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『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市民活動（社会貢献のための活動）

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。 

「世界湖沼会議歓迎 阿見・霞ヶ浦湖畔スタディーツアー」

事前勉強会が開催されました

 10月 15日（月曜日）から 19日（金曜日）まで，つくば国際会議場を中心に県内数ヶ所を会場

とする，「第 17回世界湖沼会議（いばらき霞ヶ浦 2018）」が開催されます。 

 世界各国や全国からの会議参加者を歓迎するために，町内外で活動する市民活動団体の関係者

が中心となって「世界湖沼会議歓迎 阿見・霞ヶ浦湖畔スタディーツアー実行委員会」が設立さ

れ，湖沼会議前日の 10月 14日（日曜日）に会議参加の皆様をお迎えし，霞ヶ浦湖畔の自然と文

化を紹介するスタディーツアーを計画しています。 

 ツアー本番を成功させるため，まずは案内する側が霞ヶ浦湖畔の地域資源について学ぼうと， 

8月 26日（日曜日）に「事前勉強会」が開催されました。 

 当日は猛暑の中，アフガニスタンからの農業技術者 2名，茨城大学生 9名（うち留学生 1名）

を含んだ 45名の皆さんが参加し，本番のツアーとほぼ同様の内容で阿見町内大室地区の「霞ヶ浦

湖畔」，そして美浦村内の国指定史跡である「陸平縄文遺跡」を見学しました。 

 1ヶ所目の霞ヶ浦湖畔では，長年霞ヶ浦の生態研究を続けてこられた 

春日先生，大室地区出身である元阿見町教育長の大﨑先生両名のお話を

聞き，地引網調査を見学しました。調査では，外来種のアメリカナマズ

が漁獲され，皆さん驚きの様子でした。2ヶ所目の陸平縄文遺跡は， 

陸平貝塚公園内にあります。まず「阿見野草の会」の稲川先生から，縄

文遺跡周辺の植物についてお話を頂きました。その後，同敷地内にある 

「美浦村文化財センター」の学芸員さんから日本屈指の規模を誇る縄文

遺跡の概要と，これまでの発掘・保全に関わる市民活動のお話を頂きま

した。今回の勉強会を通じ，参加者たちはツアー本番の案内役として 

霞ヶ浦湖畔の自然・文化への理解を深める良い機会となりました。 

 10月 14日（日曜日）はスタディーツアーの本番です。事前勉強会に 

ご参加の方も，そうでない方も，ぜひご参加・ご協力お願いいたしま

す。（申し込みは町民活動センターまでご連絡ください。） 

  

 
▲地引網調査 
 

 
▲出土した縄文土器 

町民活動センターだより えがお 

【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】center@ami-cac.org 

【ホームページ】http:ami-cac.org/ 

【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 



「飯ごう炊飯と流しそうめん」 夏休みイベントを開催 
～NPO 法人 AMI＆YOU と阿見町子ども会育成連合会によるタイアップ事業～ 

 8月 26日（日曜日）に阿見町総合運動公園バーベキュー場にて夏休

み体験イベント「飯ごう炊飯と流しそうめん」を開催しました。 

 当日は，参加者，学生ボランティア，スタッフ合わせて 50名余りが

暑い夏の一日を楽しみながら過ごすことができました。 

 イベントでは，飯ごうを使った炊飯体験や，流しそうめん，的当て

ゲームなどを行いました。子どもたちは活動を通じ，もしも災害が起

こり電気の無い場合にお米を食べる方法を学び，イベントの楽しさと

同時に防災意識の向上にも役立ちました。 

 

問い合わせ：NPO法人 AMI＆YOU 下仲（しもなか）029-887-5228 

 

 

婚活協働事業のご案内 
～NPO 法人マリッジクラブと阿見町の協働事業～ 

 結婚を希望する方への出会いの場や結婚に繋がる支援情報の提供，地域密着型の町相談体制の

充実に向けて，協働事業を行っています。今回は，今年度実施する 2回のカップリングイベント

をご紹介します！ 

参加対象：結婚を希望する 20歳以上の独身男女のうち，阿見町にお住まいの方・お勤めの方， 

住んでいた方，勤めていた方，これから住みたいと考えている方 

①パン作り体験コン 

開催日：10月 14日（日曜日）【申込期限：9月 29日（土曜日）】 

時 間：午前 10時 30分～午後 3時（午前 10時受付開始） 

場 所：東部ガス LIFE STUDIO（土浦駅前 ULALAビル内） 

参加費：男性 5,000円 女性 2,000円（いずれも税込） 

募集人数：男女各 10名（申込多数の場合は抽選） 

備 考：10月 7日以降はキャンセル料が発生します。 

②お見合い BBQコン 

開催日：11月 17日（土曜日）【申込期限：11月 2日（金曜日）】 

時 間：午後 5時 30分～午後 8時（午後 4時 30分受付開始） 

場 所：阿見ゴルフクラブ内レストハウス 

参加費：男性 4,000円 女性 2,000円（いずれも税込） 

募集人数：男女各 15名（申込多数の場合は抽選） 

備 考：11月 10日以降はキャンセル料が発生します。 

※いずれの回も，定員に達していない場合は申込期限後も引き続き募集を行います。 

問い合わせ：協働事業マリッジクラブ事務局 029-886-6787（町民活動センター内） 

（受付時間：午前 11時～午後 6時 30分  毎週月・火曜日及び年末年始は定休）   

 
△おいしく炊けました！ 

 
△みんなで流しそうめん！ 

 
△カップリングイベントチラシ 



裏面に続きます 

ウォーキング参加者募集！ 

 あみ観光ボランティアガイドの会は，阿見町の歴史，自然，文化など身

近にある町の観光スポットを案内しています。 

 今回，阿見町の名所旧跡を巡る健康ウォーキングを企画しました。気軽

に参加できるコースとなりますので，自分の健康づくりに役立つウォーキ

ングを楽しみながら，町の魅力の再発見をして頂ければと思います。 

実施日：10月 27日（土曜日） 

時 間：午前 9時～午前 11時 30分 

（準備運動を午前 9時から始め午前 9時 30分にスタート予定） 

申込先：あみ観光協会 029-888-1111（内線 175） 

 

市民活動団体がさわやかフェア 2018 に出展します 

 町内を拠点とする市民活動団体が，10月 21日（日曜日）に阿見町総合保健福祉会館 

（さわやかセンター）で開催する「さわやかフェア 2018」に出展します。 

 さわやかフェアとは，阿見町の健康・福祉・環境・産業・交通・防犯等および阿見町社会福祉協

議会・阿見町シルバー人材センターの行政事業を紹介するイベントです。今回も阿見町商工会主催

の「商工まつり」・茨城県立医療大学の学園祭「創療祭」と同時に開催されます。 

出展団体 出展内容（予定） 

NPO法人マリッジクラブ 町との婚活協働事業の PR 

NPO法人ハチドリ フリーマーケット／筑波技術大学生によるマッサージ 

一般社団法人絆 福祉有償サービスの案内 

阿見おもちゃ病院 不思議で楽しい手作りおもちゃ販売 

輪道会 手作り品の販売 

和田工房 楽しい小物作り 

 

 
△募集チラシ 

午前 9時 30分から 

午後 2時 30分まで 

ふれあいのみちにて 

お待ちしております 

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，町立図書館，予科練平和記念館， 

男女共同参画センター（AMIふらっとセンター）等 

 

さわやかフェア 2016の様子（昨年のさわやかフェアは中止でした） 

   
 



各種お知らせコーナ 

■あみおもちゃ病院 

【日時】第 2 土曜日午後 1 時～午後 3 時【内

容】こどもの壊れたおもちゃを修理します。

【対象者】どなたでも【費用】無料（部品交換

の場合は部品代が必要となります）【申込先】

あみおもちゃ病院：金子【電話】029-874-6416 

■あみコミュニケーション能力を

育てる運動プログラム 

【日時】第 3 土曜日午後 1 時～午後 3 時【内

容】親と子の関わり方・ことばの問題等で困っ

ている未就学児の親子の個別相談を行います。

（4月より相談会のみとなり，運動プログラム

は中央公民館で行っています）【対象】未就学

児の親子【費用】子ども 1名につき 500円【申

込先】あみコミュニケーション能力を育てる

運動プログラム：鴻巣【電話】029-887-2530 

■エクセル基礎から応用まで 

【日時】毎週金曜日午後 1 時～午後 3 時【内

容】マイクロソフトオフィス・ワード，エクセ

ルを教えます。【対象者】どなたでも【費用】

500 円【申込先】NPO 法人いばらき IT 普及協

議会：加藤【電話】080-1301-8545 

■シニア向け初心者パソコン教室 

【日時】木曜日午後 1 時～午後 3 時（第 1 木

曜日は休み）【内容】ワード・エクセルを楽し

みながら学習します。【対象者】どなたでも（シ

ニア以外も参加可能です）【費用】500円【申

込先】シニア向け初心者パソコン教室：蛭川

【電話】029-887-5586 

■初めての VBAプログラミング 

【日時】毎週火曜日午前 10 時～正午【内容】

初心者を対象に VBA プログラミングを教えま

す。【対象者】どなたでも【費用】500円【申

込先】NPO 法人いばらき IT 普及協議会：今井

【電話】029-887-6746 

■パソコンなんでも相談室 

【日時】第 3 日曜日午後 1 時～午後 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【担当者】NPO法人いばらき IT

普及協議会：田村【電話】029-888-2051（町民

活動センター） 

■プリザーブドフラワー 

アレンジメント 

【日時】第 2 火曜日午後 1 時～午後 3 時【内

容】プリザーブドフラワーを使ったフラワー

アレンジメントを行います。【対象者】どなた

でも【費用】3,500 円（材料費代となります）

【申込先】アレンジ阿見：小林【電話】090-

8874-5936 

■町の寺子屋 

【日時】土曜日午後 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

【担当者】美浦指南会：出戸【電話】029-

888-2051（町民活動センター） 

■パソコン学習会 

【日時】水曜日午後 1時～午後 3時, 午後 3

時～5時【内容】パソコンに関する学習会で

す。【対象者】どなたでも【費用】500円

【申込先】パソコン学習会：成田【電話】

090-1768-0956 

 

※いずれも開催場所は，町民活動センターで

す。申込先に連絡がつかない場合は，当セン

ター（029-888-2051）へご連絡ください。 

 




