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（株）水戸京成百貨店
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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
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●市町村（44）

　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る

とともに、県民、NPO、団体、企業、行政が連携・協働し、身近な地域課題の解決に挑戦する県民主

体の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。

※令和3年度は、新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から、総会を書面開催といたしました。

チャレンジいばらき県民運動は、以下の会員の皆様のほか、
個人賛助会員の皆様方のご支援とご協力により支えられています。

　「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る、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まいります。

チャレンジいばらき県民運動

会員の紹介  （順不同）　 （令和3年6月1日現在）

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

令和
3年度

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（女性活躍・県民協働課）

●個人会員（225人）
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　昨年度は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、

例年参加している交通安全街頭キャンペーンや町主催のイベン

ト時のクリーン活動などが中止となってしまいました。しかし、

町内の学校における消毒作業の実施や、家庭で楽しんでもらえ

るように町役場来庁者に花の苗をプレゼントするなど、新しい

取り組みに挑戦したことで、多くの方に八千代町ネットワーカー

等連絡協議会の活動を知ってもらうことができました。

　5月16日（日）、鬼怒フラワーラインで開催された「第30回

花とふれあいまつり」では、満開のポピーを楽しむ来場者に「下

妻市の魅力」をＰＲしました。また、鬼怒川大形橋沿いにあるポ

ケットパークには、春はパンジー、夏はポーチュラカなどの花を

植え、通行者の心を和ませています。今後も、イベントへの参

加や各種研修を行い、多くの方に「下妻市」や「茨城県」の魅

力をＰＲしていきます。

　平成14年9月20日設立。会員は8名（男性3名、
女性5名）。少ない人数ですが、会員一丸となってそ
れぞれが得意分野で力を発揮しています。八千代町
のより良いまちづくり、暮らしづくりのため、様々な
活動を行っています。

　「下妻市ネットワーカー等連絡協議会（通称：ネット
ワーカーしもつま）」は、今年で15周年を迎えました。
現在、会員は31名（男性17名、女性14名）。チャ
レンジいばらき県民運動の理念のもと、活力と魅力
あふれる「下妻づくり」を目指し活動しています。

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
八千代町ネットワーカー等連絡協議会

下妻市ネットワーカー等連絡協議会

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873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。

会長 大久保　英男

会長 小竹 浩子

チャレンジいばらき県民運動
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   涼しく過ごそう 今年の夏も！！ 未来の夏も！！エコチャレンジ 2021
《環境に配慮した取り組みをされている団体会員の紹介！》

　アミエコクラブと阿見町生活環境課は、家庭や企業で楽しみながら、身

近な事で温暖化防止に取組むため、2014年から「みんなで選ぶ緑のカー

テンコンテスト」を行っています。町民の関心を高めるため、興味はある

がやり方がわからない人向けに苗配布と実演付講習会の実施、育てたゴー

ヤレシピ(砂糖漬け、佃煮、ゴーヤ茶)の周知、住民投票により選出される

コンテスト、協賛企業の協力で「ベストグリーン賞」「がんばったで賞」な

ど優秀5作品の表彰と参加賞を設けるなど、楽しく参加できる様々な工夫

をしています。この事業は、エコクラブの持つ情報を活用して町の温暖化

対策に取り組む事、町が「広報あみ」を活用した情報発信や、申込窓口を

担う事で相互に補い合い、官民協働の理想モデルとして他地域からも注目

されています。

　市が地球温暖化対策の一つとして始めた、「緑のカーテンづくり」の取

り組みは、今年で12年目になります。この取り組みでは、市民団体の常

陸大宮市環境市民会議が緑のカーテンの作り方について講習会を実施し、

同会議の会員でもある講師が種から育成した苗を配布しています。（今年

は、ゴーヤと坊ちゃんかぼちゃでした。）また、市では毎年、西洋アサガオ

やゴーヤの種に加え、緑のカーテンの作り方についての説明書も配布し、

その効果について啓発を行っています。さらに、希望する市内の学校には、

市で購入したアサガオやゴーヤ、パッションフルーツ等の苗を配布するな

ど、児童・生徒が環境問題に興味を持つきっかけ作りにも役立っています。

コロナ禍で在宅時間が増える中、家庭でできる地球温暖化対策として「緑

のカーテン」を作ってみませんか？

楽しくなくちゃ続かない！
「コンテスト」で町全体を盛り上げる

環境にやさしいまち
“常陸大宮市”が推進、身近で
出来る環境に優しい取り組み

アミエコクラブ　【前列左から】 内橋 恵子さん・永井 みつ子さん・佐野 和子さん・石井 早苗さん
阿見町生活環境課　【後列左から】 村上 馨さん・豊﨑 郁子さん

阿見町

常陸大宮市
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気温30℃越えの日がもはや当たり前となっている日本の暑い夏。その一因である地球温暖化を止めるべく、日々取
り組んでいる皆さんがいます。この夏、一人ひとりがエコを意識し、出来ることからチャレンジしてみませんか？

   涼しく過ごそう 今年の夏も！！ 未来の夏も！！

　北越コーポレーション関東工場（勝田）は、バイオマス（木質燃料）ボイラー
発電、メガソーラー発電の利用で、製紙業界トップとなるCO2ゼロ・エネル
ギー比率90％を達成し、（一財）地球温暖化防止全国ネットと（一財）セブン
イレブン記念財団共催の「脱炭素チャレンジカップ2021」（全国大会）で審
査員特別賞を受賞しました。工場では、ボイラーによる騒音・振動・臭気な
どの環境モニタリング調査を随時行い、地域の皆さんへの報告会を毎年行っ
ています。那珂川から引き入れた工業用水は、地域の農業用水にも使えるよ
う、鯉が飼えるくらい綺麗に処理をして戻しています。また、排水流域のクリー
ン運動に参加するなど、地域の一員として環境保全活動に取り組んでいます。
最近では、工場内のプラごみを燃料にして産業廃棄物を出さない取り組みな
ど、全社的に社会全体の環境改善に向けた活動を積極的に行っています。

　「地球温暖化防止に伴う環境出前講座」を行うNPO法人エコレンと土浦市

環境保全課は環境教育を目的に協働し、市内の幼稚園や小学校で出前講座を

実施しています。講座は、異常気象や温暖化について学んだ後、身近な省エ

ネ・リサイクル事例の紹介や、エコ工作を行うことで、「今、自分達が出来る事」

を考えて実践を促し、子供の心に種をまくような「対面対話」を心がけていま

す。「捨てる前に活用法を考える」よう勧めることもその一つです。リサイクル

事例の一つ「のぼり旗を再利用したエコバッグ」は、役割を終えたのぼりを加

工し、第二の役割を担った「本物のエコバッグ」として、省エネに欠かせない「3

Ｒ」の意味を伝えています。これらの活動推進には「行政の理解、協力が不可

欠。」と話す山口さん。民・官の長所を活かした土浦市との協働のような事例

を増やし、全県民で温暖化防止に取り組む事を熱望しています。

グループで 「2050年までに
ＣＯ2排出実質ゼロ」に挑戦中！

地球温暖化防止は
身近な省エネ・リサイクルから

北越コーポレーション㈱　洋紙・白板紙事業本部　関東工場（勝田）
池田 宣夫さん・近藤 誠さん・新野 健さん

ＮＰＯ法人エコレン
理事長　山口さん・事務局長　秋田さん

北越コーポレーション（株）

ＮＰＯ法人エコレン

作り手は、土浦市内のおばあちゃん達。
「集中作業が認知症予防になる」と、
ご家族も応援！

団体向け工場見学も行っています。
興味のある方はご相談ください！

※事前予約制／上限20名 

エコレンＨＰ

北越ＨＰ
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特定非営利活動法人 アガッペひたち
共に学び、働き、
お互いを知る事から始まる助け合い
　アガッペひたちでは、ひきこもりや心の不調を抱えた方への偏見をなくす啓発活動や

その家族への支援、当事者の居場所づくり、自立支援活動を行っています。県が実施す

る助成事業を活用して農作業を通じた回復訓練のほか、当事者らが支援者と一緒にコ

ミュニケーションを図りながら技能の体得を目指す活動拠点の整備改修などを行いまし

た。それらの作業を通じて体得した大工技術等を活かそうと、当事者と始めた有償ボラ

ンティア「ヨロズ生活支援チーム」は、開始１ヶ月で５回出動する繁忙ぶりで、当事者の

社会参加につながっています。今後は、障がいのある子を持つ家族に行ったアンケート

を基に希望の多かった、料理教室、スマホ教室を実施しながら、「本人がやりたい事、持っ

ている能力を発見し、本人に合った仕事に繋げたい」また、「支援の輪を広げたり、活動

を周知するための情報発信にも取り組みたい」と目標を話していました。

共助社会づくり支援事業提案型

■提案型共助社会づくり支援事業に関するお問い合わせ先  茨城県 県民生活環境部 女性活躍・県民協働課  Tel.029-301-2175

特定非営利活動法人　アガッペひたち
代表　江波戸 啓悟さん

登壇者

新たな
活躍の場

家庭

職場・学校

サードプレイス

菅原　広豊氏［常陸 frogs（日立市） 代表］
坂本　裕二氏［城里町地域おこし協力隊］
柴岡　久美子氏［認定ＮＰＯ法人 サービスグラント（東京）広報 / 事務局］
小野村　哲氏［認定ＮＰＯ法人 リヴォルヴ学校教育研究所（つくば市）初代理事長］
舘山　佳央氏［茨城県県民生活環境部女性活躍・県民協働課主査］

in 茨城2021地域円卓会議
ポストコロナ時代の
人材育成とサードプレイス
～地域における居場所と出番の創出～

令和3年3月20日（土）
《オンライン開催》

　コロナ禍で、外出自粛やテレワーク、オンライン授業の導入等が進み、

社会的孤独や孤立に起因する心身の不調、生活困窮、DVなどの問題が

顕在化しています。職場や学校、自宅とは別の、もう一つの居場所・活躍

の場「サードプレイス」を地域に広げ、助け合って生きがいの持てる共助

社会づくりを目指そうと、県民、NPO、企業､ 行政など多様な関係者が、

組織の立場を超えて活発に意見交換をしました。

コロナ収束後は、当事者と
地域住民との交流を企画して、
参加の輪を広げたい。アガッペひたちＨＰ

コーディネーター
横田　能洋氏［認定 NPO 法人 茨城 NPO センター・コモンズ

（水戸市 / 常総市）代表理事］
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文書作成や活動に関する
インターネット検索が可能。

　交流サルーンいばらきは、NPOやボランティア団体などの地
域活動を行う方々にご利用いただいている、多機能オープンス
ペースです。会議室、印刷機、パソコン等の利用ができるほか、
地域活動の参考となる資料や書籍も閲覧できます。皆様の活動
にご活用ください。

交流サルーンいばらき

サルーン寺 子 屋
交流サルーンいばらきでは、年に 3 回、地域
活動を行う方や地域活動に興味のある方を対
象に講座を開催しています。 開催日時は、ホー
ムページで告知いたします。

水戸市三の丸１-５-３８
茨城県三の丸庁舎２階

会議室

大判印刷機 フリースペース

印刷機 メールボックス

パソコン＆プリンター

紙折機＆丁合機

有料 予約優先 無料 予約優先無料 登録制

無料 予約不可 無料 予約不可

無料 予約優先

有料 予約優先

150円/m （用紙幅61cm）

製版代100円/版  (白黒のみ)

30分/回

B５～A3サイズに対応

収容定員10名 （テーブル６台、イス10脚）

収容定員18名 （テーブル9台、イス18脚）

横断幕やポスターのカラー印刷が可能。

紙折機が新しくなりました！（R3.2月〜）

以前よりも、操作が簡単で
速く綺麗に仕上がります。

打ち合わせや、印刷後の軽作業などに
使用できるオープンスペース。

郵便物の受け取りができる
団体専用の郵便箱。

平日・土日（火曜日・祝日・年末年始は休館）
開館時間 9:30～12:00、13:00～17:45

※印刷は用紙持参により何枚でも可能。

※予約優先の各サービスは、ご利用日の3か月前から予約できます。電話または来所にて申込みをしてください。（予約状況は、ホームページでご確認いただけます。）
※機器類は、利用者ご自身で操作をお願いします。　※現在、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、会議室及びフリースペースの座席数や、ご利用に関する制限がございます。

交流サルーンいばらき
Tel.029-302-2160 Fax.029-233-0030

各サービスや講座の詳細は、お気軽にお問い合わせください。

ホームページ ▶ https://challenge-ibaraki.jp/saloon.html
E-mail ▶ saloon@challenge-ibaraki.jp
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花いっぱい運動定着化促進事業

　 〔発行〕 チャレンジいばらき県民運動　令和3年7月1日発行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　E-mail ▶ info@challenge-ibaraki.jp

　チャレンジいばらき県民運動では、茨城県内各地域の情
報や、地域活動員（ネットワーカー）の活動の投稿記事を
募集しています。投稿していただいた内容は、広報紙「ちゃ
れいばレター」や当県民運動ホームページ上でご紹介する
予定です。ぜひ、お気軽に投稿してください。

ホームページ上の
「地域活動投稿フォーム」に、
記事や写真を入力してください。

　チャレンジいばらき県民運動では、福祉、環境、青少
年、防犯、防災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。

★団体会員（年会費）   10,000円
★個人賛助会員（年会費）  2,000円

投稿方法

投稿記事を募集しています！ 会員募集チャレンジ
いばらき

県民運動

お問い
合わせ

応募用紙は、県内の公共施設などで配布しております。
また、チャレンジいばらき県民運動のホームページからも
ダウンロードいただけます。

花壇づくりを応援します！

支援内容

締め切り

応募方法

Information

　花づくりをとおした地域コミュニティの再生・活性化を
図ることを目的に、花いっぱい運動に継続して取り組ん
でいる、または取り組もうとしている団体（自治会、子ど
も会、高齢者クラブ等）や学校を支援しています。

茨城県では、新型コロナウイルス感染症の感染者やその家族及び
医療従事者等への不当な差別的取扱いを条例で禁止しています。
正しい情報のもと、冷静な判断、行動をお願いいたします。
安心して笑顔の暮らしに戻れる社会づくりを目指しましょう。

支援金 5万円以内（1団体・学校あたり）
令和3年9月30日（木） 郵便の場合▶当日の消印有効

メールの場合▶必着

応募用紙に必要事項を記入の上、活動時や花壇の写真を
添えてチャレンジいばらき県民運動まで提出してください。

主催：チャレンジいばらき県民運動　公益財団法人げんでんふれあい茨城財団

支援団体募集中

STOP！
コロナ差別

写真提供　つくば秀英高等学校 ※優れた花壇を表彰する「花と緑の環境美化コンクール」は、今年度より廃止とさせていただきます。


