片瀬地区人材・情報バンクセンター

片瀬・江の島まちづくり協議会

『みんなが知っている、参加している、助け合うまちづくり』を実現するために、ボランティアをしたい人の登録と
ボランティアを必要とする事業（人）の登録・地域活動やボランティアの情報発信・地域活動等のネットワーク作り・
人材育成講座などを行なう『片瀬地区人材・情報バンクセンター』の立ち上げと、そこで働く『コーディネーター』
を配置することが必要と考えています。そこで、今回、片瀬・江の島まちづくり協議会では、『コーディネーター』を
募集します。人が好きなひと、いろいろなことに興味のある人、大歓迎です。

○応募要件・人数
○勤務日・時間
○時給
○業務内容

○契約期間
○応募方法

○応募期間
○面談日時
【申込書配布
申し込み
問合せ】

年齢・性別・資格・学歴：不問
若干名
２〜３日／週
午前９時〜午後５時の内の４〜５時間／日
１０００円／時間
（通勤費込み）
地域活動を行う人材確保や地域の情報発信等（詳細は片瀬・江の島
まちづくり協議会 のホームページ http://fujisawa-katase.ecom-plat.jp
や募集要項をご覧ください。）
1年間（更新可能）。
ただし、平成23年度は平成24年3月１日〜3月31日。
応募用紙（片瀬市民センターで配布又は片瀬・江の島まちづくり協議会
のホームページ http://fujisawa-katase.ecom-plat.jp からダウン
ロード可）に、必要事項と小論文（応募用紙裏面）を記入し、片瀬市民
センターへ本人が直接ご持参ください。
応募の秘密は厳守します。また、提出書類は返却しません。
平成24年1月12日（木）〜1月31日（火）
平成24年2月1日（水）〜2月4日（土） ＊応募用紙提出時に日時調整をします。

片瀬・江の島まちづくり協議会 事務所（片瀬市民センター 地域経営担当）
〒251-0032 藤沢市片瀬３−９−６
電話 0466−27−2711 ※平日８時３０分〜１７時のみ受付

賛助会員のご案内
平成２３年度 片瀬・江の島まちづくり協議会賛助会員を昨年に引き続き募集します。
※問い合わせ・申込：片瀬市民センター 地域経営担当 ０４６６−２７−２７１１
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鶴見 和則

片瀬公民館運営審議会

副会長 杉山 義子

片瀬地区社会福祉協議会

元木 宏之

片瀬公民館サークル連絡会

副会長 波多 善子

片瀬地区青少年育成協力会

原 英夫

片瀬市民スポーツの会

副会長 杉下 由輝

公募継続

山崎 宣英

片瀬地区交通安全対策協議会

会計

山口 絢子

片瀬地区民生委員児童委員協議会

三觜 由見子

片瀬地区子ども会連絡会

監事

金子 皓

片瀬地区商店会

田中 誠治

片瀬地区自主防災協議会

書記

青木 美和子

公募新規

山田 汎子

片瀬地区生活環境協議会

書記

甘粕 克巳

公募新規

長坂 訓子

片瀬地区青少年支援フォーラム

書記

大串 兎紀夫

公募新規

和田 昇

片瀬地区防犯協会

書記

杉元 幸朗

公募新規

依藤 光雄

片瀬地区老人クラブ連合会

書記

福島 規恵

公募新規

大坪 博夫

くらしまちづくり会議継続事業推進の会

畠山 義昭

江の島振興連絡協議会

犬山 聡彦

公募継続

田村 順子

公募継続

德江 紀子

公募継続

若林 直美

公募継続

発行日
発 行
発行人
事務所

2012年1月10日 第四号
片瀬・江の島まちづくり協議会
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片瀬・江の島まちづくり協議会地区集会報告
新年明けましておめでとうございます。片瀬・江の島まちづくり協議会（片瀬
地区地域経営会議）では、「歴史の薫りと潮の香りがただようふれあいのまち
片瀬・江の島」を目指して本年も委員一同取り組んでまいりますので、よろしく
お願いいたします。
さて、片瀬地区の地区集会が、平成２３年１１月３０日午後６時３０分から、
市民センターホールにおいて、７４名の参加のもとに開催されました。
この地区集会は、片瀬・江の島まちづくり協議会が昨年３月に策定した３２
の片瀬地区まちづくり計画（実施計画）と４つの既存事業を、関連事業ごとに
９つの部会に分け、事業を推進してきた進捗状況を報告するとともに、今後の進め方についてご説明し、意見交換
するため開催されたものです。
各部会からの報告概要と各部会の主な活動状況を写真で紹介しましたので、ご覧ください。
なお、当日はご４名の方から７項目のご意見等をいただき、お２人の方から７項目の意見カードによる意見提案を
いただきました。これらのご意見につきましては、今後、片瀬・江の島まちづくり協議会として、協議検討させていた
だき、ご回答できるものについては、ホームページやまちづくり通信でお知らせさせていただきたいと思います。
今後も地域まちづくり計画や片瀬・江の島まちづくり協議会に対するご意見等がありましたら、片瀬市民センター
へお寄せください。

居場所「ひだまり」

【福祉推進部会】
片瀬地区ボランティアセンターを活用した事業として、誰もが気軽に立ち寄
れる居場所「ひだまり」を提供し、現在までに 6,142名の方に、また、乳幼児
とお母さんのために毎月第1を除く木曜日に「かたせにこにこ広場」を提供し、
1,761名の方にご利用いただきました。
その他にも、毎週水曜日に高齢者相談、毎月第２月曜日に成年後見人相
談も行なっていますので、ご利用ください。

毎週 月曜〜金曜日 10時〜15時

問い合わせ：片瀬地区ボランティアセンター 0466-28-3774

かたせにこにこ広場
お話しの会

第２・３・４・５木曜日 10時〜12時
歯科衛生士講座

【広報・IT部会】
http://fujisawa-katase.ecom-plat.jp

保育士講座

にこにこ広場in子ども天国
「フリーマーケット」

４月に片瀬地区ポータルサイトを一般公開し、一日約２００名の方々に
閲覧していただいておりますので、今後も充実させていきます。

片瀬地区ポータルサイトに、みなさんの自治町内会や地域で活動し
ている団体のホームページを作りませんか？
お問合わせ・ご相談 は 片瀬市民センター地域経営 担当まで

【地域防災推進部会】
プレジャーボート対策事業として、県が主催する境川不法係留船対策協議会
へ参加しました。また、今後どのように活動していくかについて、弁護士を招き
助言を受けました。
地区防災活動推進事業は、中学生等のジュニア防災リーダーの養成と地域
防災活動への参加を進める事業で、片瀬中学校と中学生の地域防災活動に
おける役割の重要性について意見交換を行い、１０月２３日に行われた片瀬地
区総合防災訓練にも６名の生徒が参加されました。

地区防災活動推進事業の推進と検討
地震・津波 地区集会 ７月31日（日）開催

報告概要と主な活動紹介
【安全安心推進部会】
地域防犯の拠点として安全・安心ステーションにおいて、登下校中の小中高生
や地区住民への見守り活動を行っています。また、現在地域の方にご協力いた
だいている「子ども１１０番」の活性化に向けて、実態調査を企画しております。
１１月６日には、片瀬の子ども達を対象に、犯罪機会論に基づく、安全マップづ
くりを開催し、１９名の小学生が参加しました。

子ども達の登下校を見守る活動
小中高生の登下校時間帯安全・安心ステーション前

【地域資源活用部会】
民俗文化財等継承事業として、「片瀬餅つき唄保存会」支援と、「片瀬こま保
存会」立ち上げに向けた活動を中心に進めており、餅つき唄は、８月諏訪神社
例大祭、１０月ふれあいまつりで実演支援を行いました。片瀬こまは、年度内
保存会立ち上げに向けて準備中で、８月長後地区や１０月のふれあいまつりで
体験会等を開催しました。
江の島道整備事業は、旧江の島道を歴史探訪の道として整備するため、本
年度は「杉山検校の道標」を初めとする歴史遺跡の用地４〜５箇所の整備をす
るために調査研究し整備に向けて具体的な検討を始めております。

江の島道の整備事業
江の島道の実地調査
整備計画検討中

【公的資産活用部会】
【環境美化推進部会】

地域安全マップ事業の推進

１１月６日（日）開催
小学校４〜６年生１９名

環境浄化事業として、弁天橋歩道上などで２回の落書き消しを実施すると
ともに、落書きがされないよう壁画作成を片瀬中学校と調整しています。
また、緑と花いっぱい推進活動事業では、観光地江の島の入口である江
の島弁天橋歩道の脇に景観確保や地域生活のうえで課題となる防犯や環
境浄化の観点から、花壇を整備しています。昨年11月には 120㎡に拡大し、
パンジー・ノースポールの花植えを行いました。

公的資産有効活用
推進事業の検討
市民の家訪問
（江の島・浪合・片瀬山）

緑と花いっぱい推進活動事業の継続と推進
弁天橋花植え活動
拡大 100㎡ →120㎡
11月12日実施

【まちづくり推進部会】
【青少年健全育成部会】
青少年居場所事業として、１０月２１日から、毎週金曜日午後５時から９時３
０分まで片瀬しおさいセンターふれあいルームにおいて、サポーターを２名常
駐させて、青少年の見守り、声かけ、相談等次世代育成と地域コミュニティづ
くりを進めています。
青少年お掃除隊事業は、小田急片瀬江ノ島駅周辺を、青少年による清掃
活動を実施しておりましたが、片瀬地区で行われるイベント時のボランティア
スタッフとしての社会貢献活動へと事業転換していくことになりました。

環境浄化事業の推進

らくがき消し活動

片瀬公民館運営評議会を７月１日に設置し、市民運営となった公民館運営委
員会からの公民館事業等に対する諮問事項を評議しました。
また、公的資産有効活用推進事業や地域の居場所あり方検討事業について、
情報の収集や現地に伺い実態確認等を行いました。

青少年居場所事業

１０月２１日開始
（毎週金曜日 17時〜21時30分）
片瀬しおさいセンターふれあいルーム

まちかどミニベンチ設置事業として、高齢者等が買い物や散歩途中に一休み
できるミニベンチの設置に向けて、現在５箇所を候補地とし検討しており、今後
土地所有者への打診・交渉を行っていきます。
また、バリアフリーの推進事業では、湘南モノレール湘南江の島駅のバリア
フリー化に向け会社側との意見交換の場や、市民センターへの郵便ポストの
設置に向けて、藤沢郵便局との意見交換の場を持ちました。

バリアフリーの
推進事業の検討
湘南モノレール湘南江の島駅の
バリアフリー化の検討

今後も地域まちづくり計画や
片瀬・江の島まちづくり協議会に
対するご意見等がありましたら、
片瀬市民センター地域経営担当
までお寄せください。

