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平成２８年１２月１６日発行

町民活動センターだより えがお
『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。

カップリングバスツアーの開催（マリッジクラブ）
11 月 12 日、NPO 法人マリッジクラブが阿見町と協働で「カップリングバスツアー」を開催しま
した。素敵なお相手を見つける今回のツアーには、男女合わせて 64 人の応募があり、男性 15 人、
女性 16 人が参加しました。
茨城の恋愛におけるパワースポット常陸出雲大社で縁結び、笠間市内でのレストランにて自己紹
介タイム・ランチ・フリータイム、最後に予科練平和記念館でアピールタイムを行ない、4 組の
カップルが誕生しました。
スタッフの声
バスツアーは初めての試みで、参加者に楽しんでもら
えるよう下見を何度も繰り返し計画を練りました。当日
はお天気にも恵まれ、まさに秋の旅日和となりました。
バスの車内では司会者が進行役となって、じゃんけん
大会・到着時間当てクイズなどで盛り上がり、皆さんに
楽しんでいただきました。参加者から「楽しくて時間が
短かった」と言われ、とても嬉しく思いました。

△バス車内でゲーム

4 組のカップル以外にも、個別に連絡先を交換してい
る方をお見かけしました。これからも当事業を通じて阿
見町に一人でも多くの方に定住していただき、ますます
明るく住みよい町になるよう、当団体も精進していきた
いと思います。
問合せ

NPO 法人マリッジクラブ
電話：029-893-3588

△レストランで楽しく食事

【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

協働のまちづくり講演会の開催
11 月 20 日、中央公民館において平成 28 年度協働のまちづくり講演会を開催しました。守谷市民活動支
援センターの髙木保センター長を講師にお迎えし、「ゆるやかにつながる家族『新地縁』新しいネットワ
ーク作り」を演題に講演していただきました。
会場には、地域や市民活動団体の代表者を中心に 39 人が集まり、地
域でのつながりの大切さや、守谷市での協働のまちづくりに関する取
り組みを学びました。
参加者の多くから、市民活動団体と行政による協働のまちづくりを
推進するために、学習会の開催や市民同士の情報交換の機会を望む声
がありました。今後も、町民活動センターが中間支援組織となって、
市民活動を支援しながら、協働のまちづくりを推進する役割を担って
いきます。

△熱心に聞き入る参加者

阿見町マラソン大会の開催（阿見アスリートクラブ）
12 月 4 日、阿見町総合運動公園にて、阿見アスリートクラブが阿見町と協働で「第 39 回阿見町マラソ
ン大会」を開催しました。今年も昨年に引き続き、電子チップを導入し、約 1,000 人のランナーが、各々
の目標に挑戦をしました。
スタッフの声
小学生の低学年の部は 2km を走り、ちょっと緊張気味でも最後まで走り
きり、小さな身体が一生懸命走る姿に、会場が和やかな雰囲気になりまし
た。小学生の高学年の部は 3km を走り、各スポーツ少年団の参加が目立ち
ました。ゴール前ではギリギリまで争い、ゴール後に互いの健闘を讃える
姿は、切磋琢磨することのすばらしさを伝えてくれました。
中学生の部は 5km を走り、記録に挑戦するランナー、普段の部活の練習
の成果を試すランナーが諦めないで走る姿は、迫力と成長することの大切
さを感じさせるものでした。一般の部は高校生以上で 5km と 10km の部が
あり、ほとんどが成人のランナーで、自分のペースで、仲間と楽しく走る
姿は、年齢を重ねても、励まし合うことの良さを教えてくださいました。

△▽勢いよくスタート

そして、前日および当日の準備をご協力いただいた、各種団体、協賛団
体や企業の協力があって、無事に開催することが出来ました。見えない所
で調整頂いた方々、本当にありがとうございます。来年は 40 回目となり
ます。今後より良くしていくための課題もありますが、参加者にとって良
い大会になることを願います。

問合せ

NPO 法人阿見アスリートクラブ

代表

楠

029-887-1185

この町民活動センターだよりえがおは、阿見町内の下記公共施設に設置しております。
町民活動センター、役場 2 階町民活動推進課、うずら出張所、総合保健福祉会館『さわやかセンタ
ー』、中央・かすみ・君原の各公民館、本郷・舟島の各ふれあいセンター、予科練平和記念館、男
女共同参画センター等

各種お知らせコーナー
 NPO 設立運営勉強会を開催します
【日時】第３金曜日午後６時～７時３０分【内容】NPO 法人設立に関する支援（申請の方法
等）、NPO 法人運営に関する支援（事業計画等）を学びます。【講師】NPO 法人阿見アスリー
トクラブ：楠【対象者】NPO 法人の設立および運営に関心のある人【費用】無料【申込先】町
民活動センター【電話】029-888-2051

 パソコン何でも相談室を開催します
【日時】第２土曜日午後１時～３時【内容】パソコンのハード・ソフト何でも相談を受け付
けます。不登校・ひきこもりなどへの就労支援勉強会を行います。【対象者】どなたでも【費
用】５００円【講師・申込先】NPO 法人いばらき IT 普及協議会：田村【電話】050-5586-5548

 IT 道場を開催します
【日時】毎週水曜日午後７時～９時【内容】ホームページ・ネットワーク関係の勉強会、不
登校・ひきこもりなどへの就労支援勉強会を行います。【対象者】どなたでも【費用】５００
円【講師・申込先】NPO 法人いばらき IT 普及協議会：田村【電話】050-5586-5548

 エクセル基礎から応用までを開催します
【日時】毎週金曜日午後１時～３時【内容】エクセルの基礎から応
用までを教える講座を行います。【対象者】どなたでも【費用】５０
０円【講師・申込先】NPO 法人いばらき IT 普及協議会：加藤【電話】
080-1301-8545

 パソコン学習会を開催します
【日時】毎週火曜日・毎週水曜日午前１０時～１２時ほか（他の講座が開催される際は休講）
【内容】参加者のニーズに合わせた講座を行います。【対象者】活動に興味のある人ならどな
たでも【費用】各回５００円【講師・申込先】パソコン学習会：成田【電話】090-1768-0956

 阿見日中交流会を開催します
【日時】第２・第４日曜日午前１０時～１２時【内容】中国人の講師をお招きして、中国語会
話を習得し日中相互の文化などの理解を図ります。【対象者】活動に興味のある人ならどなたで
も【費用】参加人数によって変動します【申込先】阿見日中交流会：坂手【電話】029-888-0484

 町の寺子屋を開催します
【日時】月２回木曜日午後５時～午後９時【内容】勉強のやり方、
分からない問題やテスト対策などを教えます。【対象者】小学生から
大学生の理数系教科でお悩みの人【費用】５００円【講師・申込先】
美浦指南会：出戸【電話】029-888-2051（町民活動センターへご連絡
ください）

裏面に続きます

各種お知らせコーナー


年末年始の開館について
年末は 12 月 28 日（水曜日）まで、年始は 1 月 4 日（水曜日）からとなります。なお、開館時間は通
常通り、午前 10 時から午後 9 時までです。



2017 中央ろうきん助成プログラムの受付が始まります
中央ろうきんでは、未来の財産となる「ひと」を育て、魅力的で住みよい「まち」をつくり、多様な
生きかたを認め合う「くらし」を実現する活動を応援します。特に財政規模の比較的小さな団体を対
象とし、これからはじまる活動をじっくり支えるプログラムとなっております。
【内容】①スタート助成：活動開始資金 1 団体上限 30 万円。②ステップアップ助成：活動展開資金
1 団体 50～100 万円。
【対象】▼1 都 7 県を主たる活動の場としているボランティアグループや市民団体(NPO 法人等) ▼
①スタート助成：おおむね団体設立から 5 年未満であり、支出規模 500 万円未満の団体。②ステップ
アップ助成：スタート助成で 3 年または 2 年にわたって助成を受けて活動を行った団体。
【応募方法】応募書類（所定の書式）のみ、折りたたまずに郵送ください。※詳細は HP をご覧くだ
さい。
【申込締切】平成 29 年 1 月 4 日(水曜日)～ 1 月 13 日(金曜日)必着
【問合せ先】中央ろうきん社会貢献基金（中央労働金庫総合企画部内）〒101-0062 東京都千代田区神
田駿河台 2 の 5 http://chuo.rokin.com/about/csr/assistance/assistant_program/guideline/
【電話】0120-86-6956（平日のみ 受付時間：午前 9 時～午後 6 時）



アスレッコ駅伝フェスタを開催します
NPO 法人阿見アスリートクラブが、第 12 回アスレッコ駅伝フェスタを開催します。申込方法やタイム
テーブルなど、詳細は HP をご覧ください。
【開催日】平成 29 年 2 月 4 日（土曜日）
【場所】あみプレミアム・アウトレット第 5 駐車場内
【申込締切】平成 29 年 1 月 23 日（月曜日）
【問合せ先】NPO 法人阿見アスリートクラブ

http://www.amiac.club/

【電話】029-887-1185



カップリングパーティーを開催します
NPO 法人マリッジクラブが、阿見町と協働で第 2 回カップ
リングパーティーを開催します。申込方法など、詳細は
HP をご覧ください。
【開催日】平成 29 年 2 月 25 日（土曜日）
【場所】阿見ゴルフクラブ内
【申込締切】平成 29 年 1 月 29 日（日曜日）
【問合せ先】NPO 法人マリッジクラブ

http://www.marriageclub.or.jp/

【電話番号】029-893-3588（月曜・火曜を除く午前 10 時 30 分～午後 4 時 30 分）

