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毎年、防災意識を高める取り組み
玉里消防署、市防災管理課の協力のもと

安心安全な
まちづくりに取り組む
まちづくり活動の紹介

【玉川地区コミュニティ】
令和になって初めての第６回玉川地区コミュニテ
ィまつりを６月２２日に開催いたしました。
今年も玉里消防署のご協力により、消防車・救急
車の展示、煙体験、消火器を使用した消火体験を実
施しました。また、防災管理課が防災コーナーを開
設し、アンケートや非常食等の配布を通して、防災
に関する広報活動をして頂きましたので、防災意識
の高揚を図ることができました。
【会長 藤田 泰正 記】

認定団体数
6１団体
（7 月 1 日現在）
学区コミュニティ
テーマ型
まちづくり委員会

９団体
１８団体
３４団体

【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
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楽しみながら防災を考える取り組み
担架でボールを運ぶ担架リレー

【さわやかな野田をつくる会】
昨年 11 月 4 日(日)に実施した健康まつりに地域住
民の 防災意識を高める事を目的とし、小美玉市消
防本部の協力による 煙体験コーナーやアルファ化
米・乾パン試食配布を行いました。
また、競技では担架でボールを運ぶ担架リレー
を取り入れ楽しみながら防災を考える取り組みも
行いました。
【会長 髙野 晴夫 記】

新元号とともにスタート
元号が新たに「令和」に改元された 5 月に、総会及び審査会が無事終
了し、市内に点在する 61 の団体が本年度の事業をスタートさせました。
みんなで知恵を出し合い、汗をかき、自分たちの住む地域の課題をみ
んなの力でよりよくするために、力を合わせる住民自治の力は小美玉市
にとって貴重な財産です。小美玉市では学区まちづくり、まちづくり委
員会（行政区）
、テーマ型まちづくりと幅広い分野で皆さんの活動を支援
する制度がありますので、みなさんもわたしたちとダイヤモンドシティ
に向かって力を合わせ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

令和元年度の取り組み / コミュニティ３団体紹介

令和元年度事業計画
１．まちづくり活動についての意見交換
□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（各助成事業、先進地事例の研究）
② 市民向け情報提供（広報誌、市 HP、市民協働課 FB）
３．会員の資質向上を目的とする活動
□研修会 （先進地視察、事務局研修）
４．まちづくり活動に関する行政との協力体制の構築
□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
□広報部会による各コミュニティの情報発信のた
めの人材育成（パソコン塾、広報紙「絆」２回発行）
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令和元年度 小美玉市まちづくり組織連絡会役員
役職名
氏 名
組
織
名
会 長
羽鳥 敏政
玉里小学校区コミュニティ
副会長
稲田 弘
竹原地区コミュニティ
副会長
山西 弘一郎 百里バルーンクラブ
元気な玉里北小区をつくる会
幹 事
鶴町 庄二
住みよい堅倉地区をつくる会
幹 事
磯辺 寛
幹 事
島田 清一郎 こころふれあう羽鳥の会
幹 事
永井 政二
納場地区コミュニティ
幹 事
藤田 泰正
玉川地区コミュニティ
幹 事
髙野 晴夫
さわやかな野田をつくる会
幹 事
久保庭 裕一 上吉影小学校区コミュニティ
書 記
真家 悦子
話し方教室
書 記
大枝 治夫
竹原区
長谷川 忠徳
会 計
中台東「ホトメの里」の会
会 計
大塚 好蔵
山野区
住みよい清風台区をつくる会
監 査
三田 初枝
監 査
吉倉 一郎
第二東宝区
広報部長 花山 俊夫
こころふれあう羽鳥の会

【こころふれあう羽鳥の会】
6 月 2 日（日）
“第 34 回ふれあい
広場”を羽鳥駅東口脇の川又商会様所

【玉里小学校区コミュニティ】
5 月 26 日に第 11 回地域交流まつりをコ
スモスで晴天の下に開催されました。当
日は大変暑かったにも関わらず、延べ約
1500 人の来場者があり、大変盛況に開催
することが出来ました。
各行政区等が模擬店を出店。幼稚園、保育
園、小学生等の出演で会場が大変盛り上
がりました。また、昨年に引き続き、
「起
震車」を借りることが出来、すごい人気で
長蛇の列が出ました。
気温 30 度を超える猛暑になり、片流れテ
ントに日陰用テントを加えたステージ
は、出演者も大変満足していただきまし
た。
区長、常会長を中心に 300 名を超えるボ
ランティアの皆様には、会議、準備を含め
てご協力を感謝申し上げます。

【会長 羽鳥 敏政 記】

有地をお借りして開催致しました。天
気に恵まれて 1400 人の来場者によ
り、盛況のうちに事業を終えることが
できました。これまでの経験と積み重
ねによりスムーズに運営がなされまし
た。フリーマーケットでは、ほとんど
【納場地区コミュニティ】
「ふれあいまつり」が，6 月 1 日（土） の店舗で準備した商品が完売しまし
JA 新ひたち野美野里営農経済センター た。
で開催されました。106 名の実行委員が
8 時に集合し、焼きそば・赤飯・かき氷・
わたあめ・ポップコーン・飲物・ゲーム・
今回から、小美玉市子ども会育成会
水ヨーヨーの準備にとりかかりまし
た。子ども会育成連合会からも、大判焼 羽鳥支部の皆さんにも参加をいただ
「〇✕クイズ」により子どもたちが
き・フランクフルト・ワッフル・飲物が き、
提供され，倉庫内の会場は大変なにぎ 楽しい時間を過ごしました。羽鳥小学
わいとなりました。ステージでは、納場 校区域のコミュニテーがさらに深化し
小学校金管バンドの演奏・納場幼稚園 たと思います。一堂に会したこのよう
児による遊戯・みのり太鼓の響き・OMT- な活動の中から、人と人のつながり
JAPAN のパフォーマンスが華やかに披 「絆」ができると思います。
秋には新規事業として、羽鳥小学校
露されました。ステージの周りに飾ら
れた花は、抽選により 50 名の方に手渡 と共に防災訓練が予定され、現在準備
され、楽しいふれあいの一時を過ごす を進めているところです。以上現況に
ついてお知らせいたします。
ことができました。

【会長 永井 政二 記】

【会長 島田 清一郎 記】

新しい取り組み―テーマ型・まちづくり委員会の紹介
なつメロ演奏で，まちづくりに一役！
ミニバンド日本の歌

平成 28 年 10 月、テーマ型まちづくり組織として認定
された新顔の団体です。
「あの歌，この歌，昭和の歌」
をキャッチフレーズに地域社会との融合につとめ生演
奏、歌、創作フラを駆使して、様々なイベント等に参加
しており、本年 5 月にはバンド結成以来コンサート出
演 800 回を記録しました。今年は「ギャラリー参加の
イベント」へと活動方針を強化し、生演奏をバックとす
る合唱やオレオレ詐欺防止の替え歌導入など新たな取
り組みを試行中です。
【会長 難波 栄次郎 記】テーマ型組織
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35 周年記念公演 200 名超の参加－話し方教室

「話し方教室」は、目の不自由な方のために広報紙の
音読テープを作成するという活動やお話し会等をしてい
ます。昭和 58 年に発足し今年で 35 年。去る 3 月 3 日に
は、
「話し方教室 35 周年記念公演」を開催しました。朗
読や映像紙芝居、朗読劇、狂言を披露し、200 名を超え
る来場者の方々に楽しい時間を過ごしていただくことが
できました。時代は平成から令和となり、新活動として
「大人のためのお話し会」を企画しています。皆様のご
来場をお待ちしています。
地区の行事等にも出向きますのでお気軽にお声かけく
ださい。問い合わせ TEL・FAX 0299-52-1341
【会長 真家 悦子 記】 テーマ型組織

青パトロール隊員たち

防災マップを作成・地震災害に備えて更に充実
【江戸住宅町内会】
「大地震がおきたら」
、日頃から「安否
確認の方法」
「災害を想定した防災訓練」を年１回 実施
しています。
「防災マップ」を作成し消火栓や貯水槽、消火器類の位
置を住民全体で共有しています。また、防災委員を中心
に第４分団の指導のもと消火栓や消火施設等の点検、訓
練も実施しています。これからの高齢化を踏まえると高
齢者自身による防災訓練、次代を担う子どもたちや若者
の防災訓練への参加が必要と考えます。さらに、救護班
や機材を準備しそれに基づいた訓練を進めるなど総合的
にする必要があると考えています。
【区長 佐藤 郷司 記】まちづくり委員会

「防犯便り」発行など様々な活動に隊員が奮闘中
【世楽区】パトロール隊の発足は２００５年１１月、現在の

隊員数は４５人。3～4 人ずつ 3 班に分かれての徒歩パト
ロール。青パトロール車を利用した学区内パトロールは、
12 人で月 1～2 回、2010 年 3 月 6 日より始動。立て看板、
防犯旗の設置は、年 2 回定期的に行っています。
「防犯便
り」を概ね毎月発行し 15 号まできています。3 世代交流
会では、標語や川柳を募集して発表をさせていただいてい
ます。このように隊員の様々な日常的活動が実を結び地域
一丸となった防犯活動が定着してきています。これからも
継続して安心・安全のまちづくりに貢献できればと思って
います。
【隊長 八文字 弥利 記】
）まちづくり委員会

市内でがんばる企業紹介

市内でがんばる企業を広く掲載募集しています
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〒319-0106
茨城県小美玉市堅倉 871-1
℡0299-36-7878
fax0299-36-7886
http://www.taiyo-otoku.com/

旬彩

一菜一心

シュンサイ イチナイチエ

厳選した野菜や旬の魚介を使用した料理を堪能して頂けます

和食・海鮮・シーフード

刺身が食べた～い
営業時間 11:00～14:00 17:00～23:00 定休日 月曜日
電話番号 0299-48-0933 各種宴会コースあり
問合せ：https://r.gnavi.co.jp/a3xrbukf0000/
〒319-0122

茨城県小美玉市江戸 185-6 （エリア： 小美玉・茨城町 ）

電 話

0299-58-5524 各種宴会コースあります

営業時間 11:30～14:00／18:00～22:00 定休 月曜日

住 所

茨城県小美玉市中延 595-1

小美玉市 石岡市 稲敷市の不動産を主に取り扱ってます。
創業 50 年！売主物件（約１５０）を自社ホームページでも検索ください
所在地：小美玉市小川 1505
☎ ：0299-58-2601
📠 ：0299-58-6669
営業時間：8：30～17：30
定休日 ：年末年始 お盆

【編集後記】始まりました。令和の時代が・・ 5 月に総会と審査会が開催され「小美玉市まちづくり組織支援事
業」も新しい一歩をあゆみ始めました。楽しい 1 年になることを期待したいですね。
「市内で頑張る企業」も刷新
し皆さんに興味を持ってもらえる企画を目指して頑張りたいと思います。応援よろしくお願いします。
【広報部：斉丸 章 記】

