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龍ケ崎市市民活動センターは、社会貢献活動を行う団体を支援するための施設です。 

会議スペース・作業スペース・印刷機・紙折り機・パソコンなどがご利用いただけます。 
〒301-0004 龍ケ崎市馴馬町2445 TEL   0297-63-0030  /  FAX   0297-63-0571 

E-mail  r-suwan@titan.ocn.ne.jp  URL http://www11.ocn.ne.jp/~r-shimin/ 
開館時間＝午前９時～午後７時（日曜祝日は午後５時まで）休館日＝月曜日および年末年始 

「市民活動日本一」 
 
 新年あけましておめでとうございます。 
 皆様方におかれましては，希望に満ちた輝か

しい新年をお迎えのことと心からお慶び申し上

げます。 

 また，日頃より市政全般にわたるご支援・ご

協力を賜り，厚くお礼申し上げます。 

 昨年三月に発生しました東日本大震災で被災

されました方々に対しまして，心よりお見舞い

を申し上げます。 

 当市におきましては，震度５強を記録し，市

内いたるところでの屋根瓦の崩落や外壁の落

下，そして液状化現象による道路の陥没，隆

起，ひび割れなどにより，上水道・電気・ガス

などのライフラインが寸断されるなどの大きな

被害を受けました。 

 災害後の応急復旧等ご尽力いただきました関

係各位に対しまして，深く感謝と敬意を表する

次第でございます。 

 また，ライフラインが寸断された危機的状況

下での被災者支援は，行政だけでは限界があ

り，「地域力」の大切さを痛感するなど，多く

の教訓を残したところであります。 

 今日におきましても，放射線問題などの収束

に向けては未だ道半ばでありますが，安心・安

全な市民生活の回復に向け今後も鋭意努力して

まいります。 

 

 

さて，本年は，多くの市民の皆様方にご参加・

ご協力をいただきながら策定しました「ふるさと

龍ケ崎戦略プラン」のスタートの年となります。 

目指していくまちの姿を「人が元気 まちも元

気 自慢したくなるふるさと 龍ケ崎」と掲げ，

いつまでも住み続けたい，いつかは住んでみたい

と思っていただけるような，誇れる，そして自慢

したくなる「ふるさと龍ケ崎」の実現に向けて，

皆様とともに取り組んでまいりたいと考えており

ます。 

この「ふるさと龍ケ崎戦略プラン」を実践して

いく中で，市民活動の推進と子育て環境の充実を

重点施策に位置付けていることから，「市民活動

日本一」，「子育て環境日本一」をスローガンに

掲げ，戦略プランのメイン施策として，まちづく

りバンク・ポイント制度の構築や保育・預かり

サービスの充実や遊びの拠点づくりなどの重点的

な取組を進めてまいりたいと考えております。 

 

歴史と伝統ある龍ケ崎市を，そこに住む市民の

皆様方が真に幸せを感じ，心から愛情や愛着，そ

して誇りを感じていただけるまちに創りあげ，そ

して未来に向けた新しい龍ケ崎市の一歩を踏み出

すため，職員が一丸となって「創意と気概」を

もって市政遂行に全力を尽くしてまいる所存であ

ります。 

結びに，本年は辰年，龍の年でもあります。晴

天を駆け昇る龍の如く，元気な龍ケ崎にしていき

たいと考えておりますので，本年も引き続き皆様

方のご支援・ご協力をお願い申し上げますととも

に，皆様方のご健勝とご多幸をご祈念申し上げ，

新年の挨拶といたします。 

 
 平成24年1月    
                

龍ケ崎市長 中山一生 



 

－２－ 

                   出展参加団体も募集中（２月１２日まで） 
  
 市民活動を始めるきっかけづくりや市民活動団体同士の交流を目的とした「りゅうがさき市民活動
フェアinサプラ」も４回目を迎えることになりました。 

 これまでもショッピングセンターサプラ「光のモール」で、市民活動団体のパネル展示を行い、多

くの方に活動内容を紹介することができました。 

 今年もパネル展示(市内で活動している40団体の活動紹介)と初の試みとして市民の方に活動を体験

してもらう｢市民活動体験｣を実施します。 

 参加する団体の活動分野は多岐に渡り、福祉・まちづくり・環境・子ども健全育成・文化スポー

ツ・地域安全・国際協力・情報・人権平和など、さまざまな分野の団体が参加する予定です。ぜひこ

の機会にパネルを見て、団体を知って、活動を体験してみませんか。 

この他にも市民活動何でも相談コーナーを設けて、皆さんのご質問にお答えいたします。 

１日目：パネル展示 「光のモール」  １階 １０：３０～１７：００ 
          

    市民活動体験 多目的ホール   2 階 １1：００～１７：００(２５日のみ) 

    30分ごとに9 団体の活動体験を実施します。 
     

    体験時間帯： ①11:00～11:30 ②11:35～12:05  ③13:00～13:30          

                                                                                                               ④13:35～14:05 ⑤14:10～14:40 ⑥14:45～15:15 
                         ⑦15:20～15:50 ⑧15:55～16:25 ⑨16:30～17:00 

 

    ※体験内容は２月１２日以降お問い合わせください。 
 
２日目：パネル展示 ｢光のモール｣  １階 １０：００～１７：００ 

開催日時：平成２４年３月２５日(日) ・３月２６日(月) 

昨年度のフェアの様子 



 

 龍ケ崎市国際交流協会はこれまで龍ケ崎市国際交流委員会として平

成3年3月の設立から20周年を迎えました。そして、去る平成23年10月
23日(日)に協会として組織変更をしたところです。 
 今回は文化交流部会主催の「国際交流クリスマスパーティー」にお

じゃましました。小学生を対象に英語でクリスマスの歌を歌ったり

ゲームをするなど、楽しい時間を過ごしながら英会話に触れるパー

ティーです。ケーキ、飲み物、プレゼント付きで参加費は1人500円で
した。会場では、サンタクロースに仮装したＡＥＴ（※）が、参加者の小学生(44人)とその保護者(20人)を温か
く迎えてくれてました。 
大塚会長の挨拶後にサンタクロース姿の会員が英語と日本語をおり混ぜながら、ゲーム内容を説明し進行

していきました。 
オープニングは、「ジングルベル」を英語と日本語で歌い参加者の緊張をほぐしました。 

－３－ 

   代表者 大塚弘史さん 

龍ケ崎市国際交流協会 

   

取材日：12月11日 

場 所：馴柴コミュニティセンター 

※ＡＥＴ：Assistanto
ア シ ス タ ン ト

 English
イングルシュ

 Teather
ティチャー

  小学校などで英語の授業を補助する先生 

ゲームが終了し、少しお疲れになったところでケーキと飲み物のおやつ

が出されました。このときは、今までの賑やかさがうそのように静かにな

りました。 
 子供たちがおやつを食べている間、会員の六笠さんは保護者の方との交

流を楽しんでいました。 
最後に「きよしこの夜」を全員で歌い「来年もお会いしましょう」の呼

びかけでパーティーが終了しました。 
参加した子供たちは「すごく楽しかった。来年も参加したい。」保護者の方も「私も子どもも英語がわか

らず心配で、参加には戸惑っていましたけれど、英語が出来なくても大丈夫だった。会員の皆さんの気遣い

と丁寧な応対で安心して楽しめました。来年もきっと来ます。ずっと続けてほしい。」とにこやかに子ども

の手を握って帰られました。 
国際交流協会では、クリスマスパーティーをはじめ、日本語教室やジュニア会議主催による「異文化共

生ってなに！？」というテーマの講演会を開催するなどの活動を行っています。このようなさまざまな活動

が、お互いの国を理解するきっかけとなり、平和な国際社会を築く一助になっているのだと思いました。 

そして、サンタクロースを中心に

次の４種類のゲームが行われまし

た。 
①目隠し回転ゲーム 

②プレゼント回しゲーム 

③後片づけゲーム 

④ビンゴゲーム 
後片づけゲームはプレゼント回し

ゲームで破かれた包装をごみ袋に早

く入れる競争です。散らかした紙を

片づける作業をゲームにしていまし

た。何ともアイディアにあふれた一

石二鳥のゲームです。 



 

－４－ 

  

平成２４年度実施事業が決定されました。 
 
 市民の皆さんとの協働によるまちづくりを推進する龍ケ崎市では、平成２３年から「協働事業提案制度」を新たにスター
トさせました。５月に市と協働で実施したい事業の提案を募集したところ、５件の協働事業の提案と８件のアイデア提案の

応募がありました。 

 応募のあった５件の協働事業は、学識経験者や公募の市民委員などで構成する「市民協働推進会議（会長：波田永実

流通経済大学教授）」において、事業の公益性や協働の必要性などの視点で審査されました。 

 審査の結果は、提言書にまとめられ、波田会長から中山市長へ提出されました。これを受け、市では下記の３団体との

協働事業を平成２４年度に実施することを決定しました。 

協働事業提案制度 

協働事業 提案実施団体名 実施する協働事業の概要 

市民提案型 
（市民から事業の

提案を募集する） 
小貝川・花とふれあいの輪 

【小貝川、牛久沼流域の環境美化活動】 
 小貝川堤の荒地を花畑に変える活動を通じ、美化意識の醸成
とふれあいの輪を広げ、龍ケ崎にふさわしい景観と憩いの場を作

り続ける活動。 

行政提案型 
（市が事業内容を

公表し募集する） 

お宝の木発掘委員会 
【巨樹・古木調査報告書作成事業】 
 自然環境を専門とする団体と連携し、地域のシンボルとなる巨
樹・古木等発掘し、分かりやすく親しみやすい冊子を作成する。  

ＮＰＯ法人  

茨城県南生活者ネット 

【市民活動センター運営事業】 
 市民活動にかかわる団体等の情報一元化や市民活動に必要
な事務所サービス（電話秘書）の実施等により、市民活動の拠点

としての機能充実を図る。 

 お宝の木発掘委員会の 

活動の様子 

 ＮＰＯ法人茨城県南生活者ネットが

運営事業を行う市民活動センター 

 

 

 

小貝川・花とふれあいの輪の  

活動の様子 

 上記の結果を受けて、市民活動センターの運営事業は、４月１日よりＮＰＯ法人茨城県南生活者ネット（以下「ＫＣＮ」と

いう）にお願いすることになります。 

 市民活動センター管理運営事業については、平成２２年度に実施された事業仕分けにおいて、「要改善」となりました。

このことから、市では、市民活動センターの活性化を図るため、協働事業提案制度を活用し、企画運営を担える市民活動

団体等を広く公募したところです。 

 市とＫＣＮは互いに理解・尊重し、対等な関係のもとに協働を進めていくため、４月１日に協定書を締結します。現在、締

結に向けた準備作業を進めているところです。 

 運営事業の内容は、施設などの貸出し、相談業務の実施、講演会や市民活動フェアの開催、ホームページの管理な

ど、これまでの事業に加えて新規事業を実施することになります。 

 また、開館時間や利用内容などの変更はありません。                                           
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① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

⑥ 

⑦ 

⑧ 

⑨ 

⑩ 

⑪ 

①施設利用案内 

 センターへのアクセス地図や館内レイアウト、無料

貸出備品、利用に関する案内などです。 

②予約状況 

 各部屋や貸し備品の予約状況が見られます。随時更

新されていますので、参考にしてください。 

③助成金情報 

 企業や自治体などが募集している助成金の情報で

す。団体活動の資金調達に役立ててください。大半の

助成団体は毎年 同じような時期に募集しています。 

⑦市民活動Q&A 
 市民活動やNPOに関する情報です。NPO法人設立の
ための手引き、市内のNPO法人の一覧もあります。 
⑧登録団体 

 センターに登録している各団体の情報ページと、登

録に必要な書類がダウンロードできます。 
⑨イベント案内 

 登録団体や市の行事予定、市民活動体験の出来る団

体情報を掲載しています。 

 

④貸し会議室情報 

 市内にある貸し会議室(有料含む)の一覧表と地図
です。（コミュニティセンター除く） 

⑤広報紙 

 センター広報紙「ひびき」を（PDFファイル）
掲載しています。バックナンバーもあります。 

⑥リンク 

 自治体や関連団体などのリンク集です。 

 

⑩お知らせ掲示版 

 登録団体やセンターからのお知らせしたい内容を

掲載しています。 

⑪事業報告 

 これまでにセンターで実施した事業の報告です。 

⑫ご意見・お問い合わせ 

 センターにメールを送信する際にご利用くださ

い。ちょっとした質問などはここからどうぞ。 

 市民活動センターではインターネットを通じて、市民活動に関する情報を発信しています。最近は、年代に

関わらずパソコンやスマートフォン利用者が増えて、ホームページの閲覧が気軽にできるようになりました。 

 下記にご案内の通り、会議室の予約状況など便利な情報もありますので、市民活動センターのホームページ

をぜひご利用ください。   

 URL→http://www11.ocn.ne.jp/~r-shimin/ 

⑫ 

市民活動センター 

ホームページ画面 



 

－６－ 

詳しくは市民活動センターホームページをご覧ください。 

助成団体 助成対象・内容 応募締切 

(財)笹川スポーツ財団        

       ℡ 03-5545-3302 

スポーツとまちづくり、子ども・青少年スポーツの振興に

関する研究助成。 
2月28日 

(社)全日本冠婚葬祭互助会        

       ℡ 03-3260-3071 

研究助成事業、高齢者福祉事業、障がい者福祉事業、児童

福祉事業、環境文化財保全事業、国際協力・交流事業等。 2月末日 

(財)区画整理促進機構        

       ℡ 03-3230-8477 

中心市街地活性化支援。まちの新たな魅力・可能性の発

掘、資源（歴史的建造物など）の活用等に関する活動。 
2月29日 

(社)再開発コーディネーター協会        

       ℡ 03-6400-0261 

URCAまちづくり企画支援事業。地区の活性化を目的とす
る事業を支援。 

3月31日 

ｺﾝﾍﾞｰｼｮﾝ･ｱﾗｲｱﾝｽ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ        

       ℡ 042-944-5855 

自然保護活動助成。直接行動するグループに対する支援。 
年4回 

 去年は震災や移転などで「ひびき」の発行がずれ込みました。今回はページ

数増でお届けします。 

 市民活動センターが現在の場所に移転して半年余りが過ぎました。その際は

利用者にご不便をおかけしました。 

 移転に伴い、建物が広くなっただけに管理もたいへんです。年末の大掃除で

は、KCNの海老原敏夫さんに一番大変な窓ふきを手伝っていただきました。こ
の場を借りてお礼申し上げます。 

大好き龍ケ崎映像コンテスト２０１２～探して！教えて！あなたの好きな龍ケ崎～公開審査会を

開催します。 

 ご自身の好きな龍ケ崎を３０秒の映像で紹介する作品の公開審査を行います。一次審査を通過し

た２０作品の中から、グランプリ、金賞、銀賞、特別賞を公開で決定し表彰式を行います。力作揃

いの作品をご覧いただき、龍ケ崎を再発見してみませんか。多くの皆様のご来場をお待ちしていま

す。 

 

  ▼日時：２月２５日（土） 午後１時３０分より開会 

  ▼会場：文化会館小ホール 

  ▼内容：応募作品の公開審査等 

  ▼入場無料 

  ▼問合せ：市民協働課市民協働推進グループ 内線４３８ 

      （大好き龍ケ崎映像コンテスト実行委員会事務局） 


