
【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 ・ FAX】 029-888-2051 【E-mail】center@ami-cac.org

【ホームページ】https://ami-cac.org/      

【開 館 時 間】午前10時～午後9時（月曜日および年末年始は休み）※10/25（日）16:30-21:00は臨時休館

【利用できる人】原則、町内で市民活動を行う個人および団体

【利用可能内容】無料：パソコン、インターネット閲覧、Wi-Fi利用、情報の提供・収集、団体の交流、

活動の打ち合わせ・相談

有料：コピー、印刷
町民活動センターマスコット
キャラクター“あみエール”

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。

令和2年９月25日発行
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令和2年度
阿見町市民活動支援
補助金事業の紹介

ほか

採択事業：「よさこいソーラン」による地域活性化事業

高齢化が進み若者が減少する寂しい傾向がある昨今で

す。そこで賑やかにかつ華やかに踊る「よさこいソーラ

ン」で地域を活性化させます。見る人も踊る人も楽しい

「よさこいソーラン」です。町の皆さんと一緒に地域を

盛り上げていきましょう。

代表 野口 テル子さん からのメッセージ

現在、阿見町のPRと皆が元気になれるような歌詞を

盛り込んだオリジナル新曲を作成中です。完成後は町の

イベントに参加して踊ります。一緒に活動したい人は、

ぜひ仲間に入ってください。連絡をお待ちしています。

連絡先：☎ 090-4626-3357 （ノグチ）

秋と言えば動物愛護 秋は動物の愛護と適正な飼養についての理解と関心を深める季節

みなさん、ご存知ですか？
石岡市立東小学校から石岡駅までの2キロの道のりを17年間毎日通い続けた 「タロー」の物語。
タローの飼い主は阿見町と縁のある人だったそうです。

会員
募集中

よさこいソーランだけでなく、パプリカも
練習します

石岡市駅前に設置された銅像

最近は街中で野良犬を見かけることはほとんどなくなりました。
しかし捨てられる子猫はまだ多く、動物保護団体の苦労は絶え
ません。
愛すべき命を大切にし、生涯、家族同様に共に生活していき

たいものです。



③

2

採択事業：障害児・者に対する音楽療法

成長に不安があったり障害のある人と共に、音楽を用いて

心と身体のケアを行います。また、会員相互の親睦と融和を

図ることも大事な目的です。音楽療法の講師と共に音楽を聴

いてリラックスし、身体を動かし、楽器を使って楽しみます。

活動場所：阿見町総合保健福祉会館（さわやかセンター）

活動予定日：9月14日，10月19日，11月16日，12月7日

代表 紙井 和美さん からのメッセージ

障害のあるなしに関わらず、音楽を親子で楽しんでみませ

んか？ 皆さん、どうぞ気軽にご参加ください。

連絡先：☎ 090-6951-1728（コマツザワ）

Eメール fumifumi-0517-lovely@docomo.ne.jp

採択事業：掛馬地区 伝統芸能事業

掛馬では、4月に「花見」を行う伝統行事があります。満開の桜の

脇を、太鼓をかつぎ、笛やかねの音を響かせながら地区内を歩き回

ります。先人たちの伝統を受け継ぎ、未来に継承する活動を実施す

るのが事業のねらいです。

活動場所：掛馬新農村集落センター（午後7時～9時）

活動予定日：10月10日（笛教室）, 17日（狐踊り教室）, 24日

（太鼓教室）, 11月7日（笛教室）, 14日（狐踊り教室）, 28日

（太鼓教室）, 12月12日（笛教室）, 26日（狐踊り教室）

代表 平山 敏夫さん からのメッセージ

地域行事への参加などで町民の皆さんに披露する機会は多くあり

ます。掛馬地区だけでなく、性別年齢を問わず、他の地区の皆さん

の参加をお待ちしております。

連絡先：☎ 029-887-0213（ヒラヤマ）

会員
募集中

桜の時期に太鼓を
かついで練り歩き
ます

ひょっとこ踊り

獅子が舞います

笛の音色が美し
く響きます

いろんな楽器を使って
楽しかったね～

採択事業：障害児・者等の通所施設

来年3月に施設開所を予定しています。日中は18歳以上の障害者を対象とし、

夕方は若者の一時支援をします。特に『手しごと』に力を入れ、製作したものを販

売することで、通所する方々に対し作り上げることの喜び、達成感を得ること、社

会の一員としての誇りや自立に向けての機会を提供していきます。

代表 小松澤 史江さん からのメッセージ

緑豊かな環境の中にある施設に、興味を持って通所して頂ければ嬉しいです。手

工芸、器楽合奏、調理などの日中一時支援事業も提供します。

ご興味のある方は何なりとお問い合わせください。

連絡先：☎ 090-6951-1728（コマツザワ）

Eメール fumifumi-home@jcom.home.ne.jp

利用者
募集中

施設完成イメージ

施設の裏側には遊歩道

会員
募集中
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採択事業：阿見町事業主等に対する手作りマスクの配布事業

コロナウィルス感染予防の理由で、経済活動が低迷化してい

る阿見町近隣の事業主を元気づけるために、ホームのこどもた

ちが手作りしたマスクを配布します。更生保護女性の会の指導

のもと、子どもたちが心をこめて作ります。少しでもお役に立

てればうれしいです。

代表 水野 洋さん からのメッセージ

町内飲食店で作られたお弁当を、ami seed さんの企画で無

料提供してもらうことを事業の中に組み込みました。そのため

のお弁当ケースを購入しました。飲食店の皆さんが作ってくだ

さる料理を頂いて、子ども達が応援します！

連絡先：☎ 029-843-2822

Eメール office@npo-zion.jp

昭和57年、くれぱすの会は絵本の読み聞かせや紙芝居によって、子ど

も達の豊かな心を育むことを目的として始まりました。親子で並んで

座って、ゆったりとした気持ちでお話を聞くことで、家に帰った時に絵

本の内容が親子の会話につながることがあります。『かみさまからのお

くり物』『かさ地蔵』などの心温まるお話しから、『まちんと』といっ

た広島原爆の話まで、心をこめて読み聞かせます。子どもたちの反応か

ら、私たちは学ぶことがたくさんあります。また、子どもたちの素直な

反応に私たちも思わず笑顔になります。

活動予定日：10月17日, 11月21日, 12月19日（第3土曜日）

活動場所：本郷ふれあいセンター1階 和室（午後2時～3時）

代表 三阪 佐和子さん からのメッセージ

お母さんと一緒に読み聞かせに参加する。そのことで親子は同じ世界

を共有することができます。そんな心に残る読み聞かせを続けたいと

思っています。ぜひ、親子でお越しください。お待ちしています。

連絡先：☎ 029-841-4868 （ミサカ）

参加者
募集中

マスク作りは
楽しいね！

いただきます！

きらり保育園
の皆さん
今日は
『まちんと』
を読みます

みんな
見えるかな？

ぜひ、親子でご
参加ください！

採択事業：阿見町で地域の交流を育むカフェをつくる

障害者就労継続支援B型コトリノ木の事業所の作業としてカ

フェを運営します。利用者が仕事をする楽しさを実感し、社会

参加への意欲向上や、生きがいづくりを目指します。

代表 新保 富美子さん からのメッセージ

利用者が主体になって働くカフェです。豆の選別から抽出ま

で心を込めておいしいコーヒーをいれます。

皆様のお越しを心からお待ちしております。

連絡先： ☎ 080-3506-9082  （シンポ）

Eメール hachidori38@gmail.com

良い豆を選んで、コトリ
の木のカフェでお待ちし
ています！
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編集後記（コーディネーター）

読書の秋、食欲の秋、睡眠の秋、動物愛護月間の秋。秋はなんでもできる、心地よい季節です。

ですが心地よい秋の香りを感じたくてもマスクが邪魔をする・・・そんな日常でもあります。そんな時、

手作りスプレーを利用すれば、ちょっと粋な秋を感じるマスクができるかもしれない。マツタケの香り、

キンモクセイの香り、サツマイモの匂いなどをイメージしながら、お腹を見せて仰向けに寝ているワン子

を眺めて微笑む日々です。（お）

令和２年5月、阿見町内のひとり親世帯、独居高齢者、新型コロナ

ウィルスの影響で困っている学生、自立支援センターの子ども達を対

象に無料で食品を提供する活動を開始しました。

今後は、①フードドライブ（食品を集めて必要な人に届ける）、

②大学生による小・中学生学習支援、③お弁当の無料支援、④高齢障

害者交流サポート、⑤ひとり親交流会、など展開していきます。

活動予定日：10月17日（土）午前10時～12時（フードドライブ）

活動場所：中郷東公会堂

代表 清水 直美さん からのメッセージ

かつて私自身が、地域の人たちに助けてもらってきました。その恩

返しと思って活動を開始しました。困ったことを気軽に相談できるよ

うな雰囲気のグループでありたいと思っています。食べ物に困窮され

ている人は遠慮なく連絡ください。寄付も随時受け付けます。不明な

点は、なんなりとお問い合わせください。

連絡先：☎ 080-6531-4650 （シミズ）

Eメール sakura0711@au.com

NHKのカメラクルー

URL:https://www.instagram.com/ami.seed?r=nametag

New!

精油の使い方を正しく知ってもらいたい！アロマテラピーを日常

生活に楽しく安全に取り入れてもらいたい！と思って活動を開始し

ました。一緒に、お気に入りのアロマを見つけましょう。

活動予定日：9月26日, 10月31日（毎月、最終週の土曜日）

活動場所：町民活動センター 午後1時～3時

代表 金児 綾子さん からのメッセージ

自分自身がアトピー体質のため、アロマを学び始めました。体に

優しい精油を使って、消毒用、マスク用、虫よけ用、リラックス用

のアロマスプレーを作ります。また、消毒用、虫刺され用のアロマ

ジェル、入浴剤、マッサージオイルも簡単に作れます。コロナ対策

として必要なスプレーやジェルを自分用あるいは家族用に作ってみ

ませんか。連絡をお待ちしています。

連絡先：☎ 090-9358-0272（カネコ）

Eメール 7watashinookiniiri17@gmail.com 

会員
募集中

精油を1
滴入れて

かき混ぜて、完成！

手作りの虫よけ、
マスクスプレーなど


