
●地区集会について
令和元年11月16日に，来るべき東京2020オリ

ンピック・パラリンピック競技大会に向けて，
(公財)東京オリンピック・パラリンピック競技大
会組織委員会に，大会に関する最新情報を提供し
ていただいたほか，オリンピックを楽しむ，夢を
語ろう，という趣旨のもと，参加者でグループト
ークを行いました(詳細は第37号)。
令和2年2月26日には，平成30，令和元年度を

総括する地区集会を行い，同時に片瀬地区新コミ
ュニティ施設（片瀬山市民の家再整備）検討会議
から提言書(案)の説明と報告がなされました(詳
細は第38号)。
皆様のご意見を集め，地域課題の掘り起こしを

するため，来年度もテーマを設定して地区集会を
開催いたします。

●地区集会のその後
＝＝＝第1回地区集会＝＝＝

本会では，平成29，30，令和元年度と，3年に
わたって地区集会で東京2020大会を取り扱いま
した。
大会を地元から盛り上げるために，最新情報の

提供や，元オリンピアンによる講演会，地区集会
参加者同士による意見交換等を行ってまいりまし
た。
本年はいよいよ東京2020大会が開催されます。

本会も引き続き，オリンピック・パラリンピック
関連ワーキングを中心として，地元から盛り上げ
ていく取り組みを進めてまいります。

＝＝＝第2回地区集会＝＝＝
本年度取り組んでまいりました各事業に次年度

も取り組むとともに，地区集会でいただいたご意
見をもとに，本会が取り組むべきと思われる地域
課題がありましたら，検討を進めてまいりたいと
思います。

●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。詳細は，本

紙2～4ページの各事業紹介をご覧ください。

令和元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)委員一同

皆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。今回は令和元年度の活動報告

と今後の展開についてご紹介いたします。

第1回地区集会の様子
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オリンピック・パラリンピック関連ワーキング
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しています！
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片瀬・江の島まちづくり協議会 まちづくり通信第39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
有効活用を推進します！

●しおさいセンターふれあいルームの夜間照明の試行点灯を8～12月に実施し

ました。その結果，比較的利用頻度の高い午後7時まで，照明を一部点灯する

ことを施設管理者に提案し，令和２年4月から実施することになりました。

●本部会から提出した意見書を受け，市では抽選会アンケートが実施されてお

り，今後も生涯学習総務課で抽選会の利便性向上に向けた検討が行われます。

8月に行われたセーリングW杯において，片瀬に住む小学生を対象とした

W杯の見学会を実施しました。

当日は，東京オリンピック・パラリンピック開催準備室の職員にも参加し

てもらい，セーリングの船種や，前回の東京五輪の聖火リレーで使用された

聖火台の見学，そして，競技に向かう選手の見送りなどを行い，参加者に対

してセーリングを肌で感じられる機会を提供することができました。

また，令和元年度第1回地区集会について東京2020大会をテーマとして開

催したことを受けて，地区集会で挙げられた意見を集約し，地域で大会を盛

り上げられるような取り組みを検討しました。

大会まで残された期間は短いものの，まちづくり協議会として実施できる

こと，または他に提言できることについてまとめながら検討を進めます。

（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

※まちづくり通信発行日から
大会開会式までの日数

片瀬地区ポータルサイト
https://chiiki-bosai.jp

/hp/kataseportal

©藤沢市

大会まであと115日 ，みんな
で盛り上げよう！

※

≪直前スケジュール≫
☆6月29日～7月1日
聖火リレーが神奈川県を
通過（藤沢市は29日）

☆7月24日～8月9日
オリンピックの開催期間

☆7月26日～8月5日
セーリング競技の開催期間
（1日から決勝レース）

また，同時開催されました，片瀬地区新コミュ
ニティ施設検討会議からの報告について，令和2
年3月末には，検討会議から藤沢市長に対して，
要望書が提出されました。
要望書の提出を受けて，藤沢市は今後，要望書

の内容を精査し，基本構想の検討に入ります。基
本構想の作成にあたっては，検討会議とも引き続
き協議，調整を続けていくとのことです。
本会としては，引き続き，検討会議並びに藤沢

市の動きに注視し，必要に応じて皆様への情報提
供を行ってまいりたいと思います。

●4月から新しい体制に
皆さまには2年間のご理解，ご支援にお礼申し

上げます。4月からは新しい委員によるまちづく
り協議会が始まります。片瀬・江の島の皆様には
引き続き，本会へのご協力をお願いいただけます
と幸いです。

第2回地区集会の様子



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ています

★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！

現役世代を対象に，定年後のセカンドライフをどのよう

に過ごすかについて，講義やグループワークを通じて考え

ていただき，これからの生きがい・やりがいを探して，地

域活動につなげられるようなセミナーを行いました。

講師：内山淳氏（一般社団法人中高年齢者雇用福祉協会認

定の中高年齢者対象セミナー主任講師）

『人生100年時代の生きがい講座』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。

相談室でご相談できます。

★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お話や健康体操な

ど楽しい企画が好評です。

★コミュニティーソーシャルワーカー

(CSW)相談

本年度7月から第2・第4水曜日に相談事業を

始めました。お困りごとを相談できます。

ボランティアセンター運営委員会

★地域の縁側

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♪

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。

整備に関しては一定程度完了

したため，江の島道を整備した

ことについての成果物を作成し

ていく方向での検討を進めます。

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

あいまつり等の各催事に

て唄の披露が行われまし

た。また，会長と意見交

換を行いました。

東京都大島町で地元の

子ども達とこまを通じた

交流会を開催しました。

ふれあいまつりや鴫立

庵（大磯町）においても

体験会や大会を開催しま

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

地域の力で，片瀬・江の島っ子の
健全育成を目指します！青少年健全育成部会

本事業は自学自習の意欲を育てる目的で，学

習教室事業を実施するものでしたが，前年度か

ら，独自性があり青少年が必要としている事業

についての検討を続けてきました。

その中で，青少年を対象とした事業の実施団

体等が活動内容や考えを共有することで，青少

年が必要としている事業のヒントを得られ，横

の連携構築により各団体等の活動自体も更に充

実するのではないか，という意見が出ました。

これらを踏まえ，片瀬地区初めての試みとし

て，青少年を対象とした事業の実施団体等が集

まり，「子ども関係団体による意見交換会」を

開催しました。

意見交換会を開催することで，青少年に必要

な事業を複数団体で考えるきっかけ作りや，こ

れからの活動において各団体等が連携していく

ことの意識統一などの成果がありました。

今後は，各団体等が情報共有及び意見交換を

する場の提供及び課題解決のサポート役を務め

ることを本部会の新たな事業とし，小学生ふれ

あい事業は今年度をもって終了といたします。

■ 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！

交流会の様子
ふれあいまつりの様子

○郷土魅力継承等課題

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。

郷土魅力の絞り込みに引き続き，その成
果を残していく手法を検討した結果，片瀬
の魅力を集約した，街歩きにも使えるリー
フレットを作成することとしました。次年
度も引き続き作業を進めます。

『子ども関係団体による意見交換会』

2019年（令和元年）12月3日（火）

（参加団体等）

片瀬地区子ども会連絡会・子どもの家運営委員会

片瀬地区青少年育成協力会

片瀬地区青少年支援フォーラム

片瀬公民館・青少年健全育成部会 計14名

片瀬しおさいセンター
ふれあいルームにある
書籍は本部会で管理し
ています。
どなたでも自由に利用
できます！

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♪

片瀬地区ボランティアセンター

住所：藤沢市片瀬3-16-10
香川ビル１階

お待ちしてます。


