
 

町民活動センターだより えがお 

 

△設立・運営勉強会の様子 

【編集・発行】阿見町町民活動センター 

【住所】阿見町阿見２９５８ マイアミ・ショッピングセンター３階 

【電話・ファクス】０２９－８８８－２０５１ 【E-mail】ami-vol2@bz01.plala.or.jp 

【ホームページ】http://business4.plala.or.jp/ami-vol/ 

【開館時間】午前１０時～午後９時（毎週月曜日および年末年始は休館） 

【利用可能内容】パソコン，インターネット閲覧，コピー，印刷，情報の提供・収集，団体

の交流，活動の打ち合わせ・相談 ※コピー等は有料 

  平成２８年３月１１日発行 

『阿見町町民活動センター』は，町民が行う自発的で営利を目的としない社会貢献のための活動（市民活

動）を支援するとともに，町民との協働のまちづくりを推進するための施設です。 

今年１年間ご支援・ご協力ありがとうございました！ 

平成 27 年度は，広報あみ通常版の「地域貢献・社会貢献活動団体」の特集コーナー，本紙「町

民活動センターだよりえがお」を通じて，27団体の市民活動をご紹介しました。 

活動をご紹介した市民活動団体（五十音順） 

愛犬家サークル犬愛，阿見おもちゃ病院，あみ自然再生ネットワーク，阿見日中交流会，阿見町シル

バーリハビリ体操指導士会，阿見町文化財調査研究会民話調査班，阿見野草の会，アレンジ阿見，う

ら谷津再生の会，おむすびの会，オレンジの会，学校区児童館母親クラブ，たのしい陶芸，筑見ふれ

あい館喫茶マスターの会，手作りアクセサリー勉強会，ＮＰＯ法人アニマルセラピー協会，NPO 法人

阿見アスリートクラブ，NPO 法人 AMI&YOU，NPO 法人いばらき IT 普及協議会，NPO 法人動物の

愛護と福祉と共生社会を考える茨城県・犬猫共存推進会，NPO 法人日本ヤーコン協会，NPO 法人マ

リッジクラブ，BORA ぼらんてぃあ，美浦指南会，臨床美術，輪道会，和田工房 

※各団体の情報は阿見町ホームページ等をご覧ください。 

また，当センターでは，毎月第 3 金曜日に「NPO・ボラン

ティア設立・運営勉強会」の開催，ネットワークセキュリ

ティに関する講座の開催，阿見町主催のさわやかフェアへ

の出展協力，NPOと行政の対話フォーラムへの参加，市民活

動に関する各種助成金情報の提供を行ってまいりました。 

新年度も引き続き，市民活動の情報を収集しながら，皆

様の提供・発信を続けていくとともに，市民活動に係る相

談の受付，市民活動に係る学習の機会を提供してまいりま

すので，ぜひ当センターをご利用してください。 

（阿見町町民活動センター 職員一同） 

回覧 



 

△講座の様子 

「町民活動センターだよりえがお」に団体紹介やイベント案内を掲載してみませんか？    

２００～３００字程度の原稿と活動されている時の写真を１枚ご用意のうえ，阿見町町民活

動センター（029-888-2051）までご連絡ください。 

 

 

△楠センター長 

町民活動センター長より 

私は，2007年 1月より 2代目センター長としての職について 9年余

り，たくさんの事を学ぶことができました。 

 私を市民活動の世界に引っ張ってくれたのが，当施設であり，初代セ

ンター長の竹中さんでした。2000年から始めたかけっこを中心とした

『アスレッコクラブ』を，責任のある組織にしようと思った時に相談に

来たのがこの施設でした。前センター長の竹中さんから「楠さんのやっ

ていることは立派な地域貢献，社会貢献ですよ」と言われ，NPO法人に

なれますよと背中を押してもらい，NPO法人阿見アスリートクラブは誕

生しました。 

 そして，私が会社を辞め，本格的に NPO法人をやろうと思っている時に，縁あってか，2代目センター

長をお願いしますと話があり，現在の職に就くことになりました。 

 私が町民活動センターで掲げた方針は，①ボランティアリーダーの育成，②ボランティアの皆さんに気

軽に活動をしてもらう場の提供，③NPO法人と阿見町との協働事業です。この施設から，たくさんの市民

が活動を始めて，やがてリーダーとなって組織を作り，生き生きと活動を展開してくれたことはとても嬉

しく思いました。 

 また，2011年 3月 11日の東日本大震災，福島第一原子力発電所の大事故があり，阿見町にも福島の方

が避難されてきました。その中で「福祉センターまほろば」を避難所として受け入れたこと，そこで当施

設の職員を中心にボランティア活動ができたことは誇りに思っています。今もなお，福島から避難してき

た方たちと交流があります。 

 特に嬉しかったのは，長年掲げてきた阿見町との協働事業が 2014年から確実に進んだことです。センタ

ー長としての職の中で，ある程度自分の掲げた目標を達成できたこと，本当にありがたく思っています。 

私自身は，2016年 3月をもって退職いたしますが，市民活動に携わる皆様には，感謝の気持ちでいっぱ

いです。多くの方から長年に渡って職を与えてもらい，ありがとうございました。今後とも，町民活動セ

ンターへのご支援・ご協力をお願いします。 

ネットワークセキュリティに関する講座の開催（NPO 法人いばらき IT 普及協議会） 

1 月 24 日に NPO 法人いばらき IT 普及協議会が，町民活動センタ

ーなど各施設でインターネットを使用したパソコンに関する講座の

講師を対象に，ネットワークセキュリティに関する講座を開催しま

した。 

各講座の利用者の中には，セキュリティ対策を全くしていない方

が居るものの，対処方法が分からないという声がありました。そこ

で，インターネットを使う上で，利用者に守ってほしいことや知っ

ておいてもらいたいことを講義しました。 

連絡先 NPO法人いばらき IT普及協議会 代表 田村（たむら）888-2051 



裏面に続きます 

 

△駅伝フェスタの様子 

 

△展示の様子 

 

△パーティーの様子 

 

△レクチャー企画の様子 

アスレッコ駅伝フェスタの開催（NPO 法人阿見アスリートクラブ） 

2 月 6 日に NPO 法人阿見アスリートクラブが，あみプレミアム・

アウトレットの駐車場にて，第 11 回アスレッコ駅伝フェスタを開

催しました。 

10 年続けてきたクラブ最大のイベントは，昨年まで阿見町総合運動

公園で開催していましたが，今年は，アウトレット内の企業・他企業の

協賛で，アウトレットの第 5駐車場にて開催することとなりました。 

参加する子ども達とそれを応援するご家族，関係者の皆様の笑顔，運

営スタッフのやりがい，会場となったあみプレミアム・アウトレットの関係者への信用，長年ご支援頂け

る企業との絆を感じました。さらにスポーツと商業施設がマッチングする新鮮な楽しさは，皆様にも伝わ

ったと思います。来年は，さらに駐車場を広く使ってフェスタを行えそうとのことで，地元の企業の地域

貢献・社会貢献の場となり，企業・ＮＰＯが協力してさらに発展することができそうです。 

連絡先 NPO法人阿見アスリートクラブ 代表 楠（くす）887-1185 

折り紙のお雛様を展示（NPO 法人 AMI&YOU） 

2 月 16 日から 3 月 3 日にかけて NPO 法人 AMI＆YOU が，本郷ふれあいセ

ンターにて折り紙のお雛様を展示しました。 

何枚も折り紙を使って折ったお雛様・三人官女・五人囃子・右大臣・左

大臣と，1 枚の折り紙で折った座雛や立雛を展示しました。施設を訪れた

方からはとても好評で，折り紙の折り方を知りたい，展示はいつまでなど

の問い合わせがあったそうです。 

連絡先 NPO法人 AMI&YOU 代表 下仲（しもなか）887-5228 

カップリングパーティーの開催（NPO 法人マリッジクラブ） 

 2月 20日に阿見町と NPO法人マリッジクラブが婚活協働事業として，第 2

回交流会企画「カップリングパーティーat AMI Golf Club」を開催しました。

前回のカップリングバーベキューとは異なり，立食形式でのパーティーです

が，募集を多く上回る 71名の申し込みがありました。当日は抽選で選ばれ

た 38名が参加し，3組のカップルが成立しました。 

また，2月 28日には，第 2回レクチャー企画「効果的なパーティー参加

方法教えます！」を開催しました。講師に「一般社団法人いばらき出会いサ

ポートセンター」の川邊さんをお招きし，10名の男女が婚活パーティーの

参加方法などを学びました。後半ではマリッジクラブの相談員を交えて，参

加者同士で交流を楽しみました。 

今後も，カップリングパーティー，婚活レクチャー企画や夜間相談会など

を実施する予定ですので，結婚に興味のある方は，ぜひ一度下記までご連絡

ください。 

連絡先 NPO法人マリッジクラブ 事務局 渡邊（わたなべ）893-3588 



各種お知らせコーナー 
 

 わかば基金の受付が始まりました 

「わかば基金」は，地域に根ざした福祉

活動を展開しているグループが，活動の

幅を広げるための支援をしています。 

【内容】①支援金部門：1 団体最高 100

万円。②リサイクルパソコン部門：1 団

体 3 台まで。③東日本大震災復興支援部

門：1団体最高 100万円。 

【対象】①支援金部門：国内のある一定

の地域に福祉活動の拠点を設け，この支

援金で活動の輪を広げたいというグルー

プ。②リサイクルパソコン部門：パソコ

ンを利用することによって，地域で活発

な福祉活動に取り組み，高齢者や障害者

に直接役立つ活動をすすめているグルー

プ。③東日本大震災復興支援部門：東日

本大震災の被災地に活動拠点があり，そ

の地域で福祉活動をすすめているグルー

プ。支援金で活動場所の再整備をすすめ

たい，被災地に必要な新たな事業を展開

したい，と考えているグループ。 

【応募方法】申請書に必要事項を漏れな

く記入して郵送。※詳細はホームページ

をご覧ください。 

【申込締切】平成 28 年 2 月 1 日(月)～ 

3 月 31日(木)必着 

【問合せ先】社会福祉法人 NHK厚生文化

事業団「わかば基金」係（〒150-0041東

京都渋谷区神南 1-4-1）

http://www.npwo.or.jp/info/2016/28_wa

kaba.html 

【電話】03-3476-5955（平日のみ 受付

時間：午前 10時～午後 6 時） 

 SAKURAミーティング－いばらき

NPO・地域活動つながるワークショ

ップ－が開催されます 

大好きいばらき県民会議が，「SAKURAミー

ティング」を開催します。さまざまな分野で

活動する団体の，誰もが気軽に参加できるワ

ークショップが集結します。地域活動につい

て，知る・つながる・はじめの一歩をここか

らという内容で，参加無料ですので，地域活

動に興味・関心のある方はご参加ください。 

【日時】平成 28年 4月 2日(土)午後 1時～

午後 4時 

【場所】水戸生涯学習センター大講座室・中

講座室（茨城県三の丸庁舎 2階） 

【問合せ先】大好きいばらき県民会議 

【HP】http://www.daisuki-ibaraki.jp/ 

【電話】029-302-2160（火曜日祝日休み 受

付時間：午前 9時 30分～午後 6時 00分） 

 平成 27年度協働のまちづくり講

演会が開催されます 

阿見町が，「市民

協働とボランティ

アコーディネーシ

ョン」というテー

マで，平成 27年

度協働のまちづく

り講演会を開催し

ます。 

事前申込不要で，

どなたでもご参加いただけます。 

【日時】平成 28 年 3 月 23 日(水)午後 1 時

30分～午後 3時 30 分（午後 1時開場） 

【場所】阿見町総合保健福祉会館（阿見

4671-1）2階大会議室 

【講師】池田 幸也 教授（常磐大学 コミ

ュニティ振興学部 学部長） 

【内容】基調講演およびミニワーク 

【問合せ先】阿見町役場 町民活動推進課 

【電話】029-888-1111（平日のみ 受付時

間：午前 8時 30分～午後 5時 15分） 


