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平成から令和の時代となり何かを期待する気持ちが芽生えている事と思

います。人工知能（ＡＩ）やロボットの活用で７０歳以上まで働ける時代に

なりそうです。一方、核家族化と高齢化の進展で、空き家の増加が目立ち、

地域を取り巻く環境も変化しています。真崎地区でも少子高齢化の進展や

「他人を干渉しないかわりに、自分も干渉されたくない」との意識が年々強

くなり、自治会活動も変化の時代となっています。地域住民の色々な考え方

や意見の違いを認め合い、お互いに受け入れる事が必要になってきています。 
また、真崎地区でも想定外の地震や自然災害の発生を見込んで住民同士が助け合う「共助」

の意識を普段から高めるよう努める必要があります。そのためには日頃からご近所同士が顔

見知りになる事や、気軽に声を掛け合う事が出来る間柄になることが一番大切です。今年度

もそのようなことを踏まえて、皆様に参加いただける行事を進め、そして住民同士のヨコの

繋がりを維持出来るような活動を目指したいと思います。 
村松小学校ＣＳ事業「キャッチフレーズは先生と呼ばれる仕事をしませんか？」では、６月

２８日の蛍鑑賞会、１０月２６日の村小まつりを始め、学校と地域が一体となった活動に取

り組みます。また、原子力機構荒谷台区では７月２０日に夏祭り、真崎区では真崎古墳行灯ま

つりを８月３１日に、舟石川三区では三世代交流会を２月１６日に予定しています。そして

真崎地区自治会では、２ページに示す行事を予定していますので、ぜひご参加ください。 
今年は「いきいき茨城ゆめ国体ホッケー競技」が９月２９日から１０月３日まで開催され、

阿漕ヶ浦運動公園会場では、成年の部（男子、女子）が開催されます。ホッケー競技は、イギ

リス発祥のスピード感に溢れた素晴らしいスポーツです。期間中は、全国から東海村にたく

さんの選手や応援団が訪れる貴重な機会です。皆さんを暖かく迎え入れるとともに、地元の

茨城県チームはもちろん、遠方から来る他県の選手を地元の我々で是非応援しましょう。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

真崎地区自治会長より ～真崎地区が目指すもの～ 

真崎地区「村政懇談会」を開催します 皆さんのご意見・ご提案をお聞かせください 

１．期日：７月１３日（土） 

２．時間：９:００～１２:００  ＊受付：８：３０～ 

３．場所：真崎コミュニティセンター 

４．対象地区：真崎区、舟石川三区、原子力機構荒谷台区 

①子育て・教育について、②生活環境について、③高齢者福祉についての３テーマを分科会形式

で意見交換を行います。是非、ご参加いただき、ご意見・ご提案をお聞かせください。 
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平成３１年４月２７日（土）真崎コミュニティセンター

に於いて、真崎地区自治会総会が関係者多数参加のもと開

催されました。平成３０年度の事業報告、決算報告に続い

て平成３１年度事業計画（案）及び収支予算（案）、役員

人事（案）の審議を行い承認されました。 
承認された今年度の主な事業計画は、下記のとおりで

す。実施に当たっては、少しずつ新しい要素を盛り込める

よう工夫し、地区内のみなさんと共に楽しく過ごせるよう

努めてまいります。事業に対する皆様のご理解とご参加を

お願いいたします。また、３ページに新しい役員の皆さん

をご紹介します。よろしくお願いいたします。 
 
 
 

予 定 月 事 業 名 担当部会 

毎月第３水曜日定例             

（但し 8 月・１２月を除く） 

ふれあい食事会 福祉部会 

朝市 農・工・商部会 

毎週木曜日 吹矢／グラウンドゴルフ 福祉部会 

令和１年  ６月 ８日 春の花いっぱい運動 建設・環境部会 

       ６月２５日 第 2７号真崎地区自治会だより発行（回覧） 企画・総務部会 

       ６月２９日 健康ウォーキング 福祉部会 

 ７月１０日 ふれあい協力員視察研修会 福祉部会 

 ７月１３日 村政懇談会 地区自治会 

      7 月 20 日 エンジョイサマースクール「クリーン作戦」 教育部会 

      ８月 24 日 
エンジョイサマースクール 

「ペットボトルロケットを作って飛ばそう！」 
教育部会 

      ９月１８日 長寿ふれあい敬老会（真崎区、荒谷台区） 福祉部会 

       ９月２５日 第２８号真崎地区自治会だより発行 企画・総務部会 

     １０月 ５日 釣り大会 教育部会 

     １０月１６日 世代間交流会 福祉部会 

     １０月１９日 第７回防災訓練 安全・安心部会 

     １１月 ９日 秋の花いっぱい運動 建設・環境部会 

     １１月 19 日 認知症勉強会 地区自治会 

     １１月２０日 長寿ふれあい敬老会（舟石川三区） 福祉部会 

     １１月中旬 健康ウォーキング 福祉部会 

     １２月１４日 餅つき大会・しめ飾り作り 教育部会 

令和２年  ２月中旬 真崎地区懇親座談会 福祉部会 

       ２月２５日 第２９号真崎地区自治会だより発行 企画・総務部会 

      ３月 ７日 ワクワク FOOD フェスティバル２０２０ 全６部会 

      ３月中旬 健康ウォーキング 福祉部会 

  ＊都合により日程が変更になる場合があります

令和１年度 真崎地区自治会主要事業計画 

平成３１年度真崎地区自治会第１回総会を開催 
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監 事 
須藤 利晴  事 務 局 

(真崎コミセン) 

小川 満 

松山 徳泰  檜山 弘道 
 
運営委員会 ： 役員会、専門部会の各部会長および副部会長で構成 

 
 

福祉部会 

みんながいきいきと、心豊かに暮らせるまちづくり 

 教育部会 

子どもが輝き、地域が輝くまちづくり  

部会長 床嶋純孝 
副部会長 渡辺寧 

宇野裕基 
 部会長 林和彦 

副部会長 池内敬 

渡辺寧  宇野裕基 

 委員 飯島真里子 井川迪子 井坂幸子  委員 浅井雅人 飯島真里子 飯田由美子 

 加納義久 隈茂子 高野久行   井坂幸子 大山知子 小薗江利之 

 佐藤幸子 佐藤房明 白石保   甲斐哲也 加納里美 木村智恵 

 須藤惣一 髙橋厚子 中瀬恒雄   小泉光生 高野久行 白石保 

 塙幸光 松江礼子 森澤京子   澤口拓磨 田口葉子 塙貴子 

      檜山和寿   

         
建設・環境部会 

花と緑に囲まれた、快適で環境にやさしいまちづくり 
 

企画・総務部会 

地球を愛し、人がつながるまちづくり 

部会長 久保田昌宏 副部会長 黒澤清蔵   部会長 松江秀明 
副部会長 石川洋 

     安尾清志 

委員 井川迪子 大内克 川崎克則  委員 井坂明子 今泉謙二 大内正光 

 工藤一江 五来忠義 鈴木敏宏   日下良二 黒澤清蔵 佐藤映史 

 須藤芳 照沼きみ子 床井博見   茅根孝次 床嶋純孝 

 

塙幸光 

 友部孝子 宮内睦子       

         
安全・安心部会 

犯罪がなく、災害に強い、助け合いのまちづくり 
 

農・工・商部会 

地域連携による豊かな生活ができるまちづくり 

部会長 大内正光 副部会長 須藤直道  部会長 佐藤映史 副部会長 宮内亨 

委員 植野重男 海老原安智 日下良二  委員 海老原安智 小薗江利之 北中清文 

 黒羽根秀行 五来忠義 佐藤房明   小圷輝久雄 佐俣俊和 猿田彦太郎 

 須藤信治 須藤雅広 寺嶋弘文   須藤直道 仲田茂 深谷隆 

 中野トキ 野沢隆 村山卓   宮内加一   

 

（50 音順） 

大内 隆彦 

加藤 孝幸 

佐藤 史紀 

池内 敬 

大内 隆雄 

渡辺 寧 

宇野 裕基 

黒羽根 弘一 

森澤 潤一郎 

専門部会 

会 長 

副会長 役員会 理 事 顧 問 

林 和彦 

 

令和１年度 真崎地区自治会役員紹介（敬称略） 
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※真崎地区自治会の活動は、村からの補助金(103万円)と寄付などにより運営しています

【編集後記】 
今回の自治会だよりでは、令和元年の地区自治会の役員の皆さんをご紹介させていただきました。そし

て、この自治会だよりがお手元に届くころには荒谷台夏祭りや真崎古墳行灯まつりの準備も着々と進んで

いることと思います。また、「いきいき茨城ゆめ国体 2019」が 9 月 28 日に開会し、開けて 29 日から 5 日

間の予定で阿漕ヶ浦公園ホッケー場を舞台としてホッケー競技（成年の部）が行われます。これまで培っ

た『まさき』の地域力を発揮せざるを得ない機会がきますね。 【H.M.】 

イベントコーナーは約２０ブース、アトラクションも定番と新企画を織り交ぜて開催しています。恒例

の大抽選会では、当選番号の発表に耳を傾け、歓喜とため息が会場に響きました。これからも「食」に

関することや地域の方の特技を生かしたイベント、企画を考えていきます。次回もお楽しみに！ 

春の 「花いっぱい運動」 （6 月 8 日に花苗の植付け） 

ワクワク FOOD フェスティバル 2019 盛況に開催！（3 月 2 日） 

地区自治会の建設・環境部会、地区内の各種

団体、子ども会など多くの方の応援で、地区内

の花壇が夏色に変わりました。この運動を通じ

て、更なる環境、美化向上の輪が広がります。 

火の見やぐら下 白根児童公園 コミセン会議室脇 

舟石川三区集会所 

コミセン道路側 

コミセン玄関脇 

 福祉部会・真崎地区社協では、地区内の関連１０団体と「健康に９９歳

まで長生きをしよう！」を合言葉に「チャレンジ９９クラブ」を昨年度立

ち上げました。高齢化が進み認知症の発症増加が推定される中、認知症に

ついて勉強し、罹病しても症状の対応を学び、本人も家族も穏やかな生活

が過ごせるようになろうという運動です。 
地区内で開催される、認知症予防に係るいろいろな行事について発信し

ていきますので、ご参加、ご協力をお願いいたします。 


