
＃藤枝いいとこ

見て 知って ハッシン



会　場

① 6月25日 （土） フジキチ

② 7月23日 （土） 蓮華寺池公園 管理事務所

③ 8月6日 （土） え～らBASE

④ 8月23日 （火） え～らBASE

⑤ 9月3日 （土） え～らBASE

⑥ 10月2日 （日） 市内各地

⑦ 10月8日 （土） え～らBASE

10月22日 （土）

10月23日 （日）

⑨ 11月21日 （月） 静岡第一テレビ

⑩ 11月27日 （日） BiViキャン

⑪ 12月6日 （火） ソフトバンク本社

⑫ 12月17日 （土） 蓮華寺池公園・藤枝駅

⑬ 1月14日 （土） BiViキャン

⑭ 1月28日 （土） BiViキャン

⑮ 2月11日 （土） BiViキャン

⑯ 2月25日 （土） 藤枝シネ・プレーゴ

提言書作成

提言書作成

提言書作成

提言書提出

⑧ 市内各地 東海道歩き旅アプリ「膝栗毛」観光コース開発④　取材

音声ガイド収録

東海道歩き旅アプリ「膝栗毛」観光コース開発⑤　アプリへの登録作業

ソフトバンク本社見学

まち歩きイベント

蓮華寺池公園フォトスポット企画②　意見交換、アイディア提案

街道・文化課職員による「藤枝市の旧東海道・日本遺産について」の講義

東海道歩き旅アプリ「膝栗毛」観光コース開発①　掲載スポット検討

東海道歩き旅アプリ「膝栗毛」観光コース開発②　スポット視察

東海道歩き旅アプリ「膝栗毛」観光コース開発③　テーマや紹介スポットの決定

蓮華寺池公園フォトスポット企画①　蓮華寺池公園散策、スケッチ

日　程 内　容

前年度の提言内容について

１ 今年度の活動内容
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２ 今年度の活動テーマ

昨年度メンバーからのバトン

・ 活動の幅を広げ、新たな取組にチャレンジ
・ ガールズ・ミーティングならではの魅力発信
・ 県内外への藤枝のアピール

・私たちが好きな藤枝を
色々な人に知ってもらうこと

・県内外に藤枝のファンを増すこと
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今年度の目標

ま ち



３ 今年度の主な取組

① 蓮華寺池公園フォトスポット企画

② 「膝栗毛」を活用した観光コース開発

③ その他の活動
・先進企業の女性活躍を学ぶ

・プロモーション動画への出演

・インスタグラムでの発信強化
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① 蓮華寺池公園フォトスポット企画

蓮華寺池公園を一周視察 アイデアを考え、デザインを提案

♦蓮華寺池公園を視察 ♦スケッチ・意見交換
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蓮華寺池公園にもっと多くの若い世代に立ち寄ってもらい、
全国に発信され、さらに活気ある場所になるようにフォトスポット設置に向け活動



① 蓮華寺池公園フォトスポット企画
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提案数は７４件！



♦「手乗りれんげじ」が

イルミネーションで実現

① 蓮華寺池公園フォトスポット企画
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♦蓮華寺池公園

花回廊イルミネーション点灯式

・点灯式で「手乗りれんげじ」を紹介し、
新フォトスポットの魅力を発信



♦泳ぐ金魚と撮影できるスポット

① 蓮華寺池公園フォトスポット企画
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♦ぬい撮りスポット

・滝の広場のプール槽に、泳ぐ金魚が
描かれたシールを複数貼ってあり、
金魚と写真撮影が可能

・滝の広場と花しょうぶ園の近くに、
専用の丸太を設置してあり、
ぬいぐるみの写真撮影が可能



② 「膝栗毛」を活用した観光コース開発

♦東海道歩き旅アプリ「膝栗毛」とコラボし、新たな観光コース開発へ

・令和２年度に認定された日本遺産の魅力を若い世代に知ってほしい
・昨年度の提言「市内の小中高生が藤枝の魅力を体験」し、
藤枝をもっと好きになってもらいたい
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日本遺産をはじめとした藤枝の魅力スポットを、

アプリを活用し発信することに決定

初めての
チャレンジ！



東海道の歴史を知る スポット探し 魅力
発見中

② 「膝栗毛」を活用した観光コース開発

スポットの下見

駅・蓮華寺池公園
周辺で調査

岡部周辺で調査
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♦観光コース開発までの流れ



コース内容の決定

② 「膝栗毛」を活用した観光コース開発

取材・記事作成 音声収録（静岡第一テレビ）

光泰寺

モミの木
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アプリ登録

完 成

② 「膝栗毛」を活用した観光コース開発
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② 「膝栗毛」を活用した観光コース開発

♦藤枝駅…蓮華寺池公園コース ♦岡部宿…藤枝宿コース

ふじえだ花回廊を巡り
ながら、自然、歴史、
グルメなど、昔も今も
愛されているご当地ス
ポットを楽しむコース

かつての旅人も通っ
た歴史スポットを中
心に、新しい発見を
楽しめるコース
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② 「膝栗毛」を活用した観光コース開発

♦まち歩きイベントで

開発した観光ルートを発信！

参加者は50人以上！
コメントも多数！

・メンバーが再発見した魅力スポットを巡るイベント

・巡るコースやスポットを自由に選び、
まち歩きでポイントを貯めて景品交換

・メンバーによるミニガイドツアーを実施

ガールズ・ミーティングのおすすめスポットを
大勢の方に巡っていただきました
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当日の流れ

・ソフトバンク本社の先進的な取組の紹介

・ガールズミーティングの紹介

・オフィスツアー

・女性管理職の皆様とディスカッション

③ その他の活動

♦先進企業の女性活躍を学ぶ

・2022年12月6日(火)10:00～15:00

・働きやすい、働き続けられる、活躍できる職場環境を学ぶため、ソフトバンク本社を訪問
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・映画鑑賞を楽しむ様子を撮影したシネアド
・メンバーがエキストラとして参加
・2022年12月～2023年2月まで
藤枝シネ・プレ―ゴ＆静岡東宝会館で放映

③ その他の活動

♦藤枝シネ・プレーゴのCM出演

・元気で明るく楽しいまちとして県内外に
ＰＲするテレビＣＭ

・メンバーがエキストラとして参加
・2023年1月～2月にかけて県内民放４局で放映

♦藤枝市のｼﾃｨ･ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ動画出演
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・市内のおすすめスポットやグルメなどを発信

③ その他の活動

♦インスタグラムでの発信強化
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フォロワー

900人達成！

投稿数

100件達成！



４ 活動を通して考えたこと

◆藤枝の魅力を再発見！

・蓮華寺池公園周辺には、色々な美味しい店やオシャレなカフェがある

・藤枝では歴史の面影を日常生活の中で感じることができる

・長い歴史を持つ地域に根差した老舗と新しく藤枝を盛り上げる店がある

・有名な歴史上の人物のエピソードにまつわる場所が多い

・藤枝が好きで、藤枝を盛り上げようと活動する人が大勢いる

でも・・・

魅力的な場所がたくさんあるのに、市外県外から藤枝に来る人が少ない…

“サッカーのまち”としての魅力が伝わっていない

女性を中心とした若者が集まる場所がない……などの意見も
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５ 市長への提言

♦蓮華寺池公園の魅力と価値の向上

・マーケティング等の手法を取り入れた“パークマネジメント”

・市外からの集客を図る新たなハード、ソフトの事業展開

・歴史、文化あふれる旧市街地の活用と
蓮華寺池公園との回遊の促進に向けた取組
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５ 市長への提言

♦“女子サッカーのまち”のブランド強化と活躍できる環境づくり

・選手が安定的に競技を続けられる環境づくり

・サッカーファンによる市内観光へと誘導と、スポーツを通じた交流の促進
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５ 市長への提言

♦夫婦がともに支え合い、男女共に働き続けられる環境づくり

・仕事と育児が両立できる支援体制の充実

・多様性を認め合い、だれもが働きやすく、チャレンジできる環境と意識づくり

・女性同士のつながりを強化した交流や相談ができる居場所づくり
（人と人がつながる場所、新しいものを生み出す場）
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６ 私たちにできること

♦ガールズ・ミーティングの目線による藤枝の魅力発信

⇒SNSの活用や広報誌等での情報発信

♦活動の幅を広げ、新たな取組にチャレンジ！
⇒伝統芸能や食、カルチャーなど本市独自の地域資源、伝統を職人や名人に
学び、新商品の企画・制作やプロモーションを行うなど、新たな取組に挑戦

♦自立的に自らを高め、まちへ貢献！

藤枝をさらに盛り上げていけるように
今後も活動していきます！

（インスタグラム・ツイッター）
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令和４年度ふじえだガールズ・ミーティング
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