
第４回 ひらつか地域づくり市民大学 受講申込票

主催 平塚市・
特定非営利活動法人

希望コース　※希望コースに✓を入れてください。

ふりがな

氏　　名

所　　属

住　　所

電話番号

ひらつか地域づくり市民大学講座を受講ご希望の方は、受講の動機や地域でのお困り事などありましたら、お気軽にお書きください。

FAX

※申込みの際にご記入いただいた個人情報については「ひらつか地域づくり市民大学」にのみ利用させていただきます。

E-mail

※自治会名、団体名、グループ名などがありましたらお書きください。

〒

私たちのまち「ひらつか」でも、地域の多彩な人たちの力を引き出して、
対話や交流をしながら地域の課題解決を果たすスタイルが生まれつつあります。

一人ひとりが「住み続けたい」と思えるまちをつくるため
あなたも地域づくりのコーディネーターを目指してみませんか？

「ひらつか地域づくり市民大学」は、
地域づくりの思いをカタチに変える学び合いの場です。

今年度より内容を一新して開校します。

なぜ地域づくりが必要か
　超少子高齢型人口減少社会の進展に伴う社会経済状況の変化などを背景に、要援護者の見守りや災害時の
助け合いなど、地域の課題が増大化・複雑化しています。また、人間関係の希薄化や地域活動への無関心な
ど、地域コミュニティは厳しい状況にあります。

　このような地域課題は、地域や行政だけでは解決が困難となっており、数十年後には更なる深刻化が予想
されています。そこで、「新たな地域づくりの仕組みの構築」や、「将来を見据えた人材育成の取組み」が
必要となっています。

　公開講座では、平塚の過去を紐解きながら、現在そして未来の地域づくりの担い手について共に考えます。

7月24日（日） 13:30～16:30  （開場13:00）

梶田 佳孝 氏（東海大学 工学部 土木工学科 教授）

日 時

公 開
講 座

場 所 ひらつか市民活動センター  平塚市八重咲町3-3  JAビルかながわ2階

定 員

講 師
80名

受講対象
地域づくりに興味・関心のある方
既に地域活動を行っている方

申込み方法
受講申込票に必須項目をご記入の上、市内各公民館へご提出く
ださい。またはＦＡＸ・メールにて中央公民館にお送りください。
尚、受講が決定された方には受講決定通知書をお送りします。

申込み期間：6月20日（月）～7月15日（金）

受講料のお支払方法
（１）（２）（３）ともに公開講座受講時に納付
※公開講座のみ受講の方は無料
※一度お支払い頂いた受講料は返金いたしません。

定　員

お問合せ
平塚市中央公民館
〒254-0047　平塚市追分 1番20号
電話  0463-34-2111（ダイヤルイン）

FAX  0463-35-2537
E-mail  chuo-k@city.hiratsuka.kanagawa.jp
休館日／6月27日（月）・7月11日（月）

7月15日（金）必着

平塚の地域づくり
　過去・現在・未来を考える

参 加
無 料

□（１）全コース受講 公開講座＋基礎編＋応用編 （受講料 ¥1,000）

□（２）基礎コース 公開講座＋基礎編 （受講料 ￥500）

□（３）応用コース 公開講座＋応用編 （受講料 ￥500）

□（４）公開講座のみ  （無料）

（1）全コース 30名  
（2）基礎コース 30名  
（3）応用コース 30名  
（4）公開講座 80名

ひらつか地域づくり市民大学ひらつか地域づくり市民大学
平成28年7月いよいよ開講！　受講生募集

第４回

専門分野：都市計画、交通計画
所属学会：土木学会、日本都市計画学会、日本建築学会、日本都市計画家協会　他

　1971年生まれ。九州大学大学院土木工学専攻修士課程修了、博士（工学）。専門は防災・減災計画、都市

計画、交通計画。防災・減災関連では、コンピューターを利用して、都市・地域における浸水などのリアル

タイムの災害を予測することや、その予測を用いて徒歩や自動車利用の避難行動シミュレーションを作成し

て、効率的な避難を考える研究を行っている。主な著書に『道路の計画とデザイン』（共著、共立出版）など

FAXでお申し込みの際は、こちらの点線より
切り離してお送りください。→

※全コース受講をお勧めしますが、やむを得ず参加できない場合は欠席のご連絡をお願いします。
※（３）は、これまで「ひらつか地域づくり市民大学」を受講された方が【対象】となります。
※定員に達した場合は、抽選させていただきます。

かじた よしたか



基礎編 応用編

8月27日（土）13：30 ～ 16：30

第
１
回

第
１
回

第
１
回

第
２
回

第
３
回

第
２
回

場所：ひらつか市民活動センター
（平塚市八重咲町3-3  JAビルかながわ2階）

講師：鈴木 奏到 氏
　　　　 都市プランナー

ゲスト：馬入水辺の楽校の会
　　　 　　 臼井会長、会の皆さん

ゲスト：河内川あじさいの会
　　　 　　 石井会長、会の皆さん

福祉移送（移動）サービス実践講座

場所：平塚市役所　平塚市浅間町９－１

市民アカデミー講座

場所：平塚市中央公民館　平塚市追分1-20

組織マネジメント講座

場所：ひらつか市民活動センター　平塚市八重咲町3-3  JAビルかながわ2階

（集合は9：50） （集合は9：50）

基礎編は地域づくりのコーディネートと人や組織のつながり方を事例と共に学びます。 応用編では、地域課題を解決するための具体的な進め方を事例と共に学びます。

地域づくりの担い手とは

　地域づくりは私たち市民が主体となって
取り組んでいます。しかし、その取り組み
方によっても成果はさまざまです。
　平塚で展開されているさまざまな地域づ
くりの事例を紐解き課題発見や解決のポイ
ントを学びます。

・コーディネーターの役割について

・課題発見と解決のポイント

・ワークショップ

11月5日（土）13：30 ～ 17：00

第
１
回

場所：ひらつか市民活動センター
（平塚市八重咲町3-3  JAビルかながわ2階）

講師：内山 征 氏
　　　　 都市プランナー

地域課題を紐解く
目標を立ててみよう

　地域の資源を有効に活用するためのポイ
ントを学びます。

・協働の地域づくりにかかわる各種政策

・制度、事業と平塚市の取組みの紹介

・先進事例の紹介

・ワークショップ

11月26日（土）13：30 ～ 17：00

第
２
回

場所：ひらつか市民活動センター
（平塚市八重咲町3-3  JAビルかながわ2階）

講師：三浦 由理 氏
　　　　 まちづくりコーディネーター

目標を達成する進め方・
プランを考えてみよう

　課題解決のプラン立てのコツは
① ちょっと頑張れば達成できる。
② みんなが参加できる。
 みんなでできそうなことを計画し実践する
と地域づくりが楽しくなります。

・先進事例の紹介

・解決のためのプラン作りのワークショップ

12月10日（土）13：30 ～ 17：00

第
３
回

場所：ひらつか市民活動センター
（平塚市八重咲町3-3  JAビルかながわ2階）

講師：鈴木 奏到 氏
　　　　 都市プランナー

解決プランを語り合おう
修了式

　多くの人が参加できる小さな仕事をたく
さんつくりましょう。話し合いや進め方に
も工夫を。最終回は地域課題解決のプラン
を発表し、実践するためのアドバイスをみ
んなで行います。

・各グループごとに課題（テーマ）の解決
プランの発表

・修了証の授与

9月17日（土）10：00 ～ 15：00

第
２
回

集合場所：相模リバーセンター
（平塚市中堂246-2）

事例から学ぶまち歩き（１）
～馬入水辺の楽校の会の取り組み～

事例から学ぶまち歩き（2）
～河内川あじさいの会の取り組み～

　不法投棄が行われていた場所の自然環境
を復元しました。市民や市民団体が集ま
り、川の自然と触れ合う場づくりを進めて
います。都市住民や子ども達の自然離れを
止めるため、多様な環境学習活動を展開し
ていますが、悩みは運営体制の強化。15年
の成果や課題、思いを伺います。

・馬入水辺の楽校周辺のまち歩き

・活動紹介と意見交換

※昼食をご持参ください。

10月15日（土）10：00 ～ 15：00

第
３
回

集合場所：旭北公民館
（平塚市河内440）

　河内川は、昭和40年頃から急激な環境悪
化で悪臭を放っていました。地域の美化推
進委員が集まり、子どもが遊べる川に戻し
たいとの思いから、川の清掃を始めまし
た。活動のきっかけと、組織と組織、人と
人のつながりをどのように作ってきたか、
地域づくりの魅力を伺います。

・河内川周辺のまち歩き

・活動紹介と意見交換

※昼食をご持参ください。

あなたの得意と興味を地域づくりに活かしてみましょう

実践コース

平塚市内のさまざまな事例を学び、地域づくりの参考にします。一人ひとりの少しの参加と協力で住みよい地域に生まれ変わります。
「ずっとここに住んでいたい」そんな思いのある仲間を増やし思いを共有して、課題解決の一歩を踏み出しましょう。

地域づくりとは、「安心して、いきいきと暮らせる住みよい地域社会をつくるため、
市民が主体となって地域課題を解決していく活動や取組み」のことをいいます。

●ひらつか地域づくり市民大学では、組織の課題に特化した実践コースをご用意しました。地域づくりの実践のためにぜひお役立てください。
　※実践コースのお問合せは各担当課までお願いします。

～目からウロコ～ 「ワードって、そうだったんだ！」
　　《地域活動や市民活動に役立つパソコン講座》

楽しく、アグレッシブに組織の課題を解決する、リーダー・主催者は必見の講座です。

問合せ・申込み：ひらつか市民活動センター　TEL 0463-21-7517問合せ：平塚市中央公民館　TEL 0463-34-2111問合せ：平塚市福祉総務課　TEL 0463-23-1111

７月２日（土）午後　目標設定・課題分析講座
５年後の組織・事業の目標を設定し、目標達成に向けた組織課題の分析を学びます。

９月　戦略的情報発信講座
団体のファンや会員を増やすために必要な情報の戦略的発信方法を学びます。

11月　人材マネジメント講座
組織内の役割分担や次世代リーダーの育成など、人材の活用・育成の方法を学びます。

1月　中長期事業計画講座
持続的・発展的な組織となるために、中長期の事業計画の重要性と評価改善までの
PDCAサイクルを学びます。

開催時期は２８年度下半期で調整中です。また、講座内容は変更される
場合があります。 開催時期は２８年度下半期で調整中です。

高齢者や障がい者など、移動に制約のある人を対象とした福祉移送
（移動）サービスを考えている人にピッタリの実践講座です。

・住民参加の意義と移動サービス
・運転の心構え
・安全運転とリスクマネジメント
・利用者理解

「ワードを上手く活用するため」のワンポイントアドバイス
ワードの一歩進んだ技（便利な技）を伝授します。

「メリハリのある報告書」の作り方
作ればよいのではありません。文書の体裁を整えるワザや表を上手く
活用し、「メリハリのある報告書」の作成を実践します。

「魅せるチラシ」の作り方
写真やイラストを活用した見やすい「魅せるチラシ」の作成を実践します。

・住民参加型サービスの実践について
・接遇介助の基礎知識
・介助実習


