
●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，

各部会ごとに事業の実施や協議検討を進めております。また，

例年地区集会を開催し，年間の取り組み紹介を行うほか，地

区の課題・事業等について意見交換などを行っております。

今年度は，地区集会の開催を見送りとしましたが，所属委

員の全体会の実施や，各部会ごとの活動を実施いたしました。

●令和2年度のまちづくり協議会の主な活動内容

・第1回全体会（2020年7月16日）

本市の新型コロナウイルス感染症の状況と対応について

令和2年度まちづくり協議会活動計画について

・第2回全体会（2020年8月20日）

各委員の所属部会について

・第3回全体会（2020年9月17日）

県と市からの情報提供について

・第4回全体会（2020年11月19日）

市からの情報提供について

協議会の活動について

・第5回全体会（2020年12月17日）

協議会の活動について

・第6回全体会（2021年3月23日）

令和2年度活動報告について

令和3年度活動計画について

・令和2年度郷土づくり推進会議 地区交流会（11月17日）

講演会参加

「県の新型コロナ対応や新型コロナの現状と今後について」

コロナ禍での地域の状況や課題・活動報告

※Web会議形式での開催

・その他

役員会（随時），各部会の活動

※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２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

今年度におきましては，「新型コロナウイルス感染症」による国の緊急事態宣言等の影響に

より，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）の事業や会議などが開

催できない時期もありましたが，皆さまからのご理解とご支援をいただき，無事，年度をとお

して実施することができた事業等もございました。改めまして御礼申し上げます。

今回は令和２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。
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※

片瀬地区ポータルサイトでは，片瀬市民センター・公民
館，その他地区の活動内容をご覧いただくことができます。
是非，ポータルサイトをご覧いただき，「お気に入り」

にご登録をお願いいたします。

片瀬地区ポータルサイトURL

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

●地区の情報がご覧いただけます！

江の島弁天橋にある花壇の
花植え・整備を行っています！弁天橋花いっぱい愛好会

郷土文化推進部会の活動の様子

●4月から現体制2年目に

皆様には1年間のご理解，ご支援
に御礼申し上げます。4月からは現
体制2年目として，改めてまちづく
り協議会が始まります。
「新型コロナウイルス感染症」の

収束を願いながら，協議検討，事業
の実施に取り組んでまいります。片
瀬・江の島地区の皆様には引き続き，
本会へのご協力をいただきますよう
お願いいたします。

オリンピック・パラリン
ピックの開催に向けて，
みんなで盛り上げよう！

★花の植え替え・整備活動
全国でも有数な観光地・江の島の玄関口であ

る江の島弁天橋の植栽帯を景観・防犯上，好ま
しい環境に保つために，春と秋の年2回の花植
えのほか，耕作作業や雑草取り，水やりなどの
維持管理活動を実施しております。
春にはマリーゴールド・ポーチュラカ，秋に

はノースポール・ビオラなどを植えており，活
動については，弁天橋花いっぱい愛好会会員を
はじめ，片瀬地区子ども会連絡会，藤沢・江の
島ガイドクラブの協力により行っております。
・年2回（春・秋）の花植え
・耕作（花植えの前に各2回ほど実施）
・草取り（年５～６回）
・水やり（随時実施）

★会員募集中
弁天橋花いっぱい愛好会では，活動に協力い

ただける会員を募集しております。
興味のある方は，事務局の片瀬市民センター

までご連絡いただくか，ぜひ活動の様子を見に
気軽にお越しください。

■ 花 植 え 活 動 ■

令和2年度は，春の花植え活動を見送りと
しましたが，秋の花植え活動では，ノース
ポールとビオラを約700株植えました。令和
3年度も，東京2020オリンピック・パラリ
ピック競技大会の会場として，少しでも華や
かな景観になるよう，引き続き活動を行って
いきます。
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（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 飯森　美智代 片瀬地区交通安全対策協議会 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 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 桐生　留美子 公募

副会長 澁谷　宏美 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 高野　由美子 公募

甘粕　勇二 片瀬地区防犯協会 永由　勝 公募

依藤　光雄 片瀬地区老人クラブ連合会 福島　規惠 公募

阪井　久江 片瀬-市民スポーツの会

2020年度（令和2年度）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）役員・委員名簿



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！

龍口寺，カトリック片瀬教会所蔵の美術品を学び

ながらクリーンウォーキングをするというセミナー

の開催を4月9日，16日に予定しております。

講師：松木謙一氏（駒沢大学講師・JJBC登録会員）

協力：藤沢MyWinds（JJBC登録団体）

『龍とドラゴンを旅する』開催！

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

今年度は龍口明神社

あそびの広場,市役所本

庁舎（第19回湘南ふじ

さわファミリーフェス

タ内）で片瀬こまの体

験会を実施しました。

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

■令和２年子ども関係団体による意見交換会■

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

ぜひお気軽にご相談
にお越しください！

コーディネーター
一同

本部会は今年度，青少年を対象とした事業実

施団体が，コロナ禍の中どのような対策を行っ

て事業を実施しているかを情報共有・意見交換

をする意見交換会を開催する予定でしたが，や

むを得ず延期となってしまいました。

しかし，意見交換会に向け実施した事前アン

ケートの回答から，各団体が困難な状況の中で

試行錯誤しながら新しい生活様式に対応した新

たな事業を実施していることがわかりました。

例）

・三密を避けるために定員を少なくする, 定員

を減らし事業回数を増やす，親子事業にする

などの工夫をしつつ事業を実施。

・「手洗い・うがい・マスク」の重要性をテー

マにした図書コーナーを設置。ブラックライ

トを使用した手洗い啓発活動。

・「おうちでできる工作・料理」などをまとめ

た冊子を作製し配布。

実施できなかった事業，中止になった事業は

多いですが，子ども関係団体は少しでも子ども

たちの笑顔のために「できること」を模索して

います。部会としては次年度も引き続き全力で

応援するべく，子ども関係団体の意見交換会の

機会を提供していきたいと考えています。

２ ３

片瀬のぞみ幼稚園と富士見保
育園の児童の皆さんにアマビ
エのぬり絵を描いてもらいまし
た（片瀬公民館事業）。

片瀬しおさいセンターに見に来
てね！！

限られた行動の中で子
どもたちが元気になるよ
うに子ども会はモザイク
アートを作成中です。

完成したらしおさいセン
ターに掲示します。こう
ご期待を！！

★高齢者・障がい者相談

毎週水曜日に片瀬いきいきサポートセンター

・鵠生園職員による高齢者相談を行いました。

★コミュニティーソーシャルワーカー

(CSW)相談

第2・第4水曜日にCSWによる生活や地域の様

々な困りごとの相談を行いました。

★高齢者ミニ講座

例年は毎月第2水曜日の高齢者相談日に実施

をしていましたが，今年度は片瀬山駐在所の佐

武隆一さんによる「最新の特殊詐欺について」

など２回の開催となりました。

ボランティアセンター運営委員会

★地域の縁側

毎週月～金曜日に開催していましたひだまり片

瀬ですが，今年度は緊急事態宣言発出中を除く毎

週水曜日午前10時～午後3時に開所しました。

★子育て支援 かたせ・にこにこ広場

感染症対策を講じながら，第1を除く木曜日に，

予約制で開所しています。新しい形で応援メッセ

やクリスマス会も開催しました。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）。

利用者からは，親子で通える場，相談できる場

があって心強いという声が上がっています。

息抜きの場として，お友達作りの場として，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）

※現在は中止

第4水曜日は
シニア向け朗読の会

※現在は中止

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！

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

お待ちしています。

市無形民俗文化財に指

定されている「片瀬餅つ

き唄」の保存活動を支援

しています。片瀬餅つき

唄保存会により，諏訪神

社例大祭等の催事にて唄

を披露しています。

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。

整備に関しては昨年度に一定

程度完了したため，整備箇所に

ついて維持管理をしています。

郷土魅力や特色を次世代へ継承し，地域活

性に繋げることを課題として位置付け，検討

しています。その手法として，片瀬の魅力を

集約したまち歩きマップ（リーフレット）を

江の島道の周知という観点を踏まえて作成す

ることとし,掲載内容の協議や江の島・藤沢

ガイドクラブの帯同による現地確認を行いま

した。令和3年度の発行を予定しています。


