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第３号
2017 年 5 月 25 日

地域活動団体の年間スケジュール発表
～各地域活動団体の活動計画をお知らせします～
善行市民センターを拠点に活動を進めている地域活動団体の平成２９年度の活動計画が発表されましたので
次ページ以降に一覧表を掲載いたします。少しでも地域の方々との絆を深め、何かしら地域に貢献することを
お考えのみなさま、どうぞ地域活動団体の日ごろの活動にご理解をいただくとともに、
「ちょいボラ」と呼
んでいるほんの少しのお手伝いに、勇気を出してご参加ください。その一歩が、新しい善行の魅力づくりに、
さらに自分自身の魅力づくりにつながることはまちがいありません。

「ボランティア」参加促進のための
仕組みづくりにむけて
～活動中の団体のみなさんとの打合せ会議～
４月７日に、善行市民センターにおいて、各活動団体の代表者と善行地区
郷土づくり推進会議・ネットワーク事業部会のメンバーが集まって、今後の
地域活動への地域住民の参加促進についての話し合いをしました。

ご近所での身近なボランティア
定永議長の話
藤沢市では、市民センターを核と
して、「市民自治」、 「市民による
支えあい」 を進めようとしていますが、高齢になる
と市民センターまで出かけるだけでも大仕事なの
で、もっと小さな単位、自治会・町内会単位でのキ
メ細かな助け合いの仕組み、すなわち「住民自治」
も必要だと思うのです。
それには、地域活動団体がもっと自治会・町内会
レベルにまで立ち入って、住民どうしの絆が深まる
ような活動をすることが理想なのですが、人材の確
保の面からも、なかなか一足飛びにはいきません。
そこで、もっと小さな範囲で住民のみなさんがご
近所の方を助け合うような身近なボランティアを、
それぞれの地域活動団体が連携し、情報提供しな
がら広範囲に支える、といった仕組みを考えなけれ
ばいけないと思っています。

冒頭、定永議長が、「ご近所での身近なボランティア」の
必要性について（左記カコミ記事参照） 話され、この考え
方に各地域活動団体の方々から賛同を得ました。
また、「ちょいボラ」によって、少しでも地域活動に
興味をもっていただくことは、地域をあげての支えあい
活動にとっても良いきっかけになると意見が一致し、今
後はみんなで「ちょいボラ」をよびかけていくことにな
りました。 そして将来、参加の申し込みが増えた場合
に必要になるであろう「人財バンクセンター」のような組織
も、そのあり方を検討することになりました。
今後も引き続いて話し合いの機会を持ち、
「地区のみん

なで支えあうまちづくり」の推進に向けた地域活動団体の連
携（ネットワーク）を含めた「地域ぐるみボランティア」推進
の具体的な方法を検討していくことにしています。
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各団体の活動計画（平成２９年度上半期）
赤字：「ちょいボラ」を募集している行事

黒字：団体会員の活動

5月
全体事業

６月

28. ゴミゼロクリーン
ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ（全市）

6. 高齢者交通安全
教室（交対協）

青字：一般参加をよびかけている行事

７月

８月

21. 環境映画会
（生環境）

９月

26. 藤沢市総合防 14.15.敬老会
災訓練（全市）
（社協）
26. 真夏の子ども
フェスティバル
（青少協）

自治連
（自治会
連合会）

25.自治会長・町内
会長勉強会

交対協
（交通安全
対策協議会）

1.15．交通安全日早
朝街頭指導
22. 自転車ﾏﾅｰｱｯﾌﾟ
運動
24. 自転車街頭点検

生環協
（生活環境
協議会）

28. ゴミゼロクリーン
ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ(参加)

防犯協会

17. 昼間ﾊﾟﾄﾛｰﾙ

3. 防災ﾘｰﾀﾞｰ講習会
14. 自治連・交通・
防犯合同視察研修
会
1.15．交通安全日早
朝街頭指導
6. 高齢者交通安全
教室
14. 自治連・交通・
防犯合同視察研
修会

・講演会（日程調整中） ・防災連絡会議

9. 市内環境施設
視察研修会

21. 環境映画会

(自治会の環境衛生
部長)

藤沢市と（公財）かなが
わ海岸美化財団の事業

6. 夜間ﾊﾟﾄﾛｰﾙ
14. 自治連・交通・
・青色回転灯装備車 防犯合同視察研修
によるﾊﾟﾄﾛｰﾙ（毎週 会
月・金）
21. 昼間ﾊﾟﾄﾛｰﾙ
・通学路点検
・青色回転灯装備車
によるﾊﾟﾄﾛｰﾙ（毎週

（日程調整中）

3.18．交通安全日
早朝街頭指導
11. 夏 の 全 国 交 通
事故防止運動推進
会議・ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ

1.15. 交通安全日
早朝街頭指導
5. 自転車ﾏﾅｰｱｯﾌﾟ
運動
21. 秋 の 全 国 交 通
安全運動推進会
議・ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ
21.22.25. 秋 の 全
国交通安全運動早
朝街頭指導
27. 美化推進会議
ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ

(主催)
※）環境啓発事業とし
て公民館と共催

4.25. 夜間ﾊﾟﾄﾛｰﾙ
19. 昼間ﾊﾟﾄﾛｰﾙ
・青色回転灯装備
車によるﾊﾟﾄﾛｰﾙ（毎
週月・金）

1.29. 夜間ﾊﾟﾄﾛｰﾙ
16.認知 症ｻﾎﾟｰﾀｰ
養成講座
・青色回転灯装備
車によるﾊﾟﾄﾛｰﾙ（毎

5.夜間ﾊﾟﾄﾛｰﾙ
20.昼間ﾊﾟﾄﾛｰﾙ
・青色回転灯装備
車によるﾊﾟﾄﾛｰﾙ（毎
週月・金）

週月・金）

月・金）

社協
（社会福祉
協議会）
民児協
（民生委員児童
委員協議会）

11. ふれあい
子育てひろば

※

・視察研修（会員）

15. ふれあい
子育てひろば
10.福祉だよりの発行
※2
16. 楽しく食べよう会
24. ふれあい
※3
地引き網大会
・会員全体研修

13. ふれあい
子育てひろば

15.ふれあい
子育てひろば

08.親子収穫体験
13.ふれあい
子育てひろば
21.全体会、夏期ﾊﾟﾄﾛｰﾙ
9. ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大会

青少協
（青少年育成
協力会）

11.ふれあい
子育てひろば

社体協
（社会体育
振興協議会）

21. ﾊﾞﾄﾐﾝﾄﾝ大会

善行大越スポー
ツクラブ

・金曜ｽﾎﾟｰﾂﾗﾝﾄﾞ

・月曜ｸﾞﾙｰﾌﾟｼﾞﾑ

（小学生無料体験 2 回）

（小学生無料体験 1 回）

その他

※)社協に協力(以下同じ)

（善行小）

10. ﾄﾞｯﾁﾎﾞｰﾙ大会
（善行小）

3. あそび塾

10. ふれあい
子育てひろば

14.15. 地区敬老会
（主催）

21. ふれあい
子育てひろば
※）民児協は常時、担当地域の見守り活動、相談活動をして
いますが、社協の事業、イベントにも一体となって活動して
います。

（善行小）

・火曜金曜ｻｯｶｰ

10.ふれあい
子育てひろば
26. 真夏の子ども
フェスティバル
6. プールまつり
（善行小）

・吹き矢・太極拳

（小学生無料体験 1 ｶ月） （成人無料体験 1 ｶ月）

1. あそび塾

5. あそび塾
・引地川清掃

21.ふれあい
子育てひろば
・会員視察研修会
10. ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ大会
（善行小）

・健脳健体操
（成人無料体験 1 ｶ月）

9. あそび塾
※4

※1）
「ふれあい子育て広場」は未就学児の親子を対象に大きなおもちゃで遊んでいただく事業です。（ちょいボラ募集参照）
※2）
「楽しく食べよう会」は地区内の８０歳以上の独居高齢者を招待する催しです。
※3）
「ふれあい地引網大会」は障がいのある子どものための事業です。
（ちょいボラ募集参照）
※4)「引地川清掃」はパートナーシップ善行や荏原製作所などが一般市民と共に行う親水公園付近の岸や浅瀬のごみ拾いです。
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※下半期の詳細な日程は次号以降でお知らせします

全体事業

自治連

下半期（１０月以降）
10 月 14 日：福祉バザー（社協）
10 月 21,22 日：公民館まつり（公民館）
11 月 11 日：地区総合防災訓練（自治連）
2018 年 1 月 6 日：地区新春のつどい（自治連）
10 月 21,22 日：公民館まつり（実行委員）

11 月 11 日：地区総合防災訓練（主催）
2018 年 1 月 6 日：地区新春のつどい(主催)

交対協

生環協

防犯協会

社協

民児協
クリーン作業に参加
藤沢市が推進する環境活動の一環として全市的
に行なわれる清掃活動です。軍手やトングなど
は現地で貸してもらえますので、汚れても良い
服装でお出かけください。

一日清掃デー
日程：5/28（日）09:00~10:00
場所：片瀬海岸（新江ノ島水族館近く）
主催：藤沢市生活環境協議会

10 月 21,22 日：公民館まつり（実行委員）
10 月 28 日：藤沢市民交通安全推進総ぐるみ大
会
11 月 22 日：自転車ﾏﾅｰｱｯﾌﾟ運動
12 月 11 日：年末の交通事故防止運動推進会議・
ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ
毎月 1 日,15 日(原則)：交通安全日早朝街頭指
導
10 月 21,22 日：公民館まつり（実行委員）
11 月 19 日：一日清掃デーの実施
11 月視察研修会（予定）
2018 年 2 月 25 日：環境啓発ﾁﾗｼ発行
各月：夜間ﾊﾟﾄﾛｰﾙ
各月：昼間ﾊﾟﾄﾛｰﾙ
10 月 11 日：全市一斉防犯ﾊﾟﾄﾛｰﾙ
10 月 21,22 日：公民館まつり（実行委員）
12 月 2 日：防犯市民のつどい
12 月中旬頃 年末年始地域安全運動地区推進
会議・年末年始地域安全運動防犯街頭ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ
10 月 7 日：ふれあいいもほり大会
10 月 14 日：福祉バザー（主催）
10 月 21,22 日：公民館まつり（実行委員）
11 月 11 日：地区総合防災訓練（要配慮者支援
ﾌﾞｰｽの設置）
12 月 10 日：福祉だよりの発行
12 月 12 日：楽しく食べよう会
12 月 23 日：ふれあいしめ飾りづくり
3 月 13 日：楽しく食べよう会
各月：ふれあい子育てひろば
10/12,11/9,12/14,1/11,2/8,3/8

青少協

10 月 21,22 日：公民館まつり（実行委員）
11 月 23 日：ﾌﾟﾁ運動会
3 月 10 日：広報紙の発行

社体協

10 月 15 日：善行大越地区社体協運動会
10 月 15 日：俣野地区社体協運動会
11 月 19 日：ぶらり～（※～には地名が入りま
す→現在未定）

善行大越

（下期の活動については日程調整中）

スポーツクラブ

その他

各月：あそび塾
2018 年 3 月 24 日：おばあの市場
11 月：教育文化のつどい（善行かるた大会）

福祉

文化

子ども

まちづくり

環境
国際

“ちょいボラ”

お願いしま～す

次のような「お・し・ご・と」です

未就学児の見守りお手伝い
未就学児を広い体育室で、大きなおもちゃや設
備を使って遊ばせます。子どもたちはもちろん
ママさんもお仲間ができます。会場を設営し、
未就学児を見守ってあげるお仕事です。

ふれあい子育てひろば
日程：原則毎月第２木曜日 10:00~12:00
（5/11,6/15, 7/13, 8/10・・・）
場所：善行市民センター体育室
主催（共催）：社協 (協力)民児協・青少協

クリーン作業に参加
海岸美化への意識啓発を目的として、毎年 5 月
に、藤沢市と公益財団法人が主催して、市民・
各団体・各企業がみんなで海岸清掃をします。

ゴミゼロクリーンキャンペーン
日程：5/28（日）9:00~10:00
場所：片瀬海岸（集合：片瀬西浜特設ｽﾃｰｼﾞ前）
主催：藤沢市、(公財)かながわ海岸美化財団
持物：軍手,ごみ袋 2 枚,帽子,タオル,飲み物

子どもたちの科学あそびお手伝い
子どもたちが指導者のもとで理科実験や、もの
づくりをします。指示通りできているか見守る
お仕事です。

善行あそび塾
日程：原則毎月第一土曜日 9:30~11:30
(6/3, 7/1, 8/5, 9/9, ・・・)
場所：大越小学校ランチルーム ほか
主催：あそび塾

障がいのある児童の行事での介助
障がいのある児童を地引網に招待する際の介
助。いっしょに感動を味わって、いっしょに楽
しんであげてください。

ふれあい地引き網大会
日程：6/24（土）※時間は調整中
場所：鵠沼海岸（集合：善行市民センター）
主催：善行地区社会福祉協議会

子どもフェスティバルお手伝い
中学生以下の子どものためのお祭りです。会場
設営、会場整理、あと片付けなど、お手伝いく
ださい。

真夏の子どもフェスティバル
日程：8/26（土） 14:00~16:30
場所：善行市民センター
共催：善行地区青少年育成協力会
善行三者ふれあいネットワーク
※）上記お問合せは善行市民センター地域担当へ

ボランティア募集情報（善行地区）
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介護予防や食事支援
のお手伝い
●

介護予防に繋がる地域高齢者福祉
事業や食事支援事業などの手伝い

◆ 善行 1-26-5 小山ビル 1 階
◆ 0466-84-2422

かぐやの昼食作りの
お手伝い
●

障がい者に対して、介護及び福祉に
関する事業・創作活動の手伝い

◆ 本藤沢 6-12-1
◆ 0466-77-8610

地域市民みんなでつくる

障がいのある方のス
ポーツの介助
障がいのある方のマラソン伴走、遊
び相手

◆ 藤沢養護学校（亀井野）
◆ 0466-82-9416

● 発達に気がかりのある幼児・小学生
の為の教室での指導補助

◆ 善行 7-2-9
サンハイム壽Ⅱ103
◆ 0466-51-3502

さんわーくかぐや

わいわい善行

●

発達に気がかりのあ
る幼児子どもの介助

NPO 法人キッズコミュ

高齢者のお話し相手
や外出の付添など
●

高齢者への傾聴・お話し相手、外出
の付添、など

◆ 善行 3-10-4
◆ 0466-53-7875

アスリートクラブ藤沢

ボランティア情報は下記から転載しました
１）「VOLUNTEERS」第３８号
発行：藤沢市市民活動推進センター
TEL：0466-54-4510
http://npocafe.f-npon.jp/volunteers/

２）ふじさわボランティアセンター ホームページ
発行：社会福祉法人 藤沢市社会福祉協議会
TEL：0466-26-9863
http://www.fujisawa-shakyo.jp/volunteer/boshu.html

上記の情報源から、他地区
や広域の情報も得られます
のでご活用ください。
この「善行ふれあいだよ
り」への募集広告掲載希望は
善行市民センター地域担当
まで。

●

高齢者への特技の披露、外出の付
添、など

◆ 善行 2-23-8
◆ 0466-81-8611

リフシア善行（GH）

※）上記のお問い合わせは直接または下記へ

高齢者のお話し相手
や外出の付添など

グループホーム

へいあん善行（GH）

GH：グループホーム（認知症対応型共同生活介護施設）

・・・善行かるた 情報・・・
昨年１１月に第一回「善行か
るた大会」が開催されました。
当日は、幼児、小学生低学年、
高学年、一般と４つの部門で競
い合い、それぞれの部の優勝者
にはトロフィーと記念品が贈られ
ました。 この大会では、善行小・
大越小・善行中の PTA の皆さんが積極的にポスターをお店に
貼ることをお願いして回ってくださったり、会場設営・審判など
のボランティアを引き受けてくださったりしたことが、大会を盛り
上げる大きな力となりました。
1 月には、俣野小学校で「地元のみなさんとの交流会」が行
われた際に善行かるたが使われ、
子どもたちと地元のみなさんが一緒
になって楽しい時間を過ごしました。

次号予告
地域の縁側って？
～無料の喫茶店と思っていいのです
ボランティアも募集していますよ
市民の家が利用できれば～
など

善行地区郷土づくり推進会議とは
藤沢市長からの委嘱された委員（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。
善行の特性を活かした「ひとにやさしいまちづくり」を推
進するために議論し、行動しています。
（議長：定永哲雄）

地域のために
活動してみたいと
考えているあなたへ！
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

