
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＩＰＰＯ発刊によせて 

運営委員会委員長  田口裕之 

 

大変、ご無沙汰しておりました、鉾田市まちづくり推進会議広報誌 IPPO13号を発刊させて頂きます。 

 会員の皆様方には、日頃より当会の事業活動に対しまして、ご理解とご支援を賜りまして、 

心より厚く御礼申し上げます。私は、井川澄江前運営委員会委員長より引継ぎ、平成 27年度から運営委

員長をしております田口裕之と申します。スタートしてから早 1年が経とうとしていますが、前委員長のよう

に、スムーズな活気ある運営に苦慮しており、前委員長の偉大さを感じているところであります。 

 そういう中ではありますが、人材育成部会、仲間づくり部会、自然環境部会とも、部会長はじめ部会員

の熱心な取組みによりまして、活発な活動が行われてまいりました。詳しい内容については、各部会報告

をご覧いただきたいと思いますが、第 16期ほこた塾では、新たなカリキュラムを加え、女性の参加者の増

加や新旧市民の積極的な発言などで、新たな発見も多かったと思います。また、婚活事業では、街コンな

どの新たな企画も加わり、多くの出会いの場をつくることができました。そして、自然観察会では、年々参

加者も増加し、市民の自然環境に対する関心の高さと、この素晴らしい自然が鉾田市の大切な資源であ

ることを再確認した 1年でありました。 

 平成 28年度におきましても、昨年度の反省を踏まえながら、皆様のご協力の下、よりよい鉾田市を目指

し、市民共同でのまちづくりを実践していきたいと思います。今後とも、ご理解、ご支援の程よろしくお願い

いたします。  

鉾田市まちづくり推進会議広報 
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各部会だより 

 

                    部会長 田口裕之 

 

広報部会では、広報誌 IPPO の発行とホームページの管理運営をしています。今年度は、新たな

部会員も加わり、IPPOのリニューアルを進めています。 

記事内容は、各部会報告を中心に、推進会議会員の紹介欄も増やしていきながら、読者の皆さん

に、楽しく読んでもらえる紙面づくりを目指していきたいと思います。 

 また、ホームページに於いても有益な情報発信を出来る様に、こまめな更新に努力していきます。

皆さんにも、ブログ等の気軽な投稿をお願いし、活気ある情報ツールとして、活用していただける

ように、頑張っていきたいと思いますのでよろしくお願いします。 

URL: http://www.hokota-machidukuri.com/ 
 

 

部会長  中根康雄 

 

人材育成部会では、担い手・仲間づくり事業として、第 16 期

ほこた塾を開催しました。実行委員会を立ち上げ、「テーマ」・

講座内容等を決め、開催し、無事終了しました。塾生 35名で、

皆勤賞を 8 名の方が授与されました。基本講座 8 回、特別講

座 3回、何れの講座も好評の内容でした。 

 平成 28年度も第 17期ほこた塾を開催しますので、興味のあ

る方は、部会に入り一緒に活動してみませんか。 

 鉾田市が元気になるために、鉾田市まちづくり推進会議を盛

り上げて行きたいと思います。 

 

 

部会長  深作和則 

 

 皆様方のご協力、ご参加により平成 27 年度の仲間づくり部会の事業活動を無事終えることができまし

たことをお礼申しあげます。 

継続事業でありますほこたカルタ大会においては 23 名の小学生が参加し、子供だけではなく大人も一

緒に鉾田の旧跡や名所などを楽しみながら学ぶことができ、後日開催されたほこたカルタを歩こう会にお

いて、かるたに描かれている場所へ実際に赴き歴史や文化を改めて感じることができました。また、婚活

事業につきましてはミニ婚活 2 回、参加者 50 人規模を 2 回と市内飲食店を使っての街コンを開催させて

いただきました。 

その中で、昨年 11 月に鉾田市内の男女がこの事業を出会いのきっかけとし、結婚できましたことを広

報にてご紹介させていただきました。 

今後も仲間づくり部会としましては、市内の歴史や文化の継承や男女の出会いの場の提供等を通して

街づくりに寄与していきたいと思います。 

人材育成部会 

仲間づくり部会 

広報部会 

 

http://www.hokota-machidukuri.com/


 

部会長  小沼 勲 

 自然環境部会は、平成 28 年 4 月現在、36 人の部会員がおります。鉾田市の水と緑ゆたかな自然を誇

り、美しい環境をつくることを目標に、以下の活動を行っています。 

 

①自然観察会   毎月第 2日曜日の 9時～12時に定例の自然観察会を開催しています。エコハウス

周辺の北浦やヨシ原、田園、近隣の里山を中心とした野鳥や植物の観察のほか、環境保全と美化のため

のゴミ拾い活動を行っています。集合場所は安塚公園にある環境学習施設エコハウス前です。毎回20名

前後の参加者があります。一回の観察会で見られる野鳥（声のみ聴こえるものも含む）は 30～40 種類に

もなります。植物の種類は（きちんと数えていないのですが…）もっともっと多いと思います。見られるもの

が季節によって変わるほか、環境省レッドリストに掲載されている絶滅のおそれのある希少な種にもしば

しば出会います。なお、悪天候時には、エコハウスにて野鳥識別講座等を行っています。 

 

＜平成 27年度の開催実績＞ 

 ・ 4 月 12 日 野鳥観察会（エコハウス周辺） ・・・ エコハウス周辺の北浦に生息・繁殖しているカン

ムリカイツブリを観察、雄雌が互いに向き合いハート型となって首を振り合う求愛ディスプレイが見られま

した。なお、観察会前の早朝には、オオセッカ（絶滅危惧ＩB類）のさえずりも聴かれました。 

 ・ 5月 10日 植物観察会（安塚地区の里山） ・・・ キンラン（絶滅危惧ＩＩ類）、ギンラン等を観察 

 ・ 7月 12日 野鳥観察会（エコハウス周辺） ・・・ ヨシゴイ（準絶滅危惧）の小コロニーを観察 

 

  

野鳥観察会（平成 27年 7月 12日）のようす        ヒメガマにのっかったヨシゴイ（準絶滅危惧） 

 

 

 

 

 

 ・ 8月 9日 暑さで屋外活動に適さないため、エコハウスにてスライドを用いた野鳥識別講座を開催。 

 ・ 9月 13日 植物観察会（エコハウス周辺） ・・・ 霞ヶ浦環境科学センターの福田講師をお招きして、

水辺、田園の植物を観察。ミズアオイ（準絶滅危惧）も見られました。 

 ・ 10月 11日 植物観察会（安塚地区の里山） 【雨天中止】 

自然環境部会 

※参考： レッドリストのカテゴリー 

絶滅危惧ＩＡ類 ＞ 絶滅危惧 IB類 ＞ 絶滅危惧ＩＩ類 ＞ 準絶滅危惧 

（絶滅寸前）      （絶滅危機）      （危急） 

 



 ・ 11月 8日 「北浦をタスキでつなぐプロジェクト」共済 野鳥観察会（エコハウス周辺） 【雨天短縮】  

 ・ 12月 13日 野鳥観察会（エコハウス周辺） 

 ・ 1 月 17 日 「霞ヶ浦環境科学センター」合同 野鳥観察会（エコハウス周辺） ・・・ ミサゴ（準絶滅

危惧）、ノスリ、チョウゲンボウ、チュウヒ（絶滅危惧ＩB 類）といった猛禽類や、宝石のようなカワセミの出現

に、総勢 53名の参加者は大満足。 

 ・ 2月 14日 雨天のため、エコハウスにて情報交換 ・・・ 日本生態系協会・池谷会長が飛び入り。 

 ・ 3月 13日 野鳥観察会（エコハウス周辺） ・・・ 観察会後、チュウヒ（絶滅危惧ＩB類）が出現。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 水辺の宝石 カワセミ 

 

獲物をとったミサゴ（準絶滅危惧）と 

横取りしようとするハシブトガラス 

 

②移動観察会  市のバスをお借りして普段見ることのできない野鳥等の観察に出かける移動観察会

を行っています。平成 27年度は以下の 2回を実施しました。 

 ・ 6月 14日 稲敷市浮島湿原にて野鳥観察 ～ 霞ヶ浦環境科学センター見学  ・・・ 浮島湿原で

はコジュリン（絶滅危惧ＩＩ類）を観察しました。十年前まではエコハウス周辺で普通に見られた鳥だっただ

けに感慨ひとしおでした。 

 ・ 1月 10日 神栖（神之池） ～ 波

崎（埠頭）  ～  潮来（水原白鳥飛来

地）  ・・・ 神之池では北浦北部では

中々お目にかかれない、ヨシガモ、ミコ

アイサといったカモ類を観察しました。

波崎埠頭では、ウミウ、ヒメウ（絶滅危

惧 IB 類）等の海の鳥を堪能し、水原で

はオオハクチョウの家族（成鳥２、若鳥

４）に出会いました。実は、このオオハク

チョウの家族は、12 月 31 日にエコハウ

ス周辺の田んぼに一日滞在していた鳥

達でした。思わぬ再会に嬉しくなりまし

た。 

 

③講演会  外部の講師による講演会を不定期に開催しています。平成 27年度は、8月 17日に「北浦

周辺の自然再生を進める会」との共催で日本生態系協会の関事務局長を講師にお招きし、「自然再生を

活かしたまちおこし」という演題でご講演いただきました。 

エコハウス周辺の田んぼを訪れたオオハクチョウの家族 



 

④カンムリカイツブリの保護への挑戦 

通常、カンムリカイツブリは冬鳥で春の到来とともにユー

ラシア大陸に渡っていきますが、エコハウス周辺の北浦に

は十羽程度のカンムリカイツブリが一年中生息しており、そ

の一部は番（つがい）を形成し、繁殖が確認されています。

日本でカンムリカイツブリの繁殖が見られるのは、青森県

の下北半島や滋賀県の琵琶湖など局地的且つごく少数の

個体に限られます。全国的にも非常に珍しいカンムリカイツ

ブリの繁殖場所が、我々のまちに、我々の住んでいるすぐ

そばに存在しているのです。これは本当に素晴らしいことです。 

自然環境部会ではカンムリカイツブリの保護のため、これまでに営巣地周辺へのレジャーボートの侵

入をご遠慮いただくことをお願いする看板の設置や、繁殖をサポートするための人工浮巣の設置などの

取り組みを行ってきました。 

今後も、カンムリカイツブリをはじめとする貴重な自然環境の保護を目指した活動を、知恵を出して実

施していきたいと思います。 

 

新春教育フォーラム 2016 報告 
 

子どもの心の SOS にどう対応しますか？～他人事ではない！不登校、いじめ、ネット依存、発達障害

などの子どもの心理と関わり方～のテーマのもと、第 4回新春教育フォーラム 2016を、平成 28年 1月 31

日（日）大洋公民館大集会室にて開催しました。 

 今、全国的に、不登校の児童生徒数やいじめの認知件数が増加する中、常磐大学大学院心理臨床セ

ンターの秋山邦久先生に、その原因と対処方法等をお話しいただきました。 

先生は、親や先生や地域親として、子供を観るとき、悪いとこ探しの防犯カメラのような監視カメラでは

なく、その良いとこの成長を観るアサガオ観察のような、観察カメラでなくてはならない、又、子供に接する

とき、自分自身を変えてみる必要がある時もあ

ると言っておられました。 

 先生のお話は、具体例を混ぜながら、大変わ

かりやすく、ユーモア溢れる話術で、会場の皆さ

んも興味深く、熱心に傾聴されており、楽しいひ

と時はあっという間に過ぎていきました。最後の

アンケートでも、「とてもためになる講話でした、

さっそく子供に試したくなりました。」「学校の授

業も面白く心に残るように頑張ろうと思いまし

た。」等、参加してとても良かったという声がほと

んどでした。今後も皆さんの期待に添えられる

ような、教育フォーラムを開催していきたいと思

います。 
 
 
 
 



アンケート調査集計より 

 

 

 

 

 

 

 

会員紹介コーナー 
 

 「他の部会にはどんな人がいるのか知りた～い。」 そんなご要望にお応えするため、会員紹介コーナ

ーを作りました。記念すべきトップバッターは、仲間づくり部会長の深作さんです。 

 

 

 

 

編集後記 
 

まちづくり推進会議に参加させていただき２年が経ち、ようやく全容が見えてきたところで広報部のお役

目が回ってきました。まちづくり推進会議では、鉾田市全域からとても熱い方達が集まり、それぞれの部

会で工夫を凝らした熱心な活動をしています。みんな鉾田が大好きな方達です。もっともっと多くの市民

のみなさんに知っていただき、参加していただくことができるように、楽しく、わかりやすく伝えるのが広報

部のミッションです‼ 小さな歩みでも着実に一歩一歩前進できるように頑張ります‼ Ｓ.Ｍ 

 

氏名    深作 和則 

住所    鉾田市汲上１６６３ 

生年月日   S46年 9月 6日生 

勤務先    有限会社クリエイト 

趣味    海でサンポ 

所属    仲間づくり部会 

何か一言  まちづくり推進会議の活動を通して、メンバーと 

共に生まれ育ったこの地域のこれからに関わって 

いきたいと思います。 

 


