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令和4年度　主な事業計画（7月5日現在）
（今後、新型コロナウイルス感染拡大防止のため事業の中止・延期があります）

第 191 号

全住民の参加で
住み良い地域を！

広 報 コミュニティ

　今年度より、 コミュ

ニ テ ィ 推 進 会 （コ ミ

進会） の副会長を務

めさせていただくこと

になりました。 よろし

くお願いします。

　新型コロナウイル

スの感染が収束傾向にあり、皆様におかれ

ましては今までの自粛生活に光明を見いだ

されたことと思います。

　コミュニティの諸活動はこの二年間感染

予防の見地から多くの行事が中止となり、

活動を通じて地域の皆様との連携を図るこ

とがかなわず、残念な次第でした。

　今年度はwith coronaの視点で可能な予防

を行いつつ、各種行事を実行し、諸活動の促

進を図りたく存じます。

　コミ進会を取り巻く課題は、高齢化、役員

不足、町内会・自治会の減少など山積して

おり、コミ進会の組織や合理化にも考慮し

た運用を進めることが必要かと思います。

　この視点からコミュニティ活動は地域の

皆様の参画とご支援、ご協力を頂きたく

よろしくお願いします。

大沼学区コミュニティ推進会ホームページ http://www.net1.jway.ne.jp/ohnuma-ko-c/ 

  

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  

月 日 事 業 計 画 月 日 事 業 計 画 

4 
17(日) 

 
24(日) 

大沼学区コミュニティ推進会総会 
(書面表決結果 承認) 

定例役員会  
10 

1(土) 
14(金) 
15(土) 
22(土)  
23(日) 
23(日) 

大沼まつり(第 39 回) 
さわやかコンサート 
大沼歴史探訪 
三世代グラウンドゴルフ大会 
大沼川、金沢川清掃 
定例役員会 

5 
8(日) 

9(月)～ 
22(日) 

第 1 回地区懇談会 
春の健康体操開始(６回コース) 
大沼クリーンディ     

済

済
済

済
済
済

済

中止 

中止 

中止 
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4(土)   
12(日) 
12(日) 
1７(金) 
26(日) 

三世代グラウンドゴルフ大会   
大沼川、金沢川清掃 
普通救命講習会 
教養講演会          
定例役員会  

11  

 5(土) 
12(土) 
18(金) 

総合防災訓練 
ふくしのつどい 
教養講演会 

12 11(日) 定例役員会 

R5
/1 

15(日) 
16(月)～ 

21(土) 

新春ふれあいお楽しみ会 
新春健康体操開始(６回コース） 
ボウリング大会 7 

15(金) 
23(土)～  

教養講演会           
青少年教育講座 絵画教室  

2 
5(日) 

17(金) 
19(日) 

第 2 回地区懇談会 
教養講演会 
定例役員会 

8 
19(金) 
21(日) 

映画観賞会 
定例役員会 

9 

3(土) 
5(月)～ 
11(日) 
16(金) 

敬老会 
秋の健康体操開始(６回コース） 
大沼クリーンディ 
教養講演会 

3 12(日) 定例役員会 

就任のご挨拶

大沼学区コミュニティ推進会

副会長　湯浅 浩
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地区懇談会 
企画総務部 

5 月 8 日(日)に令和 4 年度第 1 回地区懇談会
を実施しました。この懇談会の目的は、大沼学
区コミュニティ推進会（以下コミ進）の各地区
役員の役割を認識いただき、身近な問題を取り
上げ議論することで解決を図り住みよい地域づ
くりを目指すものです。共通して取り上げられ
た問題として、 
 　①高齢化による町内会の退会・解散 

②空き家問題 
③植栽の放置問題 
がありました。いずれもすぐには解決できな

い問題ですがコミ進全体として解決に向け努力
して行きます。 

    

 

春の健康体操 
体育部 

「春の健康体操」を 5月 9日(月)より開始しました。新型コロナの影響

で３年ぶりの開催となり、参加者は例年より大幅に少ない 39名となりまし

た。 

この体操は、専任のインストラクター

により年配の方にも無理なくこなせる

メニューから構成されており、週一回の 

ペースで、全コース６回で実施されまし

た。 

健康維持には適度な運動を継続的に

実施することが大事です。今後の予定で

すが、９月５日から「秋の健康体操」を、

令和５年１月１６日から「新春健康体

操」を計画しておりますので、多くの方

の参加をお待ちしております。 

「ゴミ拾いはスポーツだ」

青少年育成部

5 月 28 日(土)日立市コミュニティ推

進会主催の県北地域初の「スポーツ

GOMI」in常陸多賀が行われました。 

3人 1組でチームを作り、競技エリア

内を制限時間の 1 時間でゴミ拾いを行

い、得点換算で順位を決める競技です。

今回 41チーム 123名の参加があり、

「市民プラザ広場」を中心としたエリ

アを「ゴミ拾いはスポーツだ！」の掛け

声を合図に行われました。 

大沼学区からは下記の家族(3 名)が

参加しました。多賀駅から大学通り周

辺を担当し、「オリジナルアイテム賞」

を頂くことができました。 

今回初めて「スポーツ GOMI」に参加

し楽しくゴミ拾いをすることができま

したが、今後も「私たちの町をきれい

に」する環境活動に協力していきたい

と思います。（萩庭） 

参加者した家族 

萩庭静子さん(東大沼町 1丁目在住)

野田絇菜さん(泉丘中学校 2年生)

野田結菜さん(大沼小学校 2年生)
 

 

大沼川・金沢川一斉清掃 
環境美化部

6月 12日(日)学区内を流れる大沼川および金沢川の一斉清

掃を実施しました。291名の参加により小雨のぱらつく中、川

沿いの土手および川底の除草作業等を行いました。当日参加

された方大変ご苦労様でした。次回は 10 月 23 日(日)の予定

です。 

 

 

 

 

 

 

 

三世代グランドゴルフ大会 
体　育　部 

6月 4日(土) 初心者からベテランの方まで 63名の参加により「三世代グランドゴル
フ大会」を大沼小学校 第二グランドで実施しました。当日は晴天に恵まれ、グランドコ
ンデションもよく好成績の大会となりました。上位入賞者は下記のとおりです。 
・男子の部 優勝：蓮田 裕さん  準優勝：引田 弘志さん 3位：大和田則可さん 
・女子の部 優勝：三次 友子さん 準優勝：赤津 栄子さん 3位：広瀬 巴さん 



 自主グループ 会員募集のご案内  

自主グループで会員を募集しています。興味
のある方は下記の申込先までお問い合わせく
ださい。 
(1)グループ名：あやめクラブ(バドミントン) 
・活動場所：東金沢体育館 
・活動日時：毎週水曜日  

午前 9時 30分～午前 12時 
・会  費：月 1000円 
・募集人員：5人位（女性限定）            
・申 込 先：風間綾子（38-0366） 
・グループ紹介：わきあいあいと楽しく活動して 

います。初心者も大歓迎です。   

(2)グループ名：つばさバドミントンクラブ 
・活動場所：東金沢体育館 
・活動日時：毎週火曜日  

午前 9時～午前 12時 
・会  費：月 1000円 
・募集人員：4人 
・申 込 先：前田潤子（34-5595） 
・グループ紹介：週 1回バドミントンを楽しむ 

グループです。 
 

(3)グループ名：スイブルダンス同好会 
・活動場所：大沼交流センター 
・活動日時：毎週木曜日  

午後 3時～午後 5時 30分 
・会  費：月 2000円 
・募集人員：10人 
・申 込 先：鈴木茂夫（37-2294） 
・グループ紹介：社交ダンスの技量向上および 

健康維持。懇親会等で会員相 
互の親睦を図る。 

 

 

(4)グループ名：スポーツ吹矢大沼教室 
・活動場所：大沼交流センター 
・活動日時：毎月 第２.４土曜日 

 午後 1時～午後 4時 
・会  費：出席時 300円 
・募集人員：若干名 
・申 込 先：山田僖夫（34-2470） 
・グループ紹介：深く息を吸って大きく強く吐

くことで肺胞を伸縮させるた
め動脈硬化予防に人気です。 

令和４年度 第１回一斉清掃実施 
 利用団体による一斉清掃を 6月

30日(木)に実施しました。今回は

コロナ感染防止対策の観点から、

102の登録団体を二つの班に分け、

さらに各グループから１名の参加

により実施しました。 

作業内容の概要説明、避難訓練、

清掃作業の順で行い、最後に職員に

よる初期消火訓練を行いました。 

今回一斉清掃に参加されたグル

ープの方、大変ご苦労様でした。次

の第２回一斉清掃は 11 月 29 日に

計画しております。参加対象者は、

今回とは別の班が担当することに

なります。 

大沼交流センターたより 第 89号(令和 4年 7月 20日)  

  ☎ 35－8329 IP050－8012－4068

図書夏休みスタンプラリー 
 

夏休み期間中、児童に多くの本を

読んでもらうために下記により「図

書夏休みスタンプラリー」を開催し

ます。多くの方の参加をお待ちして

おります。 

・期 間：7月 21日～8月 31日 

・実施内容：２冊以上の本を３回 

借りた子供を対象に景品の当 

たる「くじ」を引くことができ 

ます。 

・景 品：図書カード、ノート 等 

・対象者：小学生以下の子供 

詳細は交流センターに掲示してい

る案内を参照ください。 

大沼交流センター運営委員会　日立市東金沢町5－7－1 

http://www.net1.jway.ne.jp/ohnuma-ko-c/ 


