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●市町村推進組織（6 ）
小美玉市まちづくり組織連絡会
笠間市民憲章推進協議会
高萩市市民憲章推進協議会
土浦市まちづくり市民会議
ふれあい美花市民の会
水戸市住みよいまちづくり推進協議会

●団体（83）
NPO 法人アスク
茨城空港利用促進等協議会

「茨城アジア教育基金」を支える会
（一社）茨城県安全運転管理協会
（一社）茨城県医師会
茨城県ｲﾀﾘｱ･ｴﾐﾘｱﾛﾏｰﾆｬ州友好交流協会

（公社）茨城県栄養士会
（公財）茨城県開発公社
（公財）茨城県学校給食会
茨城県学校長会

（一社）茨城県環境管理協会
（公社）茨城県看護協会
（一社）茨城県経営者協会
（一財）茨城県建設技術公社
（一社）茨城県建築士会
（一社）茨城県建築士事務所協会
（一社）茨城県高圧ガス保安協会
（一財）茨城県交通安全協会
茨城県交通安全母の会連合会
茨城県高等学校長協会
茨城県高等学校PTA 連合会

（公財）茨城県国際交流協会
茨城県国民健康保険団体連合会
茨城産業会議

（公社）茨城県歯科医師会
茨城県自治会連合会
茨城県市長会・町村会
茨城県自動車販売店交通安全対策
推進協議会
茨城県社会教育振興協議会

（社福）茨城県社会福祉協議会
茨城県商工会議所女性会連合会
茨城県商工会議所青年部連合会
茨城県商工会議所連合会
茨城県商工会女性部連合会
茨城県商工会青年部連合会
茨城県商工会連合会
茨城県少年団体連絡協議会
茨城県消費者団体連絡会

茨城県食生活改善推進員協議会
（公社）茨城県食品衛生協会
茨城県生活学校連絡会
茨城県生活協同組合連合会

（公社）茨城県青少年育成協会
茨城県青年団体連盟
茨城県セーリング連盟

（一社）茨城県造園建設業協会
（公財）茨城県体育協会
茨城県地域女性団体連絡会
茨城県中小企業団体中央会
茨城県庁生活協同組合
茨城県土地改良事業団体連合会
茨城県農業協同組合中央会
茨城県農業法人協会
茨城県PTA 連絡協議会
茨城県保育協議会
茨城県民間保育協議会

（公社）茨城県薬剤師会
茨城県幼少年婦人防火委員会

（公社）茨城県臨床検査技師会
（公財）茨城県老人クラブ連合会
いばらきコープ生活協同組合
茨城ダルク今日も一日ハウス
茨城文化団体連合
NPO 法人エコグリーンいばらき
NPO 法人エコレン
かいつむりの会
笠間稲荷神社
霞ヶ浦問題協議会
学校法人木村学園　石岡幼稚園
環境保全茨城県民会議
下館輪投げの会
NPO 法人障害者雇用促進協会

（社福）自立奉仕会　
生活協同組合パルシステム茨城 栃木
生活支援ネットワーク・介護セブン

（社福）聖隷会 しらゆり保育園
NPO 法人筑波山環境クラブ
NPO 法人ひと・まちねっとわーく
艫づな会

（公社）日本青年会議所
　関東地区茨城ブロック協議会
ひたちなかユネスコ協会

（社福）芳香会
NPO 法人ぽかぽかくらぶ

●企業（109）
（株）秋山工務店
（株）あけぼの印刷社
アサヒビール（株）　茨城工場
イオンリテール（株）
　北関東カンパニー茨城事業部

（株）石川工業所
茨城いすゞ 自動車（株）
茨城県食糧販売協同組合
茨城県信用組合
茨城ケント販売（株）
茨城工芸産業（株）
茨城交通（株）

（株）茨城新聞社
茨城水産（株）
茨城倉庫（株）
茨城トヨタ自動車（株）
茨城トヨペット（株）
茨城日産自動車（株）

（株）茨城放送
（株）茨城ポートオーソリティ
（株）イベント・コミュニケーションズ茨城
（株）ウライ文具
ウルノ商事（株）
NTT 東日本（株）茨城支店
オークラフロンティアホテルつくば

（株）大塚製作所
大富印刷（株）

（株）笠間印刷所
鹿島都市開発（株）
鹿島埠頭（株）
鹿島臨海工業地帯企業連絡協議会
鹿島臨海鉄道（株）

（株）カスミ
株木建設（株）茨城本店

（株）沼田機業
（株）ルックアット
亀印製菓（株）
関東印刷（株）
木内酒造（資）

（株）きど印刷所
キリンビール（株）　取手工場
近畿日本ツーリスト（株）水戸支店

（株）ケーズホールディングス
（有）こうじや
（株）光和印刷
コスモ綜合建設（株）

（株）寿

五洋建設（株）　茨城営業所
（株）坂本徳松商店
（株）笹目宗兵衛商店
三の丸ホテル
JX 金属（株）

（株）ジョイフル本田
（株）常陽銀行
常洋水産（株）
昭和建設（株）
鈴縫工業（株）

（医）青藍会 大場内科クリニック
（医）聖和会 つくば病院
（株）セイワ食品
関彰商事（株）

（株）タイヘイ
（株）高野高速印刷
（株）タナカ
（株）田中企画　水戸営業所
（株）月の井酒造店
（株）筑波銀行
（株）つくば研究支援センター
東京海上日動火災保険（株）
　茨城自動車営業部 営業部第1課

（有）東京総合染色
（株）トビタ文具
トヨタL&F茨城（株）

（株）トヨタレンタリース茨城
中川ヒューム管工業（株）

（株）奈良屋
（株）西山工務店
日東電気（株）
日東メンテナンス（株）
日本放送協会　水戸放送局

（株）日本クリエート茨城
日本原子力発電（株）東海事業本部　
　地域共生部茨城事務所
損害保険ジャパン日本興亜（株）
日本たばこ産業（株）東関東支社

（株）ヌマタ商事
ネッツトヨタ水戸（株）
ハタヤ商事（株）

（株）幡谷本店
（株）日立製作所
日立セメント（株）

（株）フジタビジネスマシンズ
（株）冨士菱
（株）富士屋ホテル
（株）双葉

（株）ヘレナメディアリサーチ
北越コーポレーション（株）関東工場
ホテルレイクビュー水戸

（株）水戸京成百貨店
水戸京成ホテル（株）

（有）水戸山翠商事
水戸自動車工業（株）
水戸信用金庫
水戸中央青果（株）
水戸ヤクルト販売（株）

（有）ミノワ印刷
明利酒類（株）
八幡印刷（株）水戸営業所
結城信用金庫
吉久保酒造（株）

（株）竜ケ崎自動車教習所
（有）和敬ビル

●個人会員（225人）

　身近な地域課題を自ら解決しようとする意識を持った人財を活用し、県民の共助意識の醸成を図り、県民、
NPO、団体などが連携しながら、身近な地域課題の解決に挑戦する県民の主体的な県民運動を進めます。
　また、企業や大学などと連携し、次世代を担う新たな人づくりのサポートや地域の活動支援を進めるとともに、
若い世代が県民運動に参加しやすい環境づくりを推進します。

　「チャレンジいばらき県民運動」は、やさしさとふれあいのある茨城づくりと県民運動を通して
の新しい茨城のイメージづくりを目指すとともに、県民一人ひとりが幸せを実感でき、共助によ
る新しい茨城の実現を目指し、各種県民運動を展開してまいります。

令和元年度総会を開催しました 令和元年 5月28日（火）

チャレンジいばらき県民運動  会員の紹介  （順不同）　県民運動は次の皆様方で構成されています。 （令和元年7月末日現在）

●市町村（44 ）
水戸市
日立市
土浦市
古河市
石岡市
結城市
龍ケ崎市
下妻市
常総市
常陸太田市
高萩市
北茨城市
笠間市
取手市
牛久市
つくば市
ひたちなか市
鹿嶋市
潮来市
守谷市
常陸大宮市
那珂市
筑西市
坂東市

稲敷市
かすみがうら市
桜川市
神栖市
行方市
鉾田市
つくばみらい市
小美玉市
茨城町
大洗町
城里町
東海村
大子町
美浦村
阿見町
河内町
八千代町
五霞町
境町
利根町

●県（1）
茨城県
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　当日は、城里町内外から約 390 人の方に来場いただき、古内茶の魅力アップ
に加え、交流の場づくりや、地域コミュニティの活性化につなげることができま
した。

次回の古内茶庭先カフェは、11月16日（土）に開催する予定です。
詳細は、チャレンジいばらき県民運動ホームページをご覧ください。

　しろさとネットワーカー等連絡協議会と筑波大学が連携して、茨城
三大銘茶の一つ「古内茶」や、古民家「島家住宅」などの地域資源
を活かし、お茶生産農家の庭先で新茶とオリジナルのお茶請けを提
供し、来訪者をもてなす古内茶庭先カフェを実施しました。

筑波大学 芸術系 渡 和由 准教授

　チャレンジいばらき県民運動では、身近な地域課題の発見
や解決のために、企業や大学と協働した取組を行っています。

企業や大学との協働

チャレンジいばらき県民運動  会員の紹介  （順不同）　県民運動は次の皆様方で構成されています。 （令和元年7月末日現在）

古内茶庭先カフェ 令和元年 6月2日（日）

　城里町の方々の「地域資源を活かしたい」という動機がきっ
かけとなり、「やってみる」場づくり方法の導入と、「アート・
デザインプロデュース演習」の学生達と協動の取組を行いま
した。
　昨年秋以降、“ まずはやってみる ” 庭先カフェの社会実験
や先進地見学等を通して地元の気運が盛り上がり「古内茶庭
先カフェ」の実現に至りました。
　関係者の能動的な活動で、魅力的な場と時間を多様に提供
でき、画期的な賑わいが生まれました。

★地域資源活用方法、企画等へのアドバイス
★学生による地域の魅力発掘と、看板づくりや飾り付けなどの演出

★「古内茶庭先カフェ」の企画、実施の進行役
★地域住民が主体となって取り組むためのサポート

「やってみる」 動機で場づくりのチャレンジ

筑 波 大 学

しろさと
ネットワーカー等

連絡協議会
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　粟原町百寿会は、平成 5 年から、花と緑の環境美化活動に
取り組んでおり、地元で「前通り」と呼ばれる市道沿いの約
1.25 キロメートルにわたり「カンナ」を植えています。この
カンナは、昭和 49 年の茨城国体で植えられた球根から株分
けしたもので、赤一色のカンナロードが道行く人々を元気づ
けてくれます。「沢山の方々にご協力をいただき、フラワーロー
ドを作っています」とお話ししてくださった皆さん。念入りに
手入れされた花から、「地域のコミュニティ作りに役立てたい」
という思いを感じました。

　D-51は、平成 13 年から県道潮来佐原線沿いに花壇を整備
しています。競技会場への通り道となるため、「県内外の選手、
お客様に沿道の花を楽しんでいただきたい」「花が選手の癒や
しとなり、より良い競技成果につながれば」との思いから、花
の種類を工夫するなどして、花壇を整備しています。D-51は、
花と緑の環境美化コンクールで知事賞を受賞しており、メン
バーは、「花壇づくりの指導、支援をしてくれるたくさんの人
に助けてもらっています」「『知事賞をもらうだけはあるね』と
言っていただけるように、きれいな花を咲かせてお迎えしたい
と思っています」とお話ししてくれました。

　昭和 49 年の茨城国体で「カンナ」を道路沿いに植えたこと
が、鷺内フラワーロード管理委員会の始まりです。その後も、
花壇づくりを通して、多世代交流や親睦が深まり、長期にわたっ
て活動が継続されています。現在の約100メートルのフラワー
ロードは、道路法

のりめん
面を平らにして作ったもので、寒さに弱いカ

ンナの球根を、11月頃に掘り起こし、春先に植え付ける作業
を繰り返し行うことで、45 年前と同じ花を咲かせています。
花と緑の環境美化コンクールでは、県教育長賞を受賞しており、

「各競技で新記録が出るよう期待しています」と今年の国体・
大会にエールを送っていました。

花いっぱい運動で 「いきいき茨城ゆめ国体」
「いきいき茨城ゆめ大会」をおもてなしします

粟
あわばらちょうひゃくじゅかい

原町百寿会 〔常陸太田市〕

潮
い た こ し

来市ボランティアグループD-51 〔潮来市〕

鷺
さ ぎ う ち

内フラワーロード管
か ん り い い ん か い

理委員会 〔那珂市〕
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　チャレンジいばらき県民運動では、花づくりを通して、地域の皆さんが共に支え合う、心豊かで
持続可能なコミュニティづくりの契機となるよう、花いっぱい運動を推進しています。今回は、その
中から、9月28日から開催される茨城国体・大会に向けて、活動を進めている皆さんを取材しました。

　舟生高齢者クラブ寿会は、いばらき花いっぱい運動を知っ
たことを契機に、平成 22 年から花壇づくりを始め、平成 27
年度には花と緑の環境美化コンクールで知事賞を受賞してい
ます。休耕地等を利用した花壇には、カンナ、サルビア、マリー
ゴールド等が整然と並んで咲いています。特に、カンナの球
根は、45 年前の茨城国体から受け継がれてきた子孫で、今年
の国体でも市内のなぎなた競技会場に飾られることになって
いるとのことです。「大会の成功を祈るとともに、茨城の魅力
アップにつながることを期待しています」と話してくださいま
した。

　ピアしらとりは、平成 19 年から筑西市下館総合体育館北側
の市道沿いに長さ約 300 メートルのフラワーロードを整備し
ています。花壇整備は、職員に加え、施設利用者も参加して行っ
ており、平成 29 年度には花と緑の環境美化コンクールで知事
賞を受賞しています。今年の国体で下館総合体育館は、剣道
の競技会場となるので、推奨花の「ポーチュラカ」を取り入れ、
期間中に花が最盛となるよう細心の注意を払って管理している
とのことです。「国体・大会に参加する選手や関係者の方々を
花で気持ちよくおもてなししたい」とお話ししてくれました。

　花と緑の環境美化コンクールで知事賞を受賞した鳥栖新田
花いっぱい愛好会。平成 24 年から県道沿いの空き地や休耕
田を活用した花壇を作っています。花壇の全長は 300 メート
ルを超え、色鮮やかな花で溢れています。「近所の方々との交
流が少なくなる中、一緒に花を植えることで、会話が生まれ
ています」「花いっぱい活動をできるだけ長く続けられたらと
思います」とお話しされる皆さん。「沿道をよりきれいに飾っ
て、全国から来る選手や関係者の方々を応援したい」と花の
種類等を工夫した花壇づくりをしていました。

舟
ふ に ゅ う こ う れ い し ゃ

生高齢者クラブ寿
ことぶきかい

会 〔常陸大宮市〕

ピアしらとり 〔筑西市〕 

鳥
と り の す し ん で ん は な

栖新田花いっぱい愛
あ い こ う か い

好会 〔鉾田市〕 
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脳トレ体操をされる皆さん

令和元年 7月13日（土）
涸沼自然公園周辺 ［茨城町］

　クリーンアップひぬまネットワークとの共催により、涸沼流域の地域活動員（ネットワーカー）・住民・企業・団体・
学校などから集まった 609 名の皆さんと、涸沼流域のごみ拾いを行いました。茨城ロボッツの選手、チームマスコッ
ト「ロボスケ」くんや、水戸ホーリーホックのホーリーくんも登場した開会式の後、参加者は 4 つのコースに分か
れ湖畔や周辺道路の清掃活動を行いました。
　当日は、連日の雨模様が奇跡的に途切れ、時折晴れ間がのぞくなど、お天気も清掃活動を歓迎してくれているよ
うでした。参加された皆さん、ご協力ありがとうございました。　

　サロンを始めたきっかけは、「高齢者やひとり暮らしの方に、自宅にこもりがちにならないようにしていただきたい」
「高齢者の方々の生きがいや仲間づくりをお手伝いしたい」との考えからです。
　認知症予防の講座や脳トレ体操、唱歌をみんなで歌うなど参加者の意見を
取り入れて様々な企画をしています。活動は、今年で７年目を迎えます。
　今年度は、計７回サロンを開催する予定で、新しく参加される方もいらっしゃ
るとのことです。
　「参加された皆さんの『次回も楽しみです』と話す笑顔がとても素敵です」と
ネットワーカーさんは語ってくれました。
　これからも、地域で共に支え合うための輪を広げていただきたいと思いました。

　チャレンジいばらき県民運動では、地域の宝である湖沼の水質浄化運動を継続して行ってい
ます。皆さんも家庭や地域でできることから始めてみませんか？

　ひたちなか市子育て支援・多世代交流施設「ふぁ
みりこらぼ」において、ひたちなか市ネットワーカー
連絡協議会が「おしゃべりサロンうきうき」を開催
しています。

ひぬま流域クリーン作戦

おしゃべりサロンうきうき
共助に向けた取り組み

ひたちなか市ネットワーカー連絡協議会

水質浄化県民運動
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令和元年度

　活動内容は、年間を通して、町所有の空き地、公園などの草刈り清掃や利根川桜堤の清掃、独居老人宅敷地内の
草刈り清掃や春夏秋年末の交通安全街頭キャンペーンの支援、東日本大震災復興祈願を目的としたキャンドルナイ
トの開催、町民との交流、NPO 支援など、多岐にわたっています。
　また、地域活動の一層の活性化を目的に、他ネットワーカー協議会との交流研修会を開始したところ、新たな発
見があり、自分たちの取り組みの参考になっているとのことでした。今後、益々の活躍を期待しております。

　県内で様々な活動の立ち上げに携
わってこられた加藤先生から、活動を
継続させるコツやクラウドファンディ
ングの活用について学んだ後、ワーク
ショップを行いました。
　各自が、クラウドファンディングの
テーマ、ねらい、金額などを考えて発
表し、参加者同士が意見交換すること
を通じて、新規プロジェクトの立ち上
げに必要なポイントを教わりました。

　平成11年10月26日設立。今年で20周年を迎えることを記念して、ユニフォームを新調し
ました。現在、会員は37名（男性27名、女性10名）。会長を中心に、利根町をはじめ元気で
住み良い茨城づくりを推進するための活動を行っています。

「新しい活動を立ち上げよう!」

県民運動を地域で支える
地域活動員〔ネットワーカー〕の活動紹介

利根町ネットワーカー協議会

ネットワーカー
募集中!

地域活動員（ネットワーカー）は、居住する地域において、地域の人たちのネッ
トワークづくりや住み良い地域づくりに取り組んでおり、現在、約 1,100 名
の方々が県内各地で活躍しています。皆さんも、一緒に活動しませんか ?

詳しくは、
お住まいの市町村へ
お問い合わせください。

次回寺子屋サルーンは、10月20日（日）開催予定

会長 西村 重之

モジャとメガネ。 加藤 雅史 先生

交流サルーンいばらき

NPO・地域活動者向け

交流・学び合いの場サルーン寺 子 屋

「寺子屋サルーン」とは、県内のNPO・地域活動実践者向けの気軽に参加できる学び合いの場で
す。受け身ではない参加型学習を通して、「参加者同士の情報交換・交流」、「それぞれの活動のスキ
ルアップ」、「団体間の連携・協働」を目指していきます。皆さんも参加してみませんか?

茨城県水戸市三の丸1-5-38 茨城県三の丸庁舎2階　交流サルーンいばらき 交流サルーンいばらき 
https://www.facebook.com/koryu.saloon.ibaraki
寺子屋サルーンの開催情報や県内の地域活動レポート
などを発信しています。ぜひご覧ください。交流サルーンいばらきの各種サービス内容、

NPO等向けの助成金情報などを掲載しています。

Tel.029-302-2160 Fax.029-233-0030
お問い
合わせ

交流サルーン いばらき 検索

クラウドファンディ

ングを成功させるに

は「共感力」が必要。

「その活動を応援した

い」という思いから

支援をいただける。

活動を続けていくた

めには「リーダー」と

「理念」が必要。

メインスピーカー

利根町ネットワーカー協議会と小美玉ネットとの交流研修会

チャレンジいばらき
県民運動

7月27日（土）
第19回
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このフォームは、茨城県内各地域の情報や、地域活動員（ネットワーカー）
の活動を投稿していただくものです。投稿していただいた内容は広報紙

「ちゃれいばレター」やホームページ上でご紹介していければと考えて
います。「こんな活動をしているよ」や「こんなイベントを行うよ」など
の情報がありましたら、お気軽に投稿していただける
と嬉しいです。

チャレンジいばらき県民運動（旧大好き いばらき 
県民会議）は、各種県民運動を推進するため、地域
活動団体、企業、市町村及び県などで構成する任
意団体です。

茨城県内における「ニセ電話詐欺」（令和元年 6 月末現在 ※本年1月〜6 月分）

認知件数148件（前年同期比 -8 件）

被害額約1億 5,513万円（前年同期比 +38 万円）が発生しています。

★ 「暗証番号を教えて」｢キャッシュカードを預かる｣は全て詐欺
★ 警察官や銀行協会、郵便局員がキャッシュカードを取りに来ることは絶対ない!
★ 「『携帯電話番号が変わった』等と電話し、お金を要求する息子や孫」は全て詐欺

★ 自宅の電話機を留守番電話に設定
★ 警告・録音機能のある迷惑電話防止機能付き電話機の設置
★ 現金やキャッシュカードは絶対に渡さない・送らない・振り込まない
★ アポ電を受けたときは必ず警察や家族に相談

〔 警察相談専用電話 〕
♯9110（シャープキュウイチイチマル）

〔 ニセ電話詐欺相談ダイヤル 〕
Tel.029-301-0074

令和元年9月1日発行　 〔発行〕 チャレンジいばらき県民運動　〔編集〕 県民活動推進員 （魅力発見・発信グループ）
チャレンジいばらき県民運動 広報紙

チャレンジいばらき県民運動 事務局
〒310-0011 茨城県水戸市三の丸1-5-38　Tel.029-224-8120　Fax.029-233-0030
ホームページ ▶ https://challenge-ibaraki.jp　Email ▶ info@challenge-ibaraki.jp

ニセ電話詐欺に注意してください!
「家族の絆と地域の力で被害防止」

I N F O R M A T I O N

ニセ電話詐欺
被害防止の

キーワードは

被害に
遭わない
ために!

茨城県警察ニセ電話詐欺対策室　連絡先 Tel.029-301-0110（代表）

このコーナーでは地域活動に役立つIT情報をお知らせします。
今回は、チャレンジいばらき県民運動ホームページ上にある
「地域活動投稿フォーム」についてご紹介いたします。

QRコードをスマホに読み込むと
開くことができます。

チャレンジいばらき県民運動では、福祉、環境、青少年、防犯
など様々な分野での地域活動・市民活動を、県民・団体・企業・
行政が手を繋いで支え合い、共助による新しい茨城の実現に向
けて、社会の課題に挑戦する県民運動を展開しています。この
ような趣旨にご賛同され、運動に参加していただける団体・企業、
個人の会員を募集しております。

◆団体会費（年）10,000円 ◆個人会費（年） 2,000円

地域活動IT情報コーナー チャレンジいばらき県民運動会員募集

お問い
合わせ


