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ご挨拶

平成二十六年度の足跡
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発展と地域の皆様方のご健勝をお祈

て下さい。結びに四中地区の益々の

ます。皆様も是非チャレンジしてみ

好会（サークル）活動が行われてい

区公民館」では現在七〇を超える同

こ れ ら イ ベ ン ト の 他 に、「四 中 地

ほぼ例年通り実施されました。

コンサート」、二月の「歩く会」など、

このほか、一月の「ニューイヤー

頂いた皆様に厚くお礼申し上げます。

い た 関 係 者 の皆様をはじめ、ご参加

事前準備や当日運営に携わって頂

事が出来ました。

し、大盛況のうちに無事に終了する

七〇〇名 を 超 え る 参 加 者 を お 迎 え

日和に恵まれ大勢のゲストの皆様と

い中で迎えた当日は、絶好のお祭り

前日に雨が降り、準備も壗ならな

心にご報告申し上げます。

ベントである「公民館まつり」を中

委員会活動」について年間最大のイ

平成二十六年度の「四中地区市民

四中地区市民委員会
委員長

り申し上げご挨拶といたします。
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四中地区：人口 24,514 人 男 12,141 人 女 12,373 人 世帯数 10,410 世帯 Ｈ 27.1.1 現在

朝日里山学校でのピザ作り

平成26年度

今年で第33回となる四中地区公民館まつり（平成26年10月31日
～11月2日まで）が行われました。同期間中、１階会議室・学習
室・図書室・ロビーには、22団体の同好会・社会婦人学級生の作
品・折り紙教室・水彩画・鉛筆画・写真等の展示が行われました。
最終日には、演芸大会・模擬店の販売・ゲーム・バザー・抽選会
等多数の催しが行われ、バルーンアートによる犬やねずみ・刀などを
つくり子供達に喜ばれるなど大盛況のうちに終わりました。

伝統工芸獅子頭づくり

市の絵画作品
コンク�ル入賞者
平成 年度「市の木・市の花・市
の鳥」絵画作品コンクール（主催：
土浦市まちづくり市民会議）の表彰
式が平成 年 月 日、新治地区公
民館で開催され、四中地区の小・中
学生の受賞者は、次の通り。（敬称略）
◆最優秀賞
【下高津小】白井菜々美
（１年）
◆優秀賞
【下 高 津 小】細 田 胡 桃（１ 年）
、細 田 苺
実
（４年）
【第二小】谷畑智哉
（４年）
【土 浦 四 中】浦 北 彩 葵・朝 日 真 生（２
年）
◆優良賞
【東小】杉本天士
（５年）
【下 高 津 小】高 橋 華 里 奈（１ 年）
、飯 嶋
姫 冠（２ 年）
、久 保 田 美 優・中 原 乙
祈・木 村 瀬 梨 菜（４ 年）
、稲 川 賢 人
（５年）
、
飯田萌色・田中澄怜（６年）
【第二小】井川愛彩・岡野莉子（２年）
、
井 谷 汐 遥・法 坂 大 喜・矢 島 夕 雅（３
年）
、都 野 潤 朗（４ 年）
、赤 見 百 合 子
（６年）
【土浦四中】山田弥生
（１年）
なお、入賞作品が 月 日〜 月
日まで公民館で展示された（東小
の受賞作品は三中地区公民館で展
示）。
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廣瀬

わが町紹介

下高津三丁目町会

地区長

一郎

町内会は、現在三七五世帯であ

る。集会所（会長自宅）を中心とす

ると、この地区は東西南北地域に分

けられる。東部は住宅及びアパート

群で、西部地区は下高津小学校遺跡

（古墳・奈良・平安時代の包蔵地）

に指定され、事業所用途地域です。

南部地区は茨城県繭検定所跡地で

現在は茨城県土地改良事業団体県南

センター、土浦児童相談所及び茨城

県職員官舎がある行政地区です。

北部地区は田園地帯であったが、

現在は商業地に変貌、モール型ショ

ッピングセンターの出店に伴い坂東

線もインフラ事業の整備中です。

少子高齢化に伴い、自主防災会活

動では救命救急講習訓練（ＡＥＤ）

を一年おきに、本年度で第八回目を

実施しまし

た。「安心 ・

安全まちづく

り」を目標に

地域密着型の

明るい町興し

に努めてい

る。
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小松三夜ばやし演奏
生花展示
カラオケ・演芸大会

おいしい焼きそばだよ

つちまる君登場！

もちくわんかいな

作品展示：絵手紙同好会

作品展示：下高津婦人学級

うまかっぺな

いきいきサロン
『かざぐるま』が
周年

周

10
施設を取材しました。
16

人でスタートし、地域の方が

り上げた

周年記念式典が、７月

30
られた。

なれば」と語

くりの場所に

な生きがいづ

的な体と元気

いただき健康

用者においで

ットーに、利

件

てお聞きすると「まごころ精神をモ

平澤館長に、サロンの将来につい

の講座の成果発表を行ったとのこと。

布と絵手紙講座をはじめとする

ろが込められた手作りの記念品の配

に開催された。同式典では、まごこ

日、天川町公民児童館において盛大

10

を受け、ご苦労を乗り切って皆で作

たのご理解・ご協力ならびにご支援

して

対応型ディサービス事業補助施設と

同サロンは、平成

年に生きがい

年目を迎えられたということで、同

澤陽子館長）が、このほど開設

ロン『かざぐるま』（平

きがいの場、いきいきサ

天川にある高齢者の生

10
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仲田

小松一、
二、
三丁目町会

町会長

秀治

わが町は、町会々員世帯数七七四
世帯のほかマンション、アパートな
どが多数ある住民約三、
〇〇〇名、
土浦第二小学校に通学する児童は一
二三名が住んでいる街です。
安心・安全な住みよい地域社会の
実現を目指すため「自主防犯マニュ
アル」を制定し防犯活動を実施して
います。小松自警団を組織し、年度
初めに関係団体と協議し、年間活動
計画を作成します。隊員の構成は、
町会役員、町会幹事、防犯ボランテ
ィアです。そのほか長寿会、民生委
員、小松育成会の皆さんと協力し実
施しています。主な防犯活動は次の
四項です。
第一は、第二小学校下校時の交通
安全パトロール。子供たちの下校時
に合わせ安全パトロールを実施しま
す。第二は、徒歩による夜間防犯パ
トロール。四グループに別れ全域を
実施。第三は、青色防犯灯車による
監視活動。青色防犯研修を受けた隊
員による巡回監視及び注意喚起を行
っています。第四は、防犯啓蒙活
動。立て看板や防犯のぼりの設置、
回覧による注意連絡、青色防犯講習
の参加推進など実施しています。
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毎年恒例になりました文化広報部主催
のニューイヤーコンサートが１月11日、
四中地区公民館において開催されました。
今年もお天気に恵まれ、たくさんのお客
様が足をお運びくださいました。素晴らし
い音楽を聴いて、出演者の皆さんから元気
をもらう事ができました。

▲動きのある楽しい曲とのびやかな
ハーモニーに心が洗われました。

▲

バラエティにとんだ曲とフルート
音色がとても素敵でした。

▲なじみのある曲で元気なオープニングを
飾ってくれました。
▲声量もハーモニーもとても素晴らしかった
です。

▲エンディングにふさわしい感動的で迫力の
ある演奏でした。

後期公民館講座
◆パティシェ気分でケーキ作り
季節のケーキ・お子さんの喜ぶケーキ・バレンタイ
ンの生チョコなど、パティシエから学びました。

・
・
かしら・
プロになれる

美味しく作りま
した！

◆わが家のパーティー料理
手軽で簡単に作れるオシャレな料理を学びました。
ホームパーティーを開きたくなりました。

◆革で楽しい小物づくり
オリジナルハンドメイドで味のあるすてきな革製品
を作りました。暮らしに趣が増しました。

の作品を！
高級感たっぷり

これからの時
代は国際

シャンソンを
カラオケでも

美しい体を作
りましょう。

化！

◆今からはじめる英会話
もう、外国人に話しかけられても安心！ネイティブ
講師から楽しいレッスンを受けました。

◆シャンソン～愛と哀しみの世界～
愛の賛歌・サントワマミー・枯葉など、懐かしのシ
ャンソンの世界に触れました。

◆ボクササイズでメタボ解消！
有酸素運動を続けることで、基礎代謝をあげ脂肪を
燃焼できました。太りにくい体になったかしら･･･

新年度公民館講座は
４月に募集開始です！
たくさんのご応募

◆宇宙飛行士模擬体験
JAXAの活動と宇宙開発を見学し、実際に宇宙飛行
士が訓練を行っていた施設で体験しました。

宙の時代
これからは宇
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お待ちしております。

福祉部
福祉部の活動
部長

立原 正子

今年度は部員も大勢入れ替り、心
機一転しての活動となりました。
８ 月の「飛羽ノ園納涼祭」には
名でお手伝いしてきました。

月の

移動学習は水戸市の県立障害者施設
「あすなろの郷」を訪れ、職員の熱
意と入所者の明るい笑顔と広々とし

所防災館で災害時の体験、各地で災
害が多発しており、年に一度は救急
と共に体験したいと思います。
公民館まつりは、駐車場が狭く、
招待者・来客の皆様にご迷惑をかけ
申し訳なく思っております。
歩く会は、安全誘導を実施しまし
た。
今後とも、尚一層のご協力を賜り

洋一

ますよう、お願い申し上げます。

スポーツ健康部
平成二十六年度のふりかえり
樋口

環境部
環境部だより
清基

を担当。移動教室は霞ヶ浦環境科学

センター、小町の里や上高津貝塚等

見学し、土浦を再認識する事ができ

ました。また、ニューイヤーコンサ

ートを開催しました。四中地区内の

皆様の、文化的交流を深めるお手伝

有泉

今年度は、

いができたのでは、と思います。出

副部長
◦公民館花壇花植え

演して下さった方、原稿をお寄せ下

に感謝いたします。

月

菊地

日に行った「サ

副部長

青少年育成部

今年度の活動

今年度は、

敏子

さった方、また部員の皆様のご協力

◦チャレンジクラブ事業「町内の
生き物調べ」
◦環境マップ作り
◦出前講座
◦環境美化花いっぱい運動「パン
ジー苗植え付け」
他について活動してまいりました。
特に、出前講座を中心に、公民館
まつりでは、ゴミ分別「生ゴミ・容

タディイベント」朝日里山学校で

部長

器包装プラスチック」について、パ

の、ピザ作り＆大根抜きでした。ピ

た環境に感銘をうけてまいりまし

今年度は、部単独で二回、福祉部

ネルを使い生ゴミの分別を重点にピ

ザは、期待通りの味、釜戸で炊いて

月の公民館まつりでは「つく

共催で一回、公民館まつり、歩く会

年４

に最初に「部員交流会」、四中地区

いました。部員相互の交流を図る為

ついて町民の皆様の協力をお願い致

月より実施される「生ゴミ」分別に

こげ」も醤油で蒸らして食べまし

もらって、おにぎりを作ったり「お

謝しております。

活動に際し、皆様にご支援頂き、感

事で無事終了し、本当に良かった。

生面に非常に気を遣って、やっとの

先の公民館まつりの餅つきは、衛

お土産は大根でした。

けないよと言いながら楽しく過ごし

た。畑で大根抜き体験。半数位が抜
します。

文化広報部
活動を振り返って
部長

つりでは、カラオケ演芸大会の運営

ば」を２回発行しました。公民館ま

今年度も広報紙「ふれあいひろ

竹内真智子

の皆さんに周知されつつある「森林
浴事業（本年は宝篋山登山）」、公
民館まつりでは来場される皆さんへ
のお楽しみイベント、福祉部との共
知識習得、歩く会ではコース帯同の

催事業では「疲労回復」についての
藤田

役割を担いました。部員参加も年々
りました。

多くなり活発な事業展開の一年とな

名の部員と

実施することができました。
６ 月 に 救 命 救 急 講 習 会 、１ 月 に 本

27

た。
し作業所」の製品や「尚恵学院」の

ーアールいたしました。平成

手作りパン等の販売などに
員が参加しました。
ていきたいと思います。

安全部
活動報告
部長
名の新部員を迎え

茂

これからも地域の行事にかかわっ

22

地区長様にも支援を戴き、計画通り

33
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16
の全体事業の参加と五回の事業を行

29

10
名の部

11

専
門
部
だ
よ
り
11

11

年間活動報告
矢口

一則

年度四中地区チ

活動の始めにあたる開講式を５月
日に行い、平成

応じて、友だちと助け合い、協力し
合い意欲的に取り組みチャレンジし
ています。この姿からこどもたちの
持つ可能性を強く感じております。

チャレンジクラブで
過ごした三年間
土浦第二小学校六年

桃花

ャレンジクラブの一年間の活動がス
私は、チャレンジクラブに三年間

風野

タートしました。現在までの活動は、
入っていました。その三年間では、
他校の友達や、同じ小学校の上級生
と知り合う事も出来、とても楽しか
ったです。

ハブ空港「成田空港」を

日㈰「飛行機が分かり日本の

なくて最初は不安でしたが、係の人

しかったです。でも作り方が分から

す。自分で作ったピザはとてもおい

特に楽しかったのはピザ作りで

体感しよう」

べようパートⅠ」

日㈯「四中地区の生き物を調

につけよう」

日㈰「自然災害時の対応を身

５月 日㈰「新しい友だちを知ろう」
６月
７月
８月

９月
月
に挑戦しよう」

日㈯「アウトドアでサバメシ

べようパートⅡ」

日㈰「四中地区の生き物を調

か心配でしたが、力を入れてこねて

る時、こんな粉が本当にまとまるの

来て良かったです。ピザの生地を作

が優しく教えてくれたので上手に出

保育園紹介
一幸

あおぞら保育園（社福）幸樹会
石川

事務局だより

今年度の公民館の各種事業につき

今後とも公民館では、生涯学習の

そ（公民館まつり）」

月２日㈰「チャレンジ屋へようこ

しろかっ

っておも

まりにな

いると固

本人としてのアイデンティティを意

大 き く 羽ば た い て い く た め に は 、 日

月

ましては、おかげをもちまして無事

推進、コミュニティ活動の支援、地

日㈰「そばソムリエになろう」

たです。

識した教育も重要だと考えていま

１月

に終えることができました。事業実

然がたくさ

域福祉の充実に努めるとともに、皆

園長

んあり、子

施に当たっては、地域の皆様からの

ども達は自

様に愛される施設を目指し、職員一

あおぞら

然の中での

同励んでまいりま

ご支援とご協力をいただき、誠にあ

遊びを通し

す。皆様には、こ

保育園のあ

て、知る楽しさや気づく喜びなど、

れまでと同様のお

りがとうございました。深く感謝い

さまざまな知識や知恵を学んでいま

力添えを賜ります

る上高津に

す。季節の変化を五感で感じてほし

よう、お願い申し

たしております。

いとの願いを込め、園庭の先には自

上げます。

は豊かな自

然をそのまま活かした安全なフィー
ルド「あおぞら山」を設けておりま

日㈯「郷土いいとこ再発見

色々な

す。保育においては、実体験を重視

「土浦」プロジェクト」

体験が出

す。日本古来の生活文化や伝統行事
を体感しながら、日本人の精神文化

ります。また、広い世界に向かって

きく成長させていきたいと考えてお

した内容となっており生きる力を大

日㈯「合同音楽会を楽しもう」

来た三年

月

べてサヨナラパーティ

日㈯「ケーキをつくって・食

２月

間でした。

の土台を育み、未来の可能性を広げ
る保育を行っております。

環境に配慮し、再生紙・植物油インキを
使用しています。
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事務局 四中地区公民館内 ☎824-9330

ク
ラ
ブ
26

ーをしよう」
を行いました。

今年度の公民館まつりの演芸大会、
ニューイヤーコンサートおよび歩く会
は、新たな企画を試行的に取入れて実
施されたが、ご好評につき来年度も継
続実施されるものと思われます。
さて、今年度も広報紙を２回、無事
に発行することが出来ました。ご多忙
中にもかかわらずご寄稿頂いた方に感
謝申し上げます。
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子どもたちは、それぞれの活動に
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