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上吉影小
上吉影小コミュニティ設立
～お互いが絆を深めあい 安心・安全な地域づくりへ～
安心・安全な地域づくりへ～

9 月 29 日 上吉影小コミュニティ設立総会
はじめまして。今年度より上吉影小コミュニティとして発足しました。様々な活動を通してお互いが絆を深め
あい安心・安全な地域づくりに貢献したいと思っています。過日 11 月 10 日「上吉影交流まつり」と称してイベ
ントを開催し，楽しいひと時を過ごすことができました。一歩踏み出したばかりです。ご指導いただければ幸い
です。 【上吉影小学校区コミュニティ会長 久保庭 裕一 記】
2018 年 新規３
新規３認定団体名
・上吉影小学校区コミュニティ
（学区まちづくり組織）
・外之内区 （まちづくり委員会）
・NPO 法人全日本美術家作品保管協会
（テーマ型まちづくり組織）

【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

新たに２団体を迎え６１団体へ
「認定組織活動報告会」２月２４日開催
２月２４日開催

新年あけましておめでとうございます
新年あけましておめでとうございます。
あけましておめでとうございます。
10 月に行われた 2 回目の審査会の結果，新たに 2 団体を迎え 61 団体
となり，市民協働のまちづくりへの地域の皆さんのご協力に感謝いたし
ます。
各認定組織の活動が順調に進んでいるなか，2 月 24 日に認定団体によ
る活動紹介「まちづくり認定組織活動報告会」が実施されます。小美玉
市のまちづくり活動について知ることのできる機会ですので，ぜひ皆さ
んも小川文化センターアピオスにお越しください。
小美玉市まちづくり組織連絡会
会 長 羽鳥 敏政
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コミュニティ５団体紹介
「フラワー感謝祭」開催

竹原地区コミュニティ

「3 世代の
世代の集いみんなでやっぺまつり」
みんなでやっぺまつり」を開催
住みよい堅倉地区をつくる会

竹原地区コミュニティは
竹原地区コミュニティは、
コミュニティは、平成 4 年に活動活性化推進地
区として指定を受けて、今年で 25 年を経過致しました。
その間多くの学区の皆様にご協力を戴きました事改めてお
礼申し上げます。
コミュニティ事業のテーマであります
「地
域が潤う水と緑の交流」を掲げてさまざまな事業を展開し
てまいりました。今後も地域の皆様のご意見を取り入れて、
喜んで頂けるように努めてまいりたいと思いますので、更
なるご協力をお願い申し上げます。
【会長 稲田 弘 記】

住みよい堅倉地区
みよい堅倉地区を
堅倉地区をつくる
つくる会は、10 月 7 日には、堅倉小
学校校庭において、学区区長会をはじめ学区育成会等皆
様のご協力のもと，第
第 18 回の「3 世代の
世代の集いみんなでや
っぺまつり」
っぺまつり」を実施させていただきました。たくさんの
実施
皆様に参加をいただき、3 輪レース、行政区対抗リレー、
自由参加種目など楽しんでいただきながら地域の絆が強
まり、地域の輪がひろがればありがたいです。今後も、
【会長 磯辺 寛 記】
ご指導よろしくお願いします。

夏祭り
夏祭り開催報告
玉川地区コミュニティまつり
玉川地区コミュニティまつり
盛大に
盛大に開催

第 5 回玉川地区コミュニティま
つりを 12 月 8 日に開催しました。
今回は玉川地区の中央部にある学
習等供用施設（農民会館）に於い
て開催いたしました。
新体制になりまして初めての催
事となりましたが、地域住民の融
和と連携意識の向上が図れたと思
います。
これからも力を出し合いさらなる
向上を目指していきたいと思いま
す。
【会長 藤田 泰正 記】

元気な
元気な玉里北小区をつくる
玉里北小区をつくる会
をつくる会

8 月 5 日好天・猛暑の中、
「親子 3
世代で夏の思い出をつくろう、最高
の夏！2018」をテーマに玉里運動公
園で第 9 回夏祭りを開催しました。
例年と同じく総勢 1000 人の参加者
があり、会長、来賓のご挨拶のあと、
子ども代表の開会宣言で始まり、踊
りあり、太鼓演奏あり、子ども広場
や、最後には人気の大抽選会と大い
に盛り上がりました。
また一方模擬店ではカレー、焼き
そば、焼き鳥、ポップコーン等プロ
にも負けない美味しさに皆舌鼓を
打っていました。

運営には地元の皆さん、各種団体
の協力を得、安全・安心に配慮し無
事終えることができました。皆さん
ご苦労様でした。
【会長 鶴町 庄二 記】

「健康まつり
健康まつり(
まつり(ふれあい運動会
ふれあい運動会)
運動会)」が
開催されました
開催されました
さわやかな野田
さわやかな野田をつくる
野田をつくる会
をつくる会

11 月 4 日(日) 野田小校庭において
学区内住民 1000 人以上が参加し、住民
同士の交流と健康づくりを目的に健康
まつり(ふれあい運動会)を開催しまし
た。
このイベントは今年で 10 回目を数
え、野田学区の恒例行事として、ますま
す定着してきております。
今年はこれまでの運動会競技・健康測
定に加え、防災食体験や消防署協力によ
る煙体験コーナーなども実施しました。
【会長 髙野 晴夫 記】

新しい取り組み テーマ ・まちづくり

会の
会の紹介
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【NPO 法人玉里しみじみの村】
（テーマ型）
【多文化共生グループ
（テーマ型）
多文化共生グループ おみたまじん】
おみたまじん】
英語が話せなくても、外国人の友達ができます。
小美玉市には約 1,300 人の外国人が住んでいます。
「外国人のための日本語教室」、「お弁当教室」、
「English cafe」の開催など、外国人との融和を図り
多文化共生の社会づくりの為の活動を行っています。

メール

hatori_tfla@yahoo.co.jp

小美玉の美しい景観を守りたい…霞ヶ浦湖岸をみ
んなできれいにする活動や、湖岸を楽しむ交流イベン
トなどを実施しています。
定期活動「霞ヶ浦ゴミ拾い」毎月第二・第四日曜日、
朝 7 時〜8 時半（集合：小美玉市しみじみの家前）会員
でなくても参加大歓迎！
ブログ tamarimura.exblog.jp
メール simiziminomura@gmail.com

子供達の色彩豊かな作品「ぼんぼり」

盆踊り
【北浦町内会】
北浦町内会】は、昭和 49 年発足。四半世紀が経過しま
した。毎年 8 月に開催する「夏祭り」は、１週間前より公民
館にて小学生を中心に和太鼓の練習、3 世代そろって盆踊り
の練習をし、小学生が作成した「ぼんぼり」を団地中央道路
脇に設置して盛り上げています。
当日は、区外から孫たちがやってきて、楽しい 3 世代の
夏祭り。その光景は地域の活性化に貢献しています。
【区長 鈴木 進悟 記】 （ まちづくり委員会）

第二東宝自治会納涼祭
【第二東宝区】
第二東宝区】の住所は、田木谷と上玉里が混在。
玉里小学校区です。区制移行の際は、１つの自治会が
そのまま移行し、まとまりある行政区です。
第一居住者が、昭和 52 年と歴史浅く、世帯数は、160
世帯余、420 名が居住。戸建て 120 戸が区加入。アパ
ート６棟 40 世帯は、残念ながら未加入です。
夏は、納涼祭。正月は、新年会を実施し、玉小学区
コミュニティにも積極参加し、住民相互の親睦を図っ
ています。年々高齢化が進み対応が喫緊の課題です。
【 区長 吉倉 一郎 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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安全・安心の防災訓練を初
安全・安心の防災訓練を初実施 住みよい堅倉地区をつくる会（堅倉地区コミュニティ）
いますので、
いますので、ぜひご相談
ぜひご相談ください
相談ください。
ください。

謹んで新年
んで新年のお
新年のお慶
のお慶びを申
びを申しあげます。
しあげます。
小美玉市の
小美玉市の少子化・
少子化・人口減少対策や
人口減少対策や地域経済の
地域経済の
活性化に
活性化に協力する
協力する取組
する取組みとして
取組みとして、
みとして、 「小美玉市移住促
進住宅ローン
（対象
進住宅ローン」
ローン」 を取り扱っています。
っています。
（対象となる
対象となる方
となる方
の金利を
）
金利を優遇します
優遇します。
します。
また、
また、お子様の
子様の教育資金にご
教育資金にご利用
にご利用いただける
利用いただける 「奨
学ローン」
ローン」や「教育カードローン
教育カードローン」
カードローン」 などの商品
などの商品もござ
商品もござ
いますので、
いますので、ぜひご相談
ぜひご相談ください
ください。
。
相談ください

このまちの夢
このまちの夢がきこえる

美野里支店：
美野里支店：0299299-4848-2111
羽鳥支店 ：0299299-4646-1234
小川支店 ：0299299-5858-2511
【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
みとしんは、
、お客さま一人
みとしんは
さま一人ひとりの
一人ひとりの
夢の実現を
実現を全力でサポートします
全力でサポートします。
でサポートします。

みとしんは、
「水戸黄門漫遊マラソン」への協賛、
「千波湖を歩こう・走ろ
う会」の開催を通じて、地域社会の活性化に積極的に取り組んでいます。

初実施 安全・安心を確保する
安全・安心を確保する防災訓練
を確保する防災訓練 （堅倉地区コミュニティ）
島田市長挨拶

防災士の講話

災害時の食事体験

地震体験

9 月 9 日堅倉小学校にて、初めての学区防災訓練を実施しました。島田市長、市村議長、島田県議をお迎えして、
「住
みよい堅倉地区をつくる会」主催で実施。地域の皆様からたくさんの参加をいただき、NPO 法人茨城県防災士会の講
演もあり、自助、共助、について学んでいただけたかと思います。コミュニティ役員をはじめとして、市防災管理課、
学区区長会、学区育成会、等々皆様のご協力をいただき、誠にありがとうございました。
【会長 磯辺 寛 記】
平成 31 年 明けましておめでとうございます。
けましておめでとうございます。
まちづくり組織連絡会の広報部会が発足し 2 年目を迎えました。当初のメンバーの病欠による変更などがありました
が何とか【絆】第 2 号を発行することができました。昨年は、旧小川地区に 2 番目のコミュニティが産声をあげました
し、春には、新しい年号がスタートします。 益々，小美玉市のコミュニティ活動が活発になることを部員一同願って
います。今年も、素晴らしい企画を宜しくお願いします。
【編集後記
】
編集後記：広報部 斉丸 章 記】

