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善行地区郷土づくり推進会議
地域活動ネットワーク事業部会

「みんなで支え合い、みんなで育む地域づくり」
ちょいボラ
について ふじキュン♡が
善行地区郷土づくり推進会議議長

定永哲雄さんに聞きました。

どうして「善行ふれあいだより」を発行しているのですか？
地区のみなさんに、地域団体の活動をもっと知っていただき、できれば
その活動に参加していただきたいと願っているのです。
定永哲雄さん

ふじキュン

活動への参加ですか。
。。

地域のために何かボランティアをしたいと考えている方は少なくないと思います。でも、
なかなか第一歩が踏み出せない。そもそも、どこへ行けばいいかわからないこともある
のではないでしょうか。
また、活動団体にはどんなものがあって、どんな人がいて、どんなことをやっている
のかよく知らない方も多いんじゃないでしょうか。
名前は聞いたことがあっても、活動の中身まで知っているとはいえないですしね。
前号のふれあいだよりで紹介した地域７団体は、市の各部署や善行市民センターが
関わって活発に活動している団体です。まず、参加していただくことをお勧めします。
団体に所属して活動するのは勇気がいりますよね。
あまり時間を束縛されたくもないですし。。。
私たちは、都合の良い時間にだけちょっとボランティアする

ちょいボラ というのを

提唱しています。もちろん、団体としては、メンバーになって中心的に活動していただ
くことが理想です。しかし、イベントなどで、セッティングなど、その時だけ手伝って
いただくだけでもとても助かる場合もあるのです。
椅子や机を運んだり、貼紙を出したりするのですか。
それならお手伝いしやすいですね。
ちょっとお手伝いして、活動を知ってみる。
地域の方々とふれあってみる。それが第一
歩ではないかと思います。そこから輪が広
がるんです。 ちょいボラ で「ふれあう」。
そこから「みんなで支え合い、みんなで
育む地域づくり」が始まる、というわけです。
そのきっかけづくりが「善行ふれあ
いだより」の発行なのですね。
よく分かりました♪
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地域活動団体のプロフィール
善行地区自治会連合会
「明るく、住みよい、安全な善行のまちづくり」のもと、
地区内 3７自治会・町内会の相互の連携を進め、
地域住民の福利増進と地域社会の向上を図るとともに、
地区内自治会・町内会の円満な発展と市政の進展に寄
与することを目的に活動しています。
＜主な活動＞

●市政情報の速やかな伝達と、住民意向の市政への反映
●地区自治会・町内会の相互連絡と協調の推進
●地区総合防災訓練の実施
●共同募金活動への協力
＜組織の構成＞
地区 37 の自治会・町内会の代表

自治連会長 年頭あいさつ
今年は「酉年」。「とり」は「取り込む」として商売につなが
ると言われております。自治会連合会としても皆様のお
力添えをいただきながら善行地区を盛り上げていくため
に次の３つを主に活動していきたいと思います。
１． 自治会・町内会への未加入世帯を少しでも取込み
加入世帯を増やす。
２． 防災活動の活性化を進める。
（防災訓練に参加未経験者を取り込む）
３． 自治会・町内会長が一年交代だと、地域事情が
分からず、自治会・町内会の意向を汲むことが
困難なため、この解消に取り組む。
以上、自治会・町内会会員の皆様のご理解とご協力をお
願いいたします。

役員：会長・副会長ほか 計１２人
＜関連部署＞
市民自治部 市民自治推進課
防災安全部 危機管理課

善行地区交通安全対策協議会
善行地区から交通事故をなくすため、広く交通安全
活動を推進しています。

善行地区生活環境協議会
＜主な活動＞

●交通安全街頭指導
・交通安全日（毎月１日と１５日（原則））
・春期／秋期（４月と９月に三日間ずつ）
●交通安全運動街頭キャンペーン
（善行駅前などでグッズ配布・呼びかけ）
・春の全国交通安全運動（４月）
・夏の交通事故防止運動（７月）
・秋の全国交通安全運動（９月）
・年末の交通事故防止運動（１２月)
●高齢者の交通安全に係る意識啓発
・高齢者交通安全教室（６月）
＜組織の構成＞
自治会・町内会の交通部長/ 小中学校校外委員・こども会

「明るく、住みよい、きれいなまち・善行」をつ
くるため、地区内住民の生活環境の改善に必要な
実践活動と、公衆衛生思想を普及するための自主
事業を行っています。
＜主な活動＞

●市内ごみゼロクリーンキャンペーン（５月）
●環境に関する講演会・映画会（７月）
●市内一日清掃デー（１１月）
●啓発チラシ作成・配布（２月）
●美化推進街頭キャンペーン
＜組織の構成＞
自治会・町内会の環境衛生部長
役員：会長・副会長ほか 計 10 人

/ 藤沢北交通安全協会善行支部の代議員
役員：会長・副会長ほか 計４人

＜関連部署＞
環境部 環境総務課

＜関連部署＞
防災安全部 防犯交通安全課
藤沢北警察署

環境事業センター・南部収集事務所
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善行地区防犯協会

善行地区民生委員児童委員協議会

善行地区内の防犯パトロール活動を中心に、防犯思
想の普及や街頭キャンペーン等の自主活動を実践す
ることにより、
「犯罪のない明るいまち・善行」の実
現を目指しています。

高齢者、障がい者、子育て中の家庭、生活困窮家
庭など福祉的な支援が必要な方々のお困りごと
を共に考え、適切な窓口におつなぎしています。

＜主な活動＞

●地区パトロール
・昼間パトロール（毎月第３水曜日）
・夜間パトロール（毎月第１火曜日）
・青パトのパトロール（毎週月・金と年金支給日）
・自治会・町内会パトロール
●全国地域安全運動
・秋の地域安全運動（市内一斉パトロール）
・年末年始地域安全運動（街頭キャンペーン）
＜組織の構成＞
自治会・町内会の防犯部長

※民生委員児童委員は地区ごとに市から推薦され、
厚生労働大臣が委嘱します。任期は３年となって
おります。民生委員の身分は、非常勤特別職地方
公務員に該当します。
＜主な活動＞

上記の日常業務に加え、社会福祉協議会や青少年
育成協力会等、他の地域団体とも協力して様々な
活動を行っています。
＜組織の構成＞
民生委員児童委員 38 人
/ 主任児童委員 3 人

藤沢北防犯連絡協議会 防犯指導員・女性安全委員・少年補導員

＜関連部署＞

地区パトロール隊員

福祉健康部 福祉健康総務課・生活援護課

役員:会長・副会長ほか

計 10 人

神奈川県中央児童相談所

＜関連部署＞
防災安全部 防犯交通安全課
藤沢北警察署

善行地区青少年育成協力会
善行地区社会福祉協議会
住みよい文化的な環境と、また、健常者と障がいのあ
る方とが、心豊かな交流ができる「バリアフリーの明
るい、心豊かな地域社会」の創造を目指し、実践活動
を行っています。
＜主な活動＞

●ふれあい子育てひろば（毎月第２木曜日）
●楽しく食べよう会（年３回）※独居高齢者を招待
●ふれあい地引き網大会（６月）、ふれあいいもほり
大会（１０月）※障がい者施設の子どもたちを招待
●敬老会の開催 藤沢市と共催（９月）
●ふれあいしめ飾りづくり（年末）
●福祉講演会（年２回）
●福祉バザー（１０月）
●『福祉だより』の発行（年２回）
＜組織の構成＞
自治会・町内会の代表 / 地区内社会福祉施設の代表及び社会
福祉に関心をもつ地区内団体の代表 / 社会福祉に関心を持ちこ
の会の趣旨に賛同する地区内居住者
理事等:会長・副会長ほか

計 30 人

青少年の健全な育成を図り、家庭・学校・地域
社会の連携の輪の中で青少年を育てていくため
の各種事業を開催するなど実践活動を行ってい
ます。
＜主な活動＞
●真夏の子どもフェスティバル（８月）
●親子収穫体験（年１回）
●スポーツ鬼ごっこ（年１回）
●あいさつ運動
●夏期パトロール（７月）
※その他、公民館まつり、おばぁの市場や善行
中学校の文化祭などにも協力参加しています。
＜組織の構成＞
青少年指導員 / 小中学校の校長・教頭・担当教諭 /
高校の校長または担当教諭 / 小中学校の PTA 会長ま
たは役員 / 社会福祉協議会役員 / 民生委員児童委
員協議会の担当者/ 保護司 / 少年補導員 / 子ども
会・市子連の役員 / ボーイスカウト・ガールスカウト団の
代表者 / 自治会連合会役員 / 社会体育振興協議会
の役員 / その他 会長が推薦する者
役員等:会長・副会長ほか 計 19 人

＜関連部署＞
福祉健康部 福祉健康総務課

＜関連部署＞

藤沢市社会福祉協議会

子ども青少年部 青少年課
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ちょいボラ

お願いしま〜す

● ふれあい子育てひろば
家には置きづらい大きな遊具なども使って、乳幼児と
一緒に遊びながら見守る事業です。
子どもたちを心配せずに同じ立場の
お母さん方が交流できることでも
喜ばれています。
日時：毎月第２木曜の１０時〜１２時（原則）
場所：善行市民センター体育館
（※スポット的なお手伝いも大歓迎です）

● あそび塾

〜つくって遊ぶ 親子で遊ぶ〜

小学校児童を対象に、科学のおもしろさを発見させる
とともに、楽しく地域交流を図る

生活環境協議会の活動に参加して
廣海真澄さん
施設⾒学を通し、私たちが出したごみが各
種類ごとにしっかり処理され、⽣まれ変わり
生かされる仕組みを知り感心しました。ごみ
は⼤切な資源と気づかされました。
ごみの処理は環境に⼤きくつながります。
ごみの減量や分別などの意識と⾏動が、
その先へ生か
されていくこ
とを強く学び、
処理に関わる
方々に感謝で
す。

事業です。子どもたちが、指導者
の指示にしたがって、ものづくり
を楽しんでいる姿を見守ってあげ
てください。
日時：毎月第１土曜の９時３０分〜正午
（※ 学校行事などで開催のない月もあり）
場所：大越小学校ランチルームなど

● おはようボランティア
朝、通学路で小学校児童を見守る事業です。
「おはよう」のひと声が、子ども
たちの元気につながるばかりか、
子どもたちから元気がもらえます。

社会福祉協議会の活動に参加して
宮川五郎さん
元気なうちに地元の人たちとも接点を持
ちたいと考え、⼀昨年から善⾏地区社会福祉
協議会のボランティア活動に参加していま
す。
これまでに「楽しく食べよう会」（独居高齢
者をお招きする⾷事会）や、公⺠館まつり等
を経験しましたが、活動している皆さん方も
積極的で、元気な姿に接したり、幅広い意⾒
を伺ったりし
て⼤変刺激を
受けています。

登録された方には腕章を貸与いた
します。
日時：学校で授業のある日の登校時
場所：善行小学校、大越小学校の通学路

◇上記の問合せはいずれも善行市民センター・地域担当へ

ちょいボラを
次号（５月１０日発行予定）では、
各団体の年間活動計画カレンダーを
掲載いたします。

善行地区郷土づくり推進会議

とは

藤沢市長から委嘱された委員（善行地区在住の公募委員
および地域活動団体推薦委員）で構成される会議体です。
善行の特性を活かした「みんなが元気で、誰にもやさしい
坂のまち」を推進するために議論し、行動しています。
（議長：定永哲雄）

お考えのあなたへ！
先ずは御相談を！

（事務局）
善行市民センター（地域担当）
〒251-0871 藤沢市善行 1−2−3
TEL 0466-81-4431（直通）
FAX 0466-81-4441

