽚瀬しおさいセンターを
利⽤しての検証事業等について，検討
しました。また，子どもが集うという
点で共通点がある「小学生ふれあい事
業」と併せた形で研究を進めました。
［ボール遊びができる場の

あり方について］
ボール遊びができる場の情報を周知

するため，片瀬小学校にご協⼒いただ
き，第1・3・5土曜日（午前中）の校
庭開放について，「片瀬小だより」へ
の掲載及び看板の設置をしていただき
ました。

⽚瀬の歴史を含めた魅⼒の発掘・収集，そ
して継承という観点で，課題に対する検討を
進めました。
様々な意⾒が出た中で，五頭⻯ページェン

トの復活に焦点を当て，五頭⻯伝説をアピー
ルする目的でふれあいまつりに紹介ブースを
設置することとしました。
その過程で，過去の記録映像が⾒つかり，DVDに復元することがで

きました。また，地域の⽅々のご協⼒により当時の新聞記事や写真等を
お借りすることもできました。
ふれあいまつりでは，映像の上映及び解説，資料展⽰を委員により実

施し非常に好評でしたが，ページェントの復活に関しては難しいという
意⾒が出ました。
単なる課題検討に留まらず，一定の実践まで⾏うことができました。

●地区集会について

●地区集会のその後

（敬称略，順不同）

役職 氏　　名 選出母体等 氏　　名 選出母体等 氏　　名 選出母体等

会長 長谷川　紀夫 片瀬地区自治町内会連絡協議会 島田　喜信 片瀬公民館サークル連絡会 依藤　光雄 片瀬地区老人クラブ連合会

副会長 犬山　聡彦 公募 齋藤　信勝 片瀬市民スポーツの会 金子　皓 片瀬地区商店会

副会長 澁谷　晴子 片瀬地区社会福祉協議会 山岡　義彦 片瀬地区交通安全対策協議会 阿井　丈夫 公募

副会長 三觜　由見子 片瀬地区青少年育成協力会 吉見　美江 片瀬地区子ども会連絡会 石倉　保男 公募

副会長 田村　順子 片瀬公民館評議員会 田中　誠治 片瀬地区自主防災協議会 岡田　昇 公募

副会長 高木　誠四郎 片瀬地区防犯協会 村越　てる美 片瀬地区生活環境協議会 川嶋　名津子 公募

副会長 畠山　義昭 江の島振興連絡協議会 長坂　訓子 片瀬地区青少年支援フォーラム 中川　翼 公募

副会長 德江　紀子 公募 大舘　奈緒美 片瀬地区民生委員児童委員協議会 福島　規惠 公募

青少年健全育成部会

■ 青少年居場所事業 ■

■青少年ボランティア活動支援事業■■ 小 学 生 ふ れ あ い 事 業 ■

地域の⼒で，片瀬・江の島っ子の
健全育成を目指します！

8月18日，片瀬しおさいセンターにて小学生を対象
に「夏休み☆おもしろ塾」を午前と午後の二部構成で
開催しました。
午前の「おもしろ工作教室」では，工作用紙や割り

箸を使ってレーシングカーを作り，体育室で実際に走
らせました。グループごとに競争を⾏い，とても盛り
上がりました。
午後は「夏休み☆自習塾」として，夏休みの宿題な

どの学習⽀援を⾏いました。
地域の大学生や大人が学習支援したことで，子ども

たちの学習意欲を一層育むことができました。

8月5日，地域のイベント「⿓の⼝⽵灯籠」にボラ
ンティアとして参加する中学生の活動を支援しまし
た。
地域ボランティアの方々と一緒に，⽵灯籠の設置

やろうそく点火など⾏いました。社会貢献への意識
や地域との絆を深める機会となりました。

片瀬しおさいセンターにおいて，毎週⾦曜⽇，午後
5時から9時まで⻘少年サポーターによる⻘少年の⾒守
り・声かけなどを⾏いました。

■ 青 少 年 居 場 所 事 業 ■

2⽉に⾏われた地区集会の様⼦

http://fujisawa-katase.ecom-plat.jp
mailto:fj-kata-c@city.fujisawa.lg.jp
http://fujisawa-katase.ecom-plat.jp/


★花植え活動の支援

ふれあいのあるやさしいまちをめざし，買い物
や散歩の途中でちょっとひと休みやおしゃべりの
できるベンチを設置しています。
今年度は東り町東会から片瀬山5丁目自治会に通

じる，急坂，急階段の途中にある片瀬通り公園の
擁壁を利⽤してベンチを設置しました。

■まちかどミニベンチ設置事業■ ■緑と花いっぱい推進活動事業■

まちづくり推進部会
まちなかの安心・安全・景観を整え，
住みよい片瀬のまちをつくります！

★片瀬通り公園に設置

観光地にふさわしい景観を保つため，6月と11月
に花植え活動を⾏っている弁天橋花いっぱい愛好会
と⽚瀬地区⼦ども会連絡会へ肥料など物資の提供を
いたしました。

片瀬のあらゆる情報を集め，ボランティア活動をし
たい人や団体と，ボランティアを求めている団体を結
びつける活動を⾏っています。
毎週火･⾦曜⽇の午前10時〜午後3時に市⺠センター

の1階でご相談をお受けしています（正午〜1時はお昼
休みです）。

■人材・情報バンクセンター事業■

★地域情報発信中！
・ブログから地域情報を提供

・広報紙らぶらぶ片瀬を発⾏しました

★歓迎！コーディネーターに会いに来ませんか？

人材・情報バンクセンター運営委員会

★ボランティア講演会

地域情報の発信や，ボランティア活動のニーズに応え，
地域活動の活性化に取り組んでいます！

1998年に開催された「かながわ・ゆめ国体」でのボランティア・運営ス
タッフ経験者によるパネルディスカッションを開催し，会場のみなさんにも
参加していただきながら，「東京2020大会」に向けて，何かできることは
ないかな？こんなことならできそうだな！など，考えました。

『東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会』に向けて！
わたしにも！あなたにも！できることはきっとある!

毎週⽔曜⽇に⾼齢者相談を⾏いました。また，毎月
第2月曜日には成年後⾒相談を⾏いました。相談室があ
りますので，込み入ったこともご相談できます。

★高齢者ミニ講座
毎月第2水曜日の高齢者相談日に実施しました。看護

師や相談員等による季節に応じた役に⽴つお話や健康
体操など楽しい企画が好評です。

ボランティアセンター運営委員会

地域の⾚ちゃんからお年寄りまで誰もが気軽に⽴ち
寄れる居場所，ひだまり片瀬（片瀬地区ボランティア
センター）を毎週⽉〜⾦曜⽇午前10時〜午後3時に開
き，喜んでご参加いただけるイベントや相談事業を工
夫して運営しました。

★子育て支援 かたせ・にこにこ広場
第1を除く木曜日に開催しています。季節にちなん

だイベントを開催。親子で歌ったり，手遊びしたりと，
いつもたくさんの笑顔であふれています。臨床⼼理⼠
による⼦育て相談も⾏っています（相談室あり）。ぜ
ひ遊びに来てください♪

事業を支えるボラ
ンティアセンター
従事者を募集して
います。あなたも
参加してみません
か！

従事者交流会の
様子

みんなでつくろう
ひだまり片瀬！

■ボランティアセンター事業■ ■ ま ち か ど 相 談 事 業 ■

第3木曜日の午前中は，
ねんねの赤ちゃんとプ
レママの日♪

第3⾦曜⽇は
ふわふわ（編み物）
午後1時〜3時

旧江の島道沿いに多く残る，江⼾時代に江の島詣
での人たちのために建てられた史跡の周辺整備等を
⾏っています。29年度は，かつて整備した片瀬小学
校前の道祖神を囲う⽵垣が経年劣化したため，強化
プラスチック製の竹垣に付け替えしました。
整備に関しては30年度で⼀定程度が完了する予定

のため，今後は他団体と協⼒体制を築きながら，新
しい整備事業の方向性を検討して参ります。

片瀬・江の島の郷土文化継承活動を
応援しています！

■ 江 の 島 道 整 備 事 業 ■■ 民 俗 文 化 財 等 継 承 事 業 ■

郷土文化推進部会

★片瀬餅つき唄保存活動の支援

★片瀬こま保存活動の支援

諏訪神社例⼤祭，片瀬
少年少⼥探検隊にて，餅
つき唄の体験会及び披露
をしました。

3月4日，片瀬漁港
広場にて片瀬こま大
会を開催しました。
市内小学校にて，

随時体験会を開催し
ています。

第4水曜日は
シニア向け朗読の会
午前10時30分〜正午


