
平成 30年 12月 21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。 

さわやかフェア 2018 に市民活動団体が出展しました

 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）で開催された「さわやかフェア 2018」に出展しました。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。今年は，約 60の団体が参加し，町民活動センターのブースでも

6 団体が日頃の活動・成果を PR しました。参加された皆さんからは，多くの方が集まる会場で日頃

の活動を紹介できる場は，非常に貴重な経験だったとの声が寄せられました！ 

 

 

 

  

出展団体 出展内容 

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 
筑波技術大学生によるあん摩マッサージ体験会 

／ジャグリング体験／フリーマーケット 

一般社団法人絆 
福祉有償運送による送迎サービスの案内 

※運送サービスの運転手さんを募集しています！ 

阿見おもちゃ病院 手作りおもちゃの展示と活動の PR 

輪道会 
さわやかフェアのために 1年間製作してきた作品を販売 

（売上は社会福祉協議会の善意銀行に寄付しています） 

和田工房 立体工作の展示と活動の PR 

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） 

※12月 29日（土曜日）から翌年 1月 3日（木曜日）までが休館となります。 

【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 

さわやかフェア当日の様子 

   



富士団地ミニギャラリー 開催！ ～富士団地自治会 主催～ 

 11月 17・18日（土曜・日曜日）に富士団地公会堂にて「富士団地ミニギャラリー」が開催され

ました。作品は，なんと最年少で 2歳，最年長で 92歳，合計 133名もの方が出展しました。2年に

1回開催されるこのギャラリーに向け，出展するための花を普段から育てたり，講習会を開いて皆

さんが作品を作る場を催したり，日頃の努力の成果を存分に披露しました！2年後開催予定のミニ

ギャラリーも，ぜひ皆さんのお越しをお待ちしています！とのことでした。 

 

「ウォーキング de おさんぽ」～あみ観光ボランティアガイドの会 主催～ 

 10 月 27 日（土曜日）に町の旧跡を巡る健康ウォーキング

「ウォーキング deおさんぽ」が開催されました。当日は天候にも恵ま

れ，穏やかな秋の休日を 2時間程度の健康ウォーキングで充実した一日

を過ごしていました。当日は 30名募集のところ，大幅に上回る 50名も

の方々が集まり，大盛況のうちに終えることができました。 

問合せ：あみ観光協会（阿見町商工観光課内）029-888-1111（内線 175） 

 

あん摩マッサージ体験会 開催 
～筑波技術大学×コトリ治療院（NPO 法人ハチドリ） 主催～ 

 筑波技術大学の学生による「あん摩マッサージ体験会」が，10～12月

に計 6回阿見町中央公民館にて開催されました。10月はさわやかフェア

にも出展しましたが，そこから評判が広まり，毎回受付開始と同時に定

員に達してしまうほど多くの方が訪れていました。 

 この体験会は，資格取得前の学生が学習の一環として行っています。

来場された方とコミュニケーションを取り，内容を考えながら 1回あた

り約 30分のマッサージを行っており，学生の学習だけではなく町民の

予防医学への関心向上にも役立っているようでした。 

主催者の声 

 筑波技術大学は全国各地から学生が集まっていますが，大学周辺の「地域」で活動できたのは学

生にとっても貴重な経験となりました。阿見町での学習経験を必ず将来に役立ててくれるでしょ

う。町民の皆さん，ご協力ありがとうございました。 

筑波技術大学・・・つくば市にある，視覚や聴覚に障がいを有する方が学んでいる大学です。今回

マッサージを行った学生は，視覚障がいを有しています。 

※本事業は，「阿見町市民公益活動支援制度」において，「市民公益活動事業」に認定されています。 

問い合わせ：コトリ治療院 髙田（たかだ） 080-5527-2717  

       
△きれいな花がお出迎えします！  △皆さん作品を楽しんでいます！   △一生懸命製作しました！ 

 
△阿弥神社（竹来） 

 
△大学の先生の指導のもと皆 

  真剣に取り組んでいます！ 



裏面に続きます 

お見合い BBQ コン開催！ 
～NPO 法人マリッジクラブと阿見町の協働事業～ 

 11月 17日（土曜日）に，婚活パーティー「お見合い BBQコン」が阿見ゴルフクラブのレストハ

ウスにて開催されました。町内外から男女合わせて 50名超の応募があり，当日は 25名が参加しま

した。入れ替わりながら全員と 1対１での自己紹介タイム，その後バーベキューやミニゲームなど

で親睦を深め，合計 3組のカップルが誕生しました。 

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） 

（結婚支援相談予約受付時間：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） 

 

阿見町 環境シンポジウム『いま 阿見の水環境を考える』開催のご案内 

 当町は，霞ケ浦の南側の湖岸にある水源の町です。「阿見原の平坦な台地」と「霞ケ浦の湖畔」が町の地

形立地の基本となっており，森と田んぼで構成される源流の谷津田から清明川・桂川・花室川・乙戸川の４

本の河川を経て，霞ケ浦と結ばれています。生き物がたくさん住む，豊かな自然が残る私たちの町につい

て，「水環境」をテーマにシンポジウムを開催いたします。ぜひご参加ください。 

日 時：平成 31年 2月 10日（日曜日）午後 1時～午後 4時（受付午後 0時 30分から） 

場 所：本郷ふれあいセンター 多目的ホール（1階） 

その他：事前申込不要 当日受付 入場無料 

内 容： 

『第１部』 講話（午後 1時 10分～午後 1時 50分） 

「世界湖沼会議を振り返って」  沼澤 篤  氏（一般財団法人霞ヶ浦市民協会 研究顧問） 

「霞ヶ浦と湖畔の民間信仰」   大﨑 治美 氏（元阿見町教育長） 

『第２部』 パネルディスカッション（午後 2時～午後 3時 40分） 

【コーディネーター】 中島 紀一 氏（茨城大学名誉教授 阿見町環境基本計画推進委員長） 

【パネラー紹介】 

山﨑政雄 氏（阿見町漁協組合員）予科練平和記念館近くで，霞ヶ浦産のワカサギの佃煮等を販売 

春日清一 氏（元国立環境研究所総合研究監）同研究所では水生生物生態研究室に所属。霞ヶ浦の生態系構造解析を行う 

吉田幸二 氏（NPO水辺基盤協会）平成 7年から「53Pick Up!」と題し霞ヶ浦をはじめとした釣り場のゴミを拾う運動を、 

全国的に展開 

荻島光明 氏（神田池を保全する会）平成 22年農水省による「全国ため池百選」に選定された神田池の保全活動を行う 

平成 30年度環境保全功労者等環境大臣表彰にて「地域環境美化功績者表彰」受賞 

村木貞之 氏（レイクの森を守る会）平成 28年 2月環境省『みどり香るまちづくり』企画コンテストにて， 

「香りとホタルの森」プロジェクト入賞 

石井早苗 氏（阿見町家庭排水浄化推進協議会）長年にわたり，霞ヶ浦の浄化に係る啓発活動を継続して行っている 

花嶋凌介 氏（茨城大学大学院生）阿見・霞ヶ浦スタディツアー事務局を務め行政活動に貢献 

講 評：阿見町長 千葉 繁 

主 催：阿見町生活環境課・環境基本計画推進委員会 問合せ：阿見町生活環境課 029-888-1111（内線 251） 

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 

 

 
△霞ヶ浦湖畔【大室】 

一般ユーザ
長方形



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。

（相談会のみとなり，運動プログラムは別途

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）【メール】info@ibaraki-it.org 

■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】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】プリザーブドフラワ

ー：3,500 円，生花 1,500 円，ハーバリーム

1,500円（材料費となります）【申込先】アレ

ンジ阿見：小林（1週間前までに申込ください）

【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） 

■大人造形 

【日時】第 1日曜日午後 1時～午後 3時【内

容】毎月テーマを設定し様々な手法で作品を

作ります。【対象者】小学校高学年以上の方

【費用】500円【申込先】臨床美術：牧【電

話】029-888-2051（町民活動センター） 

※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。 

 




