
●Introduction 

 協議会では，地域課題に対して部会やワーキン

グを組織し，協議検討を進めてきました。 

平成30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３０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30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。 

 31年度は東京2020大会の前年ということもあ
り，ワールドカップのほか，IOCが主催するプレ
大会等が8月いっぱいをかけて開催されます。 
 また，ボランティアに関しては4月10日から都
市ボランティアの2次募集が始まるほか，独自の
ボランティアについても取り組みが実施されてい

きます。 
 これらの詳細につきましては「広報ふじさわ」，
「藤沢ビッグウェーブ」等で随時情報発信されま
す。 
 まち協でもワーキングを中心に，片瀬・江の島
を盛り上げる方法を引き続き検討いたします。 

 30年2月に，今年度の取り組み紹介を行ったほ
か，来るべき東京2020大会に向けて，市の担当
課である，東京オリンピック・パラリンピック開
催準備室の職員に，大会やそのボランティアに関
する最新情報を提供していただいたほか，セーリ

ング元代表の牧野幸雄さんをお招きし，セーリン
グの面白さやオリンピックの魅力についてお話し
いただきました（詳細は第34号）。 
 来年度も地区集会を開催いたします。 

●地区集会について 

●地区集会のその後 

地区集会の様子 
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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 
［子どもの放課後の居場所について］ 

 「片瀬地区に新たな小学生の放課後の居場所を
作りたい」との地域の声を取り上げ，27年から居
場所のあり方や具体的姿などを検討してまいりま
した。 

基本的には公共施設の活用を前提として検討しま
した。 

・居場所を希望している地区に適当な広さの公共   

 施設がない。 

・居場所で見守る人材を確保することが難しい，
等の課題があり，持続可能な「運営型施設」を新
たに作ることは難しいため，この議題をいったん
休止することとしました。 

 片瀬地区に数多くある郷土の魅力をどのように
継承していくか，という課題について検討するも
のです。 

 27年度に行われた地区集会から，28，29年度
に行われたワーキングを経て，現在は郷土文化推
進部会でこの課題に取り組んでいます。 

 部会では，まず地区集会やワーキング等で挙げ
られた多様な郷土魅力を効率よく把握するため，
いくつかのキーワードに分類しました。そして，
キーワードごとに郷土魅力を振り分け，今年度は
さらに郷土魅力の絞り込みを行いました。 

 次年度も引き続き検討を進めます。 

★東京2020大会のために片瀬・江の島地区を

盛り上げる方法を検討 
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片瀬地区ポータルサイト 
https://chiiki-bosai.jp/hp/kataseportal 

片瀬・江の島まちづくり協議会 まちづくり通信第35号 

■ 公 民 館 活 用 事 業 ■ 

公民館活用部会 
公民館事業の活性化及び 

有効活用を推進しています！

 公民館活用部会が，片瀬地区で実施したアンケ

ート調査(28年度実施)に基づき，平成30年3月に

藤沢市生涯学習総務課に対して意見書を提出しま

した。 

 結果，生涯学習総務課で平成31年5月に向けて，

公民館利用のための，抽選会に対するアンケート

調査を実施することになりました。 

【重要】片瀬地区ポータルサイトが移転します！！ 
 

まち協で取り上げたテーマその後 

○片瀬山幼稚園の跡地利用 

今年度実施，企画，提案し

た事項 

•セーリングW杯会場視察 

•元オリンピアンによる講

演の企画（地区集会） 

•各市民センター・公民館

へのカウントダウンボー

ド設置提案 

新コミュニティ施設再整備にあたり，検討会議立ち上げ 

 片瀬地区全体に関わる課題ととらえ，29年5月の地区集会で取り上

げたところ，市民の家の建て替えにとどまらず，複合的な施設整備に

関する要望が多く寄せられたこともあり，30年11月から市民で構成さ

れる検討会議が立ち上げられ，検討を行っています。 

［ボール遊びができる場のあり方について］ 

 片瀬小学校校庭開放日をお知らせし，地域の皆
さんに周知いたしました。 

 31年3月末に，現在のポータルサイトは閉鎖となり，ご
覧いただくことができなくなります。4月1日から新しいサ
イトに移転いたします。3月1日から新しいサイトを仮稼働
しておりますので，ぜひ新しいポータルサイトをご覧いた
だき，「お気に入り」ご登録をお願いいたします。 

新ポータルサイトURL 

https://chiiki-bosai.jp/hp/kataseportal 

 

現在の片瀬山幼稚園の跡地 

（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  畠山 義昭  片瀬地区自治町内会連絡協議会  森田 博夫  片瀬地区交通安全対策協議会  岩田 剛  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  吉見 美江  片瀬地区子ども会連絡会  秋岡 伸一  江の島振興連絡協議会 

副会長  三觜 由見子  片瀬地区青少年育成協力会  村越 てる美  片瀬地区生活環境協議会  中川 翼  公募 

副会長  川嶋 名津子  公募  德江 紀子  片瀬地区青少年支援フォーラム  笹岡 正之  公募 

副会長  甘粕 寿一  片瀬地区自主防災協議会  大舘 奈緒美  片瀬地区民生委員児童委員協議会  澁谷 宏美  公募 

副会長  浜野 康一  片瀬-市民スポーツの会  高木 誠四郎  片瀬地区防犯協会  高野 由美子  公募 

 依藤 光雄  片瀬地区老人クラブ連合会  永由 勝  公募 



 片瀬の地域活動情報を集め，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時に市民セン

ターの1階でご相談をお受けしています（正午～午

後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 

 https://chiiki-bosai.jp/ 

       group.php?gid=10272 

・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！ 

 地域活動やサークル活動を運営する方々やそこに参加す

る方々の個人情報の取り扱いについて，個人情報保護法に

対して，どうしなければいけないのか？違反したらどうな

るのか？などを会田和弘さん（認定NPO法人イーパーツ常

任理事・事務局長ほか）に解説いただくことで，個人情報

保護に対する意識啓発を行いました。 

『個人情報保護講座』開催！ 

 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♪ 

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，江戸時代に

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。 

 30年度は，かつて整備した旧片瀬郵便局

前の杉山検校道標の背後にある竹垣が経年

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

したため，旧江の島道の有効活用のため，

今後は他団体と協力体制を築きながら，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 

 諏訪神社例大祭やふ

れあいまつりにて唄を

披露し，公民館事業の

片瀬少年少女探検隊に

て体験会を実施しまし

た。 

 3月2日，片瀬

漁港広場にて片

瀬こま大会を開

催しました。 

 また，大島町

の協力を得て，

伊豆大島に片瀬

こま工房を開設

しました。 

第4水曜日は 
シニア向け朗読の会 
午前10時30分～正午 

青少年健全育成部会 地域の力で，片瀬・江の島っ子の 
健全育成を目指します！ 

 片瀬しおさいセンターふれあいルームにおいて，毎週火曜日か金曜

日，午後5時から9時まで青少年サポーターによる青少年の見守り・

声かけなどを行いました。 

 23年から活動を行ってまいりましたが，ふれあいルームの中高生

利用が少なくなったこと，夜間利用している中高生も自習等勉強を行

っている子がほとんどでサポーターの声掛けがあまり必要なくなった

こと，夜間警備員が常時２人体制となり公民館の夜間の安全が確保さ

れたことに伴い, 定期的に青少年サポーターが常駐する青少年居場所

事業は31年3月31日をもって終了することになりました。今までたく

さんのご支援，誠にありがとうございました。 

 居場所事業は終了いたしますが，青少年健全育成部会は，今後も引

き続き青少年が地域社会と繋がる居場所づくりを検討してまいります。 

■ 青 少 年 居 場 所 事 業 ■ 

片瀬しおさいセンター
ふれあいルームにある
書籍は引き続きご利用
いただけます。 

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♪ 

  

 小学生ふれあい事業に関しては今までの活動検証を

行ってきました。子どもたちが本当に必要としている

独自性をもつ事業を各関係団体の意見をききながら，

引き続き検討してまいります。 

■ 小 学 生 ふ れ あ い 事 業 ■ 

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！ 

白熱の 
大会 

工房での 
作業風景 


