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さらなる市民協働の
まちづくりを目指して

情報発信で
シビックプライドの
さらなる醸成の一翼を！
―「チャレンジ」
「シビック
プライド」
「発信」が理念「第
2 次総合計画」
「ダイヤモン
ドシティ」実現にむけて―
小美玉市長 島田 穣一
この度は，小美玉市まちづくり組織連絡会広報紙の発行
おめでとうございます。日頃より小美玉市のまちづくり推
進に多大なるご理解とご協力を賜り誠にありがとうござ
います。
小美玉市まちづくり組織連絡会は，住民の皆様一人ひと
りが日々目の当たりにしている課題を解決するために活
躍をされており，本年度策定された「小美玉市第２次総合
計画」の基本理念となっている「チャレンジ」
「シビックプ
ライド」
「発信」とまちづくりの将来像である『
「ひと も
の 地域」が輝き はばたく ダイヤモンドシティ ～見
つける。みがく。光を当てる。～』の実現に向けて，基本
施策として欠かすことのできないものとなっています。
この将来像の実現と将来にわたって持続可能なまちを
目指すために，住民自治の理念に基づき各行政区において
自治活動が円滑に進められるよう支援・充実を図るととも
に，行政区活動などへの理解を促進し学区コミュニティ，
テーマ型コミュニティなどの育成及び市と連絡会，連絡会
内の組織相互のネットワーク化をより強めたいと思いま
す。
皆さまにはより一層の市民参画と市民協働のまちづく
りを推進し，シビックプライドのさらなる醸成のための一
翼を担っていただけるよう，これらの情報発信を強化し
「住んでみたい，住んでよかった，これからも住み続けた
い」と思える魅力あるまちづくりを継続していきたいと思
います。

小美玉市まちづくり組織連絡会
会 長 羽鳥 敏政
小美玉市まちづくり組織連絡会の広報紙「絆」の発行
に当たり一言ごあいさつ申し上げます。
本年は小美玉市まちづくり組織連絡会となってから
10 年目となり，広報部が設立され，本会の活動にさら
に皆さまのご理解を深めていただけるよう努めている
ところです。
本会は、去る 5 月 11 日にまちづくり審査会が行わ
れ，新たに 1 つの認定団体を迎え入れたことから 59 団
体となっています。
住民がそれぞれの地域の人達とつながりながら，知
恵と力を出し合い「学区コミュニティ組織」
「まちづく
り委員会」そして「テーマ型まちづくり」のそれぞれの
掲げる目標に向かって特長を活かした活動を日々行っ
て頂いております。
まちづくり連絡会としては，各団体の活動の活性化
のために会員研修の充実や広報部会による情報発信を
強化させ，より有意義なまちづくりが展開されるよう
進めているところです。
これから小美玉市のダイヤモンドの輝きの発信源と
して，さらに磨きをかけながら市民協働のまちづくり
を推進していきたいと思います。

【お問合せ】
事務局 ：市長公室 市民協働課内
〒319-0192
小美玉市堅倉８３５
TEL 0299-48-1111(内線 1251)
FAX 0299-48-1199
http://www.city.omitama.lg.jp/
フェイスブック: 小美玉市役所 市民協働課

平成 30 年度の取り組み / コミュニティ３団体紹介
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平成 30 年度 小美玉市まちづくり組織連絡会役員

平成 30 年度事業計画
１．まちづくり活動についての意見交換
① まちづくり認定組織活動報告会
２．まちづくりに関する情報・資料等の収集、提供
① 会員向け情報提供
② 市民向け情報提供
３．会員の資質向上を目的とする活動
① 研修会
４．まちづくり活動に関する行政との協力体制の構築
① 定期的な役員会の開催（年 6 回）
５．その他連絡会の目的の達成に必要な活動
① 広報部による各コミュニティの情報発信のため
の人材育成
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【納場地区コミュニティ】

組 織 名
玉里小学校区コミュニティ
竹原地区コミュニティ
百里バルーンクラブ
さわやかな野田をつくる会
元気な玉里北小区をつくる会
住みよい堅倉地区をつくる会

こころふれあう羽鳥の会
納場地区コミュニティ
玉川地区コミュニティ
田中台自治会
話し方教室
二本松町内会
中台東「ホトメの里」の会
住みよい清風台区をつくる会

第二東宝区

【こころふれあう羽鳥の会】

晴天の 6 月2 日(土)に最大行事である
「納場地区コミュニティふれあいま
つり」を部室の新ひたち野美野里営農
経済センターで約 600 名の来場者を迎
え開催しました。
【玉里小学校区コミュニティ】
5 月 27 日に開催された第 10 回地域交
流まつりは、地域内の親睦と交流を図
ることを目的に行っております。実行
委員会を立ちあげ、コミュニティ役員、
区長、常会長を中心に 380 名のボラン
ティアのご協力のおかげで成り立って
おります。
演目は、演奏（ANAK、玉里保育園、玉里
太鼓、OMTJAPAN）
、踊り（新ひたち野農
協女性部、玉里小学校、玉里幼稚園）
、
読み聞かせ、模擬店（綿菓子、ポップコ
ーン、豚汁、焼きそば、かき氷、水ヨー
ヨー、ゲーム）
、昔遊びコーナー、輪投
げ、子供神輿、バザー、玉里の歴史を守
るコーナー、消防署の体験コーナー、バ
ルーンアート、ビーズアクセサリーの
体験展示販売、缶バッチ制作、写真立て
制作、シュートスピード計測などを行
いました。
【会長羽鳥敏政 記】

開会式の後、納場小学校の金管バンド
の演奏で祭りは始まり，場内では各区
の方々により焼きそば、綿あめ、かき
氷、ポップコーン、赤飯、水ヨーヨー
等が、子ども会育成連合会でもフラン
クフルト・大判焼き等が販売され賑わ
いました。舞台では、納場幼稚園児に
よる遊戯、みのり太鼓の演奏等、種々
の演技が行われました。最後の抽選会
では 50 鉢の綺麗な花鉢が振舞われ、
楽しい初夏の祭りは終わりました。
【会
長永井政二 記】

晴天の下 6 月 3 日（日）
“第 33
回ふれあい広場”を羽鳥駅東口
脇の川又商会様所有地をお借り
して開催。約 1000 人の来場者
で賑わいました。特別企画で
は、7 月企画に 179 人の方が参
加。14 行政区模擬店と横浜ゴ
ム・おやじの会・みのり太鼓・女
性部。フリーマーケット４店が
出店。お楽しみだっぺブースの
射的・丸太切り・ふうせん（竹
とんぼ）無料配布に子供たちが
列をつくる姿も。恒例のビンゴ
大会も盛大におこなわれまし
た。準備には 240 人の方々が奮
闘されました、大変ご苦労様で
した。
【会長太田清 記】

新しい取り組み―テーマ型・まちづくり委員会の紹介

自然誌「小美玉市の生
物」が完成しました
－20 周年記念事業－
B5 判212 ページ 1,000 円
生物写真 230 種
生物目録 3,500 種を収録
市内の学校と
関係機関に寄贈
― 問い合わせ先 －
櫻井 ℡090-2650-2026 海老澤 ℡090-4620-6113
E メール etukominori2006@yahoo.co.jp

小美玉生物の会

（テーマ型）
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茨城空港を PR
-百里バルーンクラブ

平成 15 年に茨城
空港のPR をする
ために結成され
た百里バルーン
クラブでは、全国
の熱気球大会で
の PR 活動の他、
小美玉市におい
ては茨城空港に
て熱気球教室や
係留体験搭乗を
行っております。
今年度は、熱気球

美野里生物の会として発足し、昨年 20 周年を迎えました。
毎月 1 回小美玉市内の植物・昆虫・鳥など様々な生物を調査
しながら保全につながる活動をしています。今年度のキーワ
ードは「霞ケ浦」
「八幡池」です。
・会員数 28 名
・会報「さとやま」を毎月発行
・ホームページで調査報告等を毎月更新中
・年会費 2,000 円+保険（学生 500 円+保険）

原理や歴史を学び、地球の形をしたワンダーグローブ
号をまるで宇宙から見たようにもう一基の熱気球に搭
乗しながら体験出来る熱気球教室を 9 月に、そして新
年 3 月に体験搭乗を予定しています。どちらも、市の
ホームページにて募集が行われますのでチェックして
みてください。
【 会長 山西弘一郎 記】
（テーマ型）

“20 年の念願叶う”公民館建設

新コミュニティセンターで夏祭りを再開

― 川岸町内会

川岸町内会の念願でありました公民館の建設が、計画か
ら約20 年の時を経てこのほど完成の運びと相成りました。
6 月 17 日に落成の祭事を催し、式後には、新公民館の完
成を祝い、町内全員にお声掛けをしてＢＢＱをしながら三
世代交流会を行いました。
新しい公民館で老若男女の笑顔が見られることを今から
心待ちにしております。これで、7 月素鵞神社の例大祭は
新しい公民館で迎えられること本当にうれしく、皆様方に
は感謝いたしております。
【 川岸町内会長 小林祥一記】
（まちづくり委員会）

― 羽鳥花館区

平成 29 年２月に新しい公民館が完成しました。旧公
民館は老朽化と震災による劣化があったため区民の総意
により「自治総合センターコミュニティ助成事業」及び
「小美玉市各区公民館整備費補助制度」から助成を受け
て建設を進めました。
今年度は建設工事のため中断していた夏祭りを再開
し、子どもから大人・年寄りまで沢山の羽鳥花館区民が
一堂に集まって出会い・ふれあい・学び合いながら信頼
関係を築き、
「安心・安全で住みやすい地域づくり」を目
指します。
【 羽鳥花館区長 黒田 惇彦 記】
（まちづく
り委員会）

市内でがんばる中小企業紹介

市内でがんばる中小企業を広く掲載募集しています
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みとしんは、お客さま一人ひとりの夢の実現を全力でサポートします。
このまちの夢がきこえる

美野里支店 ： 小美玉市堅倉 946-3

Tel: 0299-48-2111

Fax: 0299-48-1445

羽鳥支店

： 小美玉市羽鳥 2669-2

Tel: 0299-46-1234

Fax: 0299-46-3355

小川支店

： 小美玉市中延 128-2

Tel: 0299-58-2511

Fax: 0299-58-1797

【営業時間】AM9:00～PM3:00 【定休日】土曜日、日曜日、祝日、年末年始（12/31～1/3）

【編集後記】小美玉市まちづくり組織連絡会広報紙「絆」創刊号を発行することができました。関係者の皆様のご協力
に感謝申し上げます。まちづくり認定組織の交流と情報発信の場として活用していただければと思います。
「市内でが
んばる中小企業紹介」では広く掲載希望企業を募集していますのでお申込みをお待ちしています。今後とも、皆様に親
しみやすい紙面づくりに努めてまいりますので、よろしくお願い致します。
【広報部：岡崎 忍 記】

