
《大好き いばらき 県民会議》
「共生・共創・共援」の3つの理念を基に,1年365日誰かの手で,
どこかで行われている福祉や, 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,「やさしさとふれあいのある茨城づくり」を進めるこ
とを目的に,各種の県民運動を展開しています。
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キャンドルのWA!!

ネットワーカー活動
推進大会
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　何気なく触れているかるた。
これに郷土の風景や行事を題
材にした「郷土かるた」がある
のを知っていますか？馴染みが
ある地域もあれば, 郷土かるた
がない市町村もあります。今回
は, 地域の魅力を発信している

「郷土かるた」について特集し
ます。

　郷土かるたは,地域の建築物, 食, 行事,自然など様々な地域の魅力を札にしています。行方市の郷土かるた「なめがた
郷土かるた」では, 地元の有志が集まり,その地域の由来や歴史などの勉強をしながら,市民自らの手で絵札や読み札を
作りました。まさに市民の英知と努力が生んだ地域を知るためのツールだと言えます。

茨城の魅力●発見！
世代をつなぐ郷土かるた

郷土かるたって知ってる？

地域の魅力が詰まったかるた

再

2



なめがた郷土かるた大会

水戸郷土かるた大会

水戸郷土かるためぐり

水戸郷土かるためぐり

　郷土かるたはかるた大会で使用されることが多
く, 大会の運営については,自治会など地域で育っ
てきた大人が行っています。郷土かるたを通して,
郷土の魅力が世代を超え育まれています。県内で
も水戸市や行方市,牛久市,土浦市など様々な地域
でかるた大会が開催されています。
　他にも水戸市では,H 29年8月に教育委員会が
主催となり, 市内の小学生と保護者を対象に,かる
たに詠まれている弘道館や日新塾跡, 森林公園な
どを講師と見学する「水戸郷土かるためぐり」が開
催されました。郷土かるたは, 地元の魅力が集約さ
れた社会教育の道具としても活用されています。

　今回は茨城の魅力再発見として「郷土かるた」を紹介しまし
た。郷土かるたのみならず, 私達の生活の中には様々なところで
みんなが見つけた地域の魅力が発信されています。大好きいば
らき県民会議でも県内各地で県民運動を実践するネットワー
カー（県民運動地域推進委員）が地元が誇る隠れた魅力を発
信する「ふるさと自慢」で魅力を発信していますので, 是非ご覧
ください。

茨城の魅力●発見！
世代をつなぐ郷土かるた

かるたを通して紡ぐ地域の魅力

地域の魅力は身近なところに！

大好きいばらきふるさと自慢 検索
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「地域活動 魅せる写真の撮り方講座」
　今回は，参加者が各々持参したカメラ
を使って構え方や機能などの基礎を学
んだ後，実際に人・物・風景を撮影するな
ど実践を中心に学びました。一点を抜き
出して見せる，高さや角度を変えるなど,
プロ直伝のコツや，さらに良く「魅せる」
ための具体的な改善策を教わりました。

11月18日〈土〉

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

地

子

域
支

屋平成29年度

第15回

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

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

「ブレ」を防ぐため,しっかり構えよう。

被写体に声をかけて，生き生きとした表情を引き出そう。

紙面構成のため色々な角度で撮影しよう。

他の人の良いと思った写真を真似してみよう。

引き，アップ，高低差などメリハリをつけよう。

j studio 代表 　田澤 純 先生

メインスピーカー

プロ直伝撮影のポイント
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活
援

動

花いっぱい
 運動のつどい

花いっぱい運動の推進のため,
花づくりのきっかけを応援します。

平成29年度　花いっぱい運動定着化促進事業 花いっぱい運動定着化
　　促進事業支援団体・学校

団体の部 （16団体） 学校の部 （14校）

「いきいき茨城ゆめ国体・ゆめ大会2019 」の開
催に向けて，花いっぱい運動を盛り上げ，継続
的に花壇づくりに取り組む人材育成のための花
壇づくり教室を開催しました。

土づくりから管理のコツまで,知事賞花壇から学ぶ！

水戸市 金谷花談倶楽部
那珂市 鷺内自治会

フラワーロード
管理委員会

笠間市 笠間市岩間地区
日赤奉仕団

大洗町 大洗町磯浜女性会
常陸大宮市 花盛りの会　いづみ
常陸大宮市 八里花の会

東海村 青少年育成東海村民
会議石神支部

常陸太田市 谷河原 高砂会
常陸太田市 黄門の郷 応援団

鉾田市 鳥栖新田老人会
鉾田市 さくらクラブ
潮来市 台上戸椎の木会
潮来市 潮来市ボランティア

グループＤ-51
坂東市 長須交通安全母の会
土浦市 都和地区市民委員会

環境部
土浦市 一中地区コミュニティ

センター

小美玉市 小美玉市立玉里小学校
笠間市 笠間市立友部中学校
那珂市 わかすぎ学園那珂市立

菅谷小学校
那珂市 那珂市立横堀小学校
ひたち
なか市

ひたちなか市立那珂湊
第二小学校

潮来市 潮来市立延方幼稚園
坂東市 坂東市立飯島小学校
古河市 古河市立下大野小学校
阿見町 阿見町立阿見小学校
阿見町 阿見町立阿見

第二小学校
石岡市 石岡市立恋瀬小学校
牛久市 牛久市立神谷小学校
土浦市 土浦市立土浦

第二小学校
土浦市 土浦市立新治幼稚園

平成

29　年度

《講師》　櫻井 茂幸氏　小瀬 梅子氏 《講師》　三澤 一紀氏
県北地区 10月12日(木) 常陸太田市立誉

ほん

田
だ

小学校 水戸地区 10月17日(火) 笠間市立友部中学校

Ｈ28年度知事賞受賞 Ｈ28年度知事賞受賞

花いっぱいの地域づくりに取り組む皆さんを応援しています。

花壇づくり教室

花壇
づくりの
アドバイス

補植用苗を多めに準備，枯れたら植え
替えて花壇を長持ちさせよう

開花後の立体感や色のコントラスト
を想像してレイアウトしよう

丁寧な土づくりが，強い根を張り，美
しい花を咲かせる第一歩

平成29年 11月11日［土］  笠松運動公園にて

〔共同主催〕  公益財団法人 げんでんふれあい茨城財団

第 回19

の
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今年度もたくさんの団体と連携し, 県民運
動を実施する事が出来ました！！

　地域の大人と子ども, 大人同士, 子ども同士の
コミュニケーションのきっかけづくり目的に,自治
会や学校等で日常的に取り組まれているほか,１１
月の教育月間に合わせて, 県内の駅で街頭キャン
ペーンが実施されています。

あいさつ声かけ運動

公益社団法人
茨城県青少年育成協会との連携

本県を訪れてくださった方々を, 心のこもった笑顔
と挨拶で迎え, 誇りを持って茨城の魅力を伝えられ
るようになることを目指し, おもてなし観光週間を
PR する街頭キャンペーンやおもてなし講座などが
開催されています。

おもてなし観光週間

県観光物産課との連携

２０１９年に茨城県で開催される「いきいき茨城ゆ
め国体・ゆめ大会」に向けて，全国から訪れるたく
さんの人々をおもてなしするため，１２種類の推奨
花の普及や花作りのための様々な取組を行ってい
ます。

花いっぱい運動

いきいき茨城ゆめ国体・いきいき茨城
ゆめ大会実行委員会との連携

交通事故のない安全で快適な交通社会を実現する
ことを目的に春や夏など季節の変わり目に合わせて
交通安全の呼びかけを行い, 交通事故防止のため
の活動をしています。

交通安全県民運動

県安全なまちづくり推進室との連携

県民運動の
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大好き いばらき県民会議では, 県民運動を
広めるため, 行政や団体, 企業など様々な
団体と連携しています。

広く県民に森林・林業・木材産業や霞ヶ浦などの自
然環境について理解と関心を深めてもらう機会と
なるよう, 参加・体験型のイベントとして実施されて
います。

グリーンフェスティバル

グリーンフェスティバル
実行委員会との連携

「食品ロス」とは, 食べられるのに捨てられてしま
う食品をいいます。食品ロスの統計や食品ロスの
削減のため, 捨てない料理教室の実施などを行っ
ています。

食品ロス

茨城県生活学校連絡会との連携

霞ヶ浦により一層の親しみを感じていただき，霞ヶ
浦のために自ら行動をおこせるひとづくりを目的に
水辺のイベント等を実施しています。

泳げる霞ケ浦市民フェスティバル

一般社団法人
霞ヶ浦市民協会との連携

県民運動の 輪
広げよう！
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   大好き いばらき 県民運動 表彰式を行いました。

　未来を担う子どもたちに,茨城の豊かさや暮らしやすさ, 伝統文化のすばらしさに加え,家族や地
域との絆について考えてもらうことを目的に, 作文を募集しました。公益財団法人 日立財団と共催
で実施した今年は, 応募総数22,555件の中から入賞した91作品を表彰しました。

「大好き いばらき 作文コンクール 」の詳細は「大好き いばらき」のHP 上でご覧いただけます。

29年
度

茨城県知事賞 4 名
日立財団 小平記念賞 4 名
茨城県議会議長賞 4 名
茨城県教育委員会教育長賞 4 名
茨城新聞社長賞 4 名
大好き いばらき 県民会議
理事長賞 35 名
日立財団 奨励賞 36 名

小学校低学年の部 5,251
小学校高学年の部 7,696
中学校の部 9,365
高等学校の部 243
合計 22,555

小
学
校
低
学
年
の
部

中
学
校
の
部

小
学
校
高
学
年
の
部

高
等
学
校
の
部

《応募数》《表彰者数》

花と緑の環境美化コンクール大好き いばらき 作文コンクール

守谷市立郷州小学校
大平 顕 さん

「家族がそろう毎日」

土浦市立土浦第三中学校
山嶋 陽菜乃 さん

「魅力がない」ことこそ魅力？

つくば市立桜並木学園並木小学校
遠藤 心咲 さん

「私の夢」

県立水戸桜ノ牧高等学校常北校
古谷 澪士 さん

「棺に入れた手紙」

お姉さんの入院をきっかけに, 家族
がそろっているのが当たり前じゃな
いことに気づきます。お姉さんが退
院したとき,うれしさと淋しい思い
に耐えてがんばった自分に涙が出
た気持ちがよく表現されています。

茨城県に魅力がないとうことに対
し,観光客が多いことが魅力なのか
と問いかけています。自然・食べも
の・人情など身近な暮らしの豊かさ
こそ本当の魅力ではないかと常識
をひっくり返す論法が見事です。

医者になって, 医師が少ない地域
で働くことが夢で,自分に知識を
得る力や人間力など,医師に必要な
資質があるか深く省察しています。
夢の実現への厳しい道のりまで深
く考えているところが立派です。

仲悪くみえた祖父母でしたが, 次第
に自分をさらけ出す祖父と,受け入れ
支える祖母に気づきます。祖父の死
で,祖母を支えることを書いた手紙
を棺に入れます。心の奥にある絆に
気づいたところが感動的でした。

茨城県知事賞

第28回

平成

テーマ「ここが大好き, 私のふるさと, 私の家族」

〔共同主催〕  公益財団法人 日立財団
〔審査協力〕  茨城大学 , 茨城県教育委員会 , 株式会社 茨城新聞社 , 公益財団法人 茨城県青少年育成協会
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   大好き いばらき 県民運動 表彰式を行いました。

　「花いっぱい運動」において,すばらしい成果をあげている地域・団体・職場・学校を表彰し, 地域
住民及び児童・生徒の環境美化に関する関心・意欲を高めることを目的に実施しています。今年は
773の団体・学校から応募があり, 厳正な審査の結果,76団体が表彰となりました。

「花と緑の環境美化コンクール」の詳細は「大好き いばらき」のHP上でご覧いただけます。

茨城県知事賞 9 団体
茨城県議会議長賞 9 団体
茨城県教育委員会教育長賞 8 団体
茨城新聞社長賞 9 団体
茨城県花き園芸協会長賞 9 団体
茨城県造園建設業協会長賞 8 団体
大好き いばらき 県民会議
理事長賞 24 団体
花いっぱい運動特別賞 3 団体

フラワーロードの部 38
地域の部 384
団体・職場の部 108
学校の部 243
合計 773

潮来市ボランティアグループ D-51 
（潮来市）

ピアしらとり
（筑西市）

金谷花談倶楽部
（水戸市）

土浦市一中地区コミュニティセンター
（土浦市）

大子町立さはら小学校
（大子町）

桜川市立猿田小学校
（桜川市）

常陸太田市立世矢中学校
（常陸太田市）　

水戸市立三の丸小学校
（水戸市）

土浦市立新治幼稚園
（土浦市）

《応募数》 《表彰団体数》

花と緑の環境美化コンクール

平成29年 11月30日［木］
水戸プラザホテルにて

茨城県知事賞

第45回

フ
ラ
ワ
ーロ
ー
ド
の
部

フ
ラ
ワ
ーロ
ー
ド
の
部

地
域
の
部

団
体
・
職
場
の
部

学
校
の
部

学
校
の
部

学
校
の
部

学
校
の
部

学
校
の
部

〔共同主催〕  茨城県 , 茨城県教育委員会
〔審査協力〕  茨城県花き園芸協会 , 一般社団法人 茨城県造園建設業協会 
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大好き いばらき
   キャンドルのWA!!

ともそう。つなげよう。かたりあおう。

大好き いばらき 県民会議では，東日本大震災
の犠牲者追悼と，家族や地域の絆を再確認し，
次世代へ紡いでいくことを目的として「大好き 
いばらき キャンドルナイト」を実施しています。
　県内各地でキャンドルナイトを行った25団体の思いを
大きな輪として広げるとともに，穏やかな暮らしの願いをこ
めて「キャンドルのＷＡ！！」でつなぎました。

延方生活学校

岡田小学校放課後子ども教室
ふれあいスクール

妙安寺除夜の鐘委員会

しろさとネットワーカー等連絡協議会

kids天国委員会

もりやクリスマスファンタジー2017
実行委員会

(一社)ガールスカウト茨城県連盟

水府町第二区町内会

（社福）芳香会
芳香会病院青嵐荘療育園

五霞町ネットワーカー連絡協議会

ガールスカウト茨城県第25団

TSS ボランティアTRICOLOR
（常磐大学・常磐短期大学）

茨城トヨタ自動車（株）

三世代交流112回「ふれあいの場・延方」
キャンドルナイト～ラブ～

岡田小学校ふれあいスクール
クリスマスキャンドルナイト

除夜の鐘キャンドルナイト

しろさと七夕まつり
2017

kids天国ザ・チャレンジ
2017

 もりやクリスマスファンタジー
2017

ガールスカウト茨城県連盟40周年記念キャンプ
福島の山から 届けよう 

思いを 広がれ キャンドルのWA!!

第36回水府二区夏まつり
　～追悼キャンドル～

青嵐荘療育園通所事業所
クリスマス会

キャンドルナイトin五霞

とうかい環境フェスタ2017
withキャンドルナイト～絆～

ときWA!!
キャンドルナイト-絆-

茨城トヨタ
キャンドルナイト

1

5

16

20

3

14

18

2

17

21

4

15

19

大好き いばらき キャンドルナイト 検索

7/15〜17

12/20〜22

7/22

12/10

12/23

12/11

7/22

12/31

7/23

3/92/14

7/29

12/16

10



筑西市ネットワーカー協議会

まかべ♥街灯りプロジェクト

(株)レジェンダ 利根町ネットワーカー協議会 ゆめまっぷの会

水霊山　潮音寺

前田さわやか楽級

阿見町ネットワーカー協議会

ガールスカウト茨城県第18団

ボーイスカウト水戸４団ガブ隊　　　　　　　　

日本ボーイスカウト牛久第2団

きらきらタウンひたちおおみや実行委員会

第4回キャンドルナイト筑西

まかべ♥街灯り十三夜祭

キャンドルナイト
レジェンダ

家族/地域の絆づくり運動
東日本大震災復興祈願
３・１１キャンドルナイト

ゆめあかり3．11

万燈会

古代のロマンに魅せられて
（上ノ山古墳－古代の歴史を学ぶ－）

キャンドルナイトinアミ

いばらきの軽井沢で
野外活動

オータムキャンプ
キャンドルナイト

ボーイスカウト牛久
第2団 夏休みお楽しみ会

常陸大宮駅前
イルミネーション点灯式
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講　演

大好き いばらき
 ネットワーカー活動推進大会

県民運動の普及に努めている大好き いばらき ネッ
トワーカー( 県民運動地域推進員)による活動推進
大会を行いました。

　茨城町を会場に開催された全県大会では「篠原和宏ジャズ
カルテット With 星野由美子」の演奏による歓迎アトラクショ
ンの後，二つの講演を行いました。
　茨城大学の田村誠准教授による講演では，地元住民と学生
が中心となり，涸沼を含む地域資源を活かした地域活性化に取
り組む事例などが紹介されました。
　続いて，いばらき大使の林家まる子氏による講演では茨城弁
を紹介し，県内各地から集まった参加者をステージに呼んで実
演してもらうなど，会場全体を巻き込んだ楽しい雰囲気の中で
地域文化の良さを再認識する時間となりました。

茨城のＰＲと郷土愛の醸成

全県大会

平成

29　年度

「茨城弁を
   楽しく学ぼう！」

「涸沼,茨城町での住民協働
   〜持続可能な
地域社会に向けて〜」

いばらき大使
林家 まる子 氏

茨城大学
地球変動適応科学研究機関
准教授　田村 誠 氏

平成29年 11月15日［水］ 茨城町中央公民館にて

12



ブロック大会

　鹿行地域のネットワーカーの活動発表を行ったほ
か,防災アリーナや備蓄倉庫の見学を行い, 災害時への
対応についてネットワーカーとして何ができるのか考
えるブロック会となりました。

　かすみがうら市歴史博物館やかすみがうら市水族館
などの見学を行いました。今年10月に開催される世界
湖沼会議に向けて,かすみがうら市の魅力を再確認す
る機会となりました。

　桜川市が誇る山桜の講和と,「謡曲櫻川」の披露が行
われたほか, 真壁のひなまつりの散策を行い, 地域が一
体となって実施する「おもてなし」と真壁の歴史にふ
れることが出来ました。

　東日本大震災の被災から７年の今回のブロック会で
は, 震災被害を経て再建された六角堂や北茨城市漁業
歴史資料館の見学をしました。

鹿行
ブロック
大会

県南
ブロック
大会

県西
ブロック
大会

県北
ブロック
大会

平成29年9月28日［木］ 平成29年11月10日［金］ 

平成30年2月14日［水］ 平成30年2月15日［木］ 
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大好き いばらき週間

　「かあちゃん手むすび 」の髙田代表を講師に，鮭のホイル焼きや，野菜ときのこの
味噌和え等６品を作りました。冷蔵庫にあるようなもので味付けは目分量。普段の生
活で簡単に作れる料理を多くの世代と談笑しながら楽しく学べる場となりました。
　今後も潮来市ネットワーカー連絡協議会では，地域のネットワークに参加できる
場づくりや多世代との交流の場を作っていきます。

男の料理教室を開催しました。

ネットワーカー協議会の活動

詳しくは, お住まいの市町村へ
お問い合わせください。

ネットワーカー募集中！！

ネットワーカーによる県民運動の実施

詳しくはコチラ

▶

ネットワーカー 検索

皆さんも一緒に
活動しませんか ?!

　茨城県の歴史や文化をはじめとする各種の地
域資源等について理解と認知度を高め，県民の
皆さんに，より一層「いばらき」を好きになっても
らうため，様々な事業を行っています。

団体名 会場 内容

坂東市ネットワーカー連絡協議会 ミュージアムパーク
茨城自然博物館内 清掃活動

大好きかさまネットワーカー
連絡協議会 笠間市内の小中学校 あいさつ声かけ運動

利根町ネットワーカー協議会 利根町保健センター ・
公民館 あいさつ声かけ運動

かすみがうら市千代田地区
ネットワーカー等連絡協議会

かすみがうら市
第一常陸野運動公園

環境美化活動
あいさつ声かけ運動

水戸市ネットワーカー連絡協議会 内原ヘルスパーク ・
三の丸広場 あいさつ声かけ運動

大好き美浦村ネットワーカー協議会 美浦村役場周辺 環境美化活動

大洗町ネットワーカー等連絡協議会 町内花壇５カ所 環境美化活動

ひたちなか市ネットワーカー協議会 JR勝田駅,那珂湊駅 あいさつ声かけ運動

境町ネットワーカー等連絡協議会 境一中正門付近 ・
境二中正門付近 あいさつ声かけ運動

結城市ネットワーカー等連絡協議会 JR結城駅 あいさつ声かけ運動

筑西市ネットワーカー協議会
JR下館駅 ・
しもだて地域交流センター
前広場

あいさつ声かけ運動
環境美化活動

大好き北茨城ネットワーカー協議会 市内花壇３カ所 花壇整備事業

小美玉ネット 美野里エコス店,
羽鳥駅周辺 清掃活動

なめがたネットワーカー連絡協議会 霞ケ浦ふれあいランド あいさつ声かけ運動

大好きおおたネットワーク 山吹運動公園 あいさつ声かけ運動

下妻市ネットワーカー等連絡協議会 鬼怒川大形橋
ポケットパーク

環境美化活動
河清掃活動

守谷市ネットワーカー連絡協議会 JR守谷駅 あいさつ声かけ運動

11月1日～13日

あいさつ声かけ運動

啓発活動

環境美化活動

《 県内ネットワーカーによる大好き いばらき週間運動 》

平成29年 10月14日［土］　牛堀公民館にて

潮 来 市
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霞ケ浦・北浦地域清掃大作戦
世界湖沼会議（いばらき霞ヶ浦2018）開催記念

霞ヶ浦・北浦流域21市町村による一斉清掃
　３月４日には, 鹿嶋市津賀城址
公園を拠点地区として, 流域２１
市町村による一斉清掃を行いま
した。拠点地区には, 企業・団体・
県民など52団体から, 約500名
が参加し, 清掃活動を行いまし
た。　
　本年の１０月には, 世界湖沼会
議が開催され世界中から水の関
係者が集います。皆さんも身近な
水環境を大切にし, 世界中から来
る方々をおもてなししましょう。

平成30年 3月4日［日］

記念
講演

「今，そして未来のための 『行事育』」　
和文化研究家，ライフコーディネーター 三浦 康子  氏

     -みんなで教育を考える-

「いばらき教育の日」推進大会 平成29年 11月1日［水］
県民文化センターにて

第18回

第89回
第17回

日本の行事文化は，家族の幸せを願う気
持ちを形にしたもの。本質を学び，各家庭
で出来る事を取り入れよう。

明日の茨城を担う子どもたちの豊か
な心と確かな学力を育成するため，
県民みんなで教育の充実と発展を
推進する活動を行っています。
　毎年11月1日の「いばらき教育の日」に開催する推進大会では，
本県教育の発展に関する表彰や活動発表，記念講演を行ってい
ます。茨城県PTA 連絡協議会による活動発表では，本県PTA 活
動の活発さや，本県独自の取組みが紹介され，子どもたちのため
に保護者自らが成長する様子が伝わると共に，改めて家庭や地域
社会における教育力の必要性を感じる機会となりました。
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Information

http://www.daisuki-ibaraki.jp/
info@daisuki-ibaraki.jp
http://d.hatena.ne.jp/daisukiibaraki
https://twitter.com/daisukiibaraki

URL

E-mail

ブログ

ツイッター

SAKURA ミーテイング

茨城県三の丸庁舎駐車場は，イベント当日は利用できません。
○「いばらき身障者等用駐車場利用証」持参の方のみ，利用できます。
○県立図書館駐車場は，図書館利用者のみが利用できます。

詳しくは下記までお問い合せください。

ふれあいまつりでは，ゴミ削減のため，使い捨て容器ではなくリユース食
器を使用いたします。皆さまにもゴミの持ち帰り，マイバッグ持参等，環境
に配慮したまつりに，ご協力をお願いいたします。

ご来場の際は，市内循環バス等、公共機関をご利用ください。


