発行：小美玉市まちづくり
組織連絡会
編集：広報部会

きずな

絆
小美玉市まちづくり組織連絡会広報紙

羽鳥学区地域で親子防災訓練 R1 開催

第 4 号
令和 2 年 1 月 １６日

秋の叙勲「緑綬褒章」受賞 話し方教室

非常食 1100 人
分のおにぎり作
り体験活動風景

11月9日（土）晴天のもと羽鳥小学校において、「第1
回羽鳥学区地域で親子で防災訓練R1」を実施し、児童や
保護者14行政区や各団体から1100人が参加しました。
市防災管理課危機管理室や市消防本部、羽鳥地区防災
士会など10団体のご協力を頂きました。
羽鳥学区に震度６強の地震が発生した想定のもと、午
前７時に放送の合図で、自宅から羽鳥小学校の避難所へ
到着、安否確認・区内の災害状況の確認。開会式後、7
つのブース14会場で災害体験活動を行いました。その
後、児童と保護者は、非常食体験・消防車やパトカーの
説明・試乗体験。14行政区の担当者や各団体から52人参
加して防災研修会を実施、講師は市防災管理課東ヶ崎様
が務めました。その後、閉会式で散会しました。257人
のアンケートでは、「防災意識を高めていく良い機会に
なった」「次回も開催してほしい」「行政区でも開催し
て」など声が寄せられました。
【 会長 島田清一郎 記 】

2020 年 認定団体数
（1 月 1 日現在）
学区まちづくり組織
まちづくり委員会

テーマ型組織

9 団体
３４団体
１８団体
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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

私たち話し方教室は，
公民館講座の受講者を中心
に，プロのアナウンサーから発声や朗読の仕方を学ん
だことをきっかけに活動を開始し，市の広報紙の音訳
を作成したり，幼稚園や小学校，高齢者施設に出向い
て朗読劇を実施したりするなど，会員の得意分野を活
かしながら住民の皆様に寄り添う活動をしてまいり
ました。今年 3 月には 35 周年を迎え，記念公演も盛
大に実施することができました。これもひとえに地域
や家族の支援があって続けてくることができ，このよ
うな名誉ある賞を受賞することができました。これか
らも言葉を通して地域の絆を広げ，住みよい小美玉市
づくりに貢献し続けたいと思います。
【 会長 真家悦子 記 】

地域の皆様の
さらなる活躍を祈念

謹賀新年
令和に改元されて，初めての輝かしい新年が穏やかに迎えられますこ
と，謹んでお祝い申し上げます。
本紙にある通り，まちづくり認定組織の「話し方教室」の皆さまが秋
の褒章で緑綬褒章を受賞されました。受賞されました皆様にお祝い申し
上げますと共に，これまでの活動に敬意を表します。
地域の皆様のさらなる活躍を祈念し，新年に当たってのご挨拶とさせ
ていただきます。
小美玉市まちづくり組織連絡会
会 長 羽鳥 敏政

コミュニティ 6 団体紹介
住みよい堅倉地区をつくる会は、10 月 7 日には、堅
倉小学校校庭において、第 18 回の「3 世代みんなでや
っぺまつり」を実施させていただきました。雨で中断が
ありながらもたくさんの皆様に参加をいただき、無事終
了しました。また、11 月 24 日（日）市役所駐車場にお
いて、軽トラ朝市・そば打ち体験教室を実施しました。
地産地消を合言葉に地域の皆様に参加をいただき地域
の輪がひろがれば幸いです。
【会長 磯辺 寛 記】
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元気な玉里北小区をつくる会は、8 月に恒例の「夏祭り」

を開催しました。盆踊りをメインに抽選会、子供ラン
ドでは昔遊びやストラックボード、水ヨーヨーなどで
盛り上がりました。模擬店もプロ並の味でみんなのお
なかが満腹になりました。共催である青少年を育てる
市民の会玉里支部や，消防分団や女性会など地域の力
を結集して実施されました。
また，12月に行われた
レクリエーション大会で
は大人も子どもも同じ競
技で競い合い，世代間の
絆を深めることができま
した。
【会長 鶴町庄二 記】

玉川地区コミュニティでは、第 6 回玉川地区コミュ
ニティまつりを令和になって間もない 6 月 22 日に開催
しました。今年は茨城国体に因み，玉里東小学校の全校生
徒による国体ダンスを踊ってもらい，オープニングに華
を添えて頂きました。
又，今年から新規事業として，学区の敬老会事業をコミ
ュニティで開催いたしました。台風 15 号の通過時でした
が，時刻を繰り下げて無事に開催することができました。
これからも新規事業を取り入れ，コミュニティの輪を
広げていきたいと思います。
【会長 藤田 泰正 記】

竹原地区コミュニティは、今年で認定を受けて２７年
になりました。この間，花づくりを中心として活動を
してまいりました。花づくりは人作りと申しますが，
花づくりをしながら多くの人たちの出会いがあり，情
報交換をしてコミュニケーションを図っていただくこ
とが基本となっております。１０月６日には竹原コミ
ュニティの一大イベント「フラワー感謝祭」を開催い
たしました。８００名を超える参加者で盛大に開催す
ることができ，地域の皆様，役員の皆様に改めてお礼
申し上げます。これからも住みよい地域づくりに寄与
していきたいと思います。
【会長 稲田 弘 記】

上吉影コミュニティは、第 2 回「上吉影交流まつり」
を 11 月 9 日（土）上吉影小学校を会場に開催しました。
晴天にも恵まれ、多くの方々にご来場いただきました。ユ
ーモア溢れるパフォーマンスやプロによる感動的な伝統
演奏に酔いしれました。
今後は地域の安全・安心のため，防犯や交通安全の啓蒙
活動にも力を注いでいきたいと思います。
ご協力お願いい
たします。
【上吉影 会長 久保庭裕一 記】

野田学区コミュニティ「さわやかな野田をつくる会」
結成され間もなく 13 年目を迎えます。
秋の一大イベント健康祭り（ふれあい運動会）は、昨
年も 10 月 27 日（日）に地域住民が千人以上参加し 各
競技の競演や防災コーナー体験、健康測定コーナーなど
盛沢山の一日を過ごしました。
更に健康増進部が中心となり編集・制作した冊子「生
活習慣病予防食」を全戸配布し新聞にも掲載されまし
た。
【会長 髙野 晴夫 記】

新しい取り組み―テーマ型・まちづくり委員会の紹介
＜玉里の史跡と自然を護る会＞
玉里村の時、公民館講座の史跡探訪めぐりをして、
村内各地をめぐりましたが、歴史ある史跡がヤブに覆
われ、シノに囲まれていて形も無く雰囲気さえ無い
状態でありました。その様な中で講座が終了する頃、
状態をうれいた有志の皆さんで史跡を護もろう、次の
世代へ引き継ごうと立ちあがり、玉里の史跡と自然の
愛護に努め、まちづくりを後世に受け継ぐことから、
平成１２年５月に３０名をもつて立ち上げました。
そして目標を玉里六井とその周辺の自然の環境を護
り整備と維持を行い、玉里の史跡、文化財、自然を学
びながら、ボランティア活動を続けています。
【代表世話人 田上和喜 記】（テーマ型）
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＜仲丸池をきれいにする会＞
5 年前，
仲丸池は風の吹く時に数キロ先まで悪臭のす
るところでした。何とかならないだろうか。そこで私た
ちは，自分たちの地域の課題を自ら解決しようと「仲丸
池をきれいにする会」を結成し，EM 菌（有効微生物群）
を投入しました。すると，たちまち悪臭は消え，元のき
れいな池に戻ってきました。今では多くの野鳥がやっ
てきます。仲丸池をきれいにすることで，園部川や霞ヶ
浦をきれいにできるのだと継続しています。
【事務局 鈴木俊夫 記】（テーマ型）

六井の一つ
玉井へ
今年植えた
コスモス

草刈り作業風景
＜竹原区＞
竹原区では、羽黒古墳公園の保全と環境美化・竹原神
社周辺のアジサイづくりを行っております。
具体的には、羽黒古墳公園の草刈り等の整備、その周
辺等の花作りを進めています。
また、アジサイづくりでは神社周辺にアジサイを植栽
し、草刈りや散策のための遊歩道を整備し、6 月には第
6 回となる「アジサイ祭り」を実施し、アジサイ苗のプ
レゼント、足湯の設置、コンサート、新鮮野菜の直売等
を行い多くの人に楽しんでいただきました。
【区長大枝 治夫 記】（まちづくり委員会）

アジサイまつりの風景

＜二本松区＞
私たち二本松区は「二本松ヘルプボート」と銘打ち，
区内に住む方が住み続けたいと思うまちづくりをし
ています。安全・安心に暮らせる地域を目指し防犯パ
トロールや地区内の環境整備を行ったり，地域の融和
を図るための三世代交流運動会を実施したり，地域の
サロンと連携を取りながら地区内の健康維持を図る
など，幅広い活動を展開しています。これからも住み
よい潤いのある二本松区づくりを頑張っていきたい
と思います。
【 区長 伊能善久 記】
（まちづくり委員会）

三世代交流会の風景

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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刺身が食べた～い
和食・海鮮・シーフード
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
電 話
0299-58-5524
住 所
茨城県小美玉市中延 595-1

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

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

〒319-0122

問合せ：https://r.gnavi.co.jp/a3xrbukf0000/
茨城県小美玉市江戸 185-6 （エリア： 小美玉・茨城町 ）

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】令和２年 明けましておめでとうございます。昨年は、新年号に伴って様々な行事がありましたし小美玉
市も重要な選挙がありました。しかし，市の人口が５万１千人を割る中 有権者が約４万１千人とは改めて高齢化の現
実を思い知らされました。地域のみんなが手を取り合って，世代を超えた輪を広げていくことが益々求められる時では
いますので、ぜひご相談ください。
ないでしょうか。ところで，金メダルは何個とれるでしょうか？ 【広報部 斉丸 章】

