
イベント、講座の最新情報はホームページで発信中！ 
URL http://www.ama-shiminkatsudo.jp/ 

「甘粕事件」とあま市の関係 

今からちょうど百年前の大正１２(１９２３）年９月１

６日、関東大震災からわずか２週間後、国内を揺るがす大

事件が起こりました。無政府主義者である大杉栄とその

妻、さらに甥である橘宗一少年（当時６歳）が、憲兵隊司

令部に連行のうえ扼殺された事件、いわゆる「甘粕事件」

です。事件は震災後の混乱に乗じた亀戸事件、朝鮮人虐殺

事件と並ぶ不法弾圧事件のひとつとして知られています。

この甘粕大尉ら首謀者を軍法会議で裁いた法務官の一人

に、あま市木折出身の小川関治郎がいることを知る人は少

ないと思います。関治郎は、明治８(１８７５)年に農家の

長男として生まれるも、家業は継がずに明治法律学校（現

明治大学）に入学、やがて法律家となり陸軍に入隊しまし

た。陸軍内部の裁判（軍法会議）の裁判官や判事を勤め、

こと昭和１０年の相沢事件、１１年の二・二六事件の裁判

官も歴任します。 

そしてもう一人、橘宗一少年も、実はあま市に縁のある

人物です。彼の父親である惣三郎の故郷があま市秋竹です

（その妻が大杉栄の妹）。明治末年、惣三郎は北米にわた

り、大正６(１９１７)年にポートランドで宗一少年は生ま

れました。そして日本に帰国中、この事件に巻き込まれ、

短い生涯を終えることになったという訳です。 

今回は大事件の影にある 

あま市との関りを綴ってみ 

ました。こうして改めて文 

字にすると何の関わりも無 

かった事件さえすごく身近 

に感じ、事件の背景、当時 

の社会情勢など興味が持て 

るようになりますね。「歴史 

は多面的である！」を再認識 

した次第です。  

美和歴史民俗資料館  館長 近藤 博 

 

           

第６7号  2023年 ２月 

■第５回コミュニティ交流会

～世代を超えて繋がる地域づくり～ 

開催のご案内 

■「協働」について知ろう！(2)講座ご報告

■登録団体協働事例特集

■あまのあれこれ事典

「甘粕事件」とあま市の関係 

■登録団体の皆様へお知らせ

市民活動センターでは、市民ボランティアを募集

しています。地域のために小さな一歩を踏み出して

みませんか？また、登録団体の活動において、市民

ボランティアの協力がほしいといった情報もお待ち

しています。お気軽にご相談ください。 

あま市市民活動センター あまテラス ニュースレター 

We love AMA 

あ 

Mail：info@ama-shiminkatsudo.jp 

開館時間：9時～17時   

閉館日：毎週月曜、祝日の翌日 年末年始 

■あまのあれこれ事典 ……あま市の懐かしい話やオモシロ話   大事件の影にあるあま市との関わり 

発行：あま市市民活動センター あまテラス 

所在地：あま市七宝町遠島十坪 119-2 七宝産業会館 1F  

TEL：052-445-1900  FAX：052-445-2030 

■ 第５回 コミュニティ交流会 開催のご案内 ２０２３年２月４日（土） １３：30～１５：３０ ■ 

■学習サポーター(中学生対象)募集

・あま市ひとり親家庭の子どもの生活・学習支援事業 

 謝金￥3,000/回 交通費(上限あり) 

毎週木曜日 １８時４５分～２０時４５分 

会場：美和児童館他 駐車場あり 
…母子寡婦たんぽぽ学習支援事務局

第５回コミュニティ交流会は、市内のコミュニティ協議会と市民活動団体、事業者、市民の皆さんの出会いの

場、楽しいコミュニティづくりのヒントが得られる情報交換の場を目的として開催します。第１部では、あま市の地

域活動の現状をお伝えし、他市町の活動の事例を紹介します。第２部では、ファシリテーターの林加代子氏の進行

で、ワールドカフェ形式によるワークショップを行います。 

今回の交流会では、第１部、第２部を通して、地域内外の様々な団体とつながることをご提案。多くの力が集ま

れば、困りごとを克服するアイデアが見つかるかもしれません。また、この機会に、子どもや若者も気軽に活動に

参加できる仕組みについても考えてみませんか。 

■日本語ボランティア募集

外国人に日本語を教えるお手伝い 

①JJにほんごくらぶ
会場：甚目寺公民館 日曜日１０：００～１１：３０

水曜日１９：００～２０：３０ 

土曜日１０：００～１１：３０ 

②みわ日本語教室
会場：美和情報ふれあいセンター

木曜日１０：００～１１：３０ 

…国際交流協会

 

テーマ：「世代を超えて繋がる地域づくり」 

■ 「協働」について知ろう！(２) ～協働のようすを聞いてみよう～講座のご報告  ■

１２月３日(土)に開催した講座では、協働事例として、NPO法人ママ・ぷらすの

「キッズ防犯プロジェクト」、すみれの会の「青パト防犯活動」、甚目寺説教源氏節もく

もく座の「人形劇鑑賞会」、あま市de学生まちづくりの「あまっ子自習室事業」の紹

介が行われました。 

事業に対する思いや、行政との協働に至った経緯などを聞き、参加者の皆さんの

協働への関心も高まったようです。質問タイムは大変盛り上がり、講座終了後もあ

ちらこちらで情報交換をする様子が見られました。 会場の様子 

公式インスタグラム 

フォローしてね☆ 

センターからのさま

ざまな最新情報をお

届けします。 

メールしてくださ

い。

メルマガ会員募集しています！ 

市民活動センターでは、毎月１５日と３０日頃にメール 

マガジンを配信しています。 

下のアドレスからお名前とメルマガ希望 

とメールしてください。 

メールしてください。

ご登録をお待ちしています！ 

公式 LINE 

登録お待ちしています☆ 

 あまテラス情報発信のご案内 
あまテラス市民ボランティア募集 

日頃より市民活動センターにご協力いただきありがとうございます。２０２２年度

の年度末も近づいてきました。団体の皆様にはとっては、活動の振り返りや次年度

の予定などを話し合うよい機会ではないでしょうか。それに伴い、センターへ活動報

告書のご提出や登録内容の変更のお手続き等のご協力をお願いいたします。改めて

ご案内いたします。提出期限は、２０２３年４月３０日を予定しています。 

センター登録団体の皆様へ～２０２２年度活動報告書提出のお願い～

※「コミュニティ協議会」は、概ね大字区以上の単位で設立され、よりよい

まちづくりを進める目的で、住民やいろいろな団体が集まって組織され

ています。地域コミュニティの活動を活発に、より効果的に繰り広げるた
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う共通の目的のもとに、それぞれのコミュニティが特色ある活動を展開

しています。現在、市内には１４のコミュニティ協議会があります。 

◆第１部 １３：３０～ 

■あま市のコミュニティの現状

■他市町事例紹介

こちらのQRコードより 
お申込みください。 

◆第２部 １４：００～15：30 

■ワールドカフェ形式によるワークショップ

ファシリテーター：林 加代子氏 

            

センターHPは 
こちらから！ 

・テーマ別～「できること、できないこと」を考えてみよう！～ 

・ハーベストタイム～活動のヒントを見つけよう！〜 

※「ワールドカフェ」とは、カフェのようなくつろいだ雰囲気の中で行う会議のこと。4～5 人ず
つに分かれ、グループ毎で対話をし、途中メンバーを入れ替えながら対話を繰り返します。 

たちばな むねかず 

たちばな むねかず 

あまかす やくさつ 

〈甘粕事件の軍法会議〉 
左側一番手前が小川関次郎 
右側に立つのは甘粕大尉 

おがわ せきじろう 

あまかす 



 

 

価値観や生活スタイルが多種多様化する近年、住み

よいまちの実現には、行政のみではなく、市民、地

域組織、市民活動団体、事業者の力が必要不可欠で

す。それぞれの強みや特性を活かし、同じ目的に向

かって連携することでより市民のニーズに即したま

ちづくりが可能となります。 

■協働が必要なわけ■ 

【相乗効果】・・・互いの特性や得意分野を活かし、不足する部分を補完・協力し合うことで個々に取り組んだ以 

上の効果を生み出します。 

【波及効果】・・・それぞれの主体において、メンバーの意識改革や業務改善といった効果にとどまらず各主体の 

枠を超え、社会に広く波及することが期待されます。 

■協働のメリット■ 

■協働とは■ 

市民、地域組織、市民活動団体、行政等の様々な主体

が、同じ目的のために役割を分担し、かつ補完し、とも

に力を合わせて活動すること 

（※「あま市協働のためのル―ルブック」より） 

■ NPO法人 あま市防災ネット 

■ 

 

■ 美和おはなしグループ  

グー・チョキ・パー ■ 

■ 甚目寺説教源氏節もくもく座 ■ 

■ 福田川をきれいにする会 ■ 

「福田川クリーン活動」に関わる環境ポ

スターを、小学４年生が提供。 

■ あま市サクサク盛り上げ隊 ■ 

■ あま市母子寡婦福祉会 ■ 

（1） 後 援・・・・・市民、市民活動団体等が実施する事業に対して、行政が名義使用の許可を行う形態。 

（2） 事 業 協 力・・・・・行政と市民活動団体等が同じ目的のもと役割分担等を定めて協力関係を結ぶ形態。 
（3） 実行委員会・・・・・イベント等を実施する場合、市民、市民活動団体等が資金や人的資源を出し合って結成し、主催 

者となって運営を行う形態。 

（4） 補 助・・・・・市民、市民活動団体等が行う自発的・主体的な事業のうち、公益性の高い事業に対して、行政が 

事業費の一部補助を行う形態。 

（5） 委 託……本来その事柄を行う者や組織が、その事務や業務を他者に依頼し行ってもらうこと。 
（6） 委託（協働型）・・ 通常の委託と変わりないが、市民や市民活動団体等が有する専門性、柔軟性などの特性を活用 

して、より効果的な取り組みを進めるため事業を委託すること。 

■ すみれの会 ■ 

■ 自主防犯グループ「あんずの会」 ■ 

ｗith【安全安心課】 

「青パト車による 
防犯パトロール活動」 

「ひとり親家庭の 

子どもの生活・学習支援業務」 

■ NPO法人ママ・ぷらす ■ 

「あま市・大治町広域ファミリー・サポート・センター事業」 

 子育てがしやすい環境を目指して、あま市内や大治町内

に在住か在勤の子育ての援助をしてほしい方と、援助を

していただける方との橋渡しを行っています。 

「キッズ防犯体験教室」 
 市内１２小学校の３年生を対象に、 

防犯体験教室を実施しています。 

「親子ふれあい講座」 

 小学生とその保護者を対象とした

講座を実施しています。 

■ NPO法人 あま市防災ネット ■ 

「家具転倒防止器具取付業務」 

家具の転倒による被害を 

最小限に抑えるために、 

高齢者の属する世帯、障がい者の属する世帯など

を対象に実施しています。 

人形劇 

「甚目寺説教源氏節」の上演 

ｗith【小学校】 ｗith【あま市観光協会】 

「ご当地キャラ博」 

「あまっこレシピコンテスト」に参加 

ｗith【子育て支援課】 

■ NPO法人あまスポーツクラブ ■ 

 

「あまスポーツクラブ」の運営 

ｗith【スポーツ課】 

■ NPO法人 ほっとネット・みわ ■ 
ｗith【企画政策課】 

「あま市国際交流DAY

運営業務」 

「あま市市民活動センター運営業務」 

「市民活動祭運営業務」 

■ あまの神社仏閣へ行こう！プロジェクト ■ 

ｗith【生涯学習課】 

「歴史ガイド養成講座」を

修了した人材が登録し、 

ガイドボランティア 

として活躍 

■ 遠島老人クラブ寿会 ■ 

「三世代交流会」開催の広報協力。 

～ 団体の活動に学校が協力しています～ 

ｗith【子育て支援課】 

 

ｗith【安全安心課】 

ｗith【学校教育課】 

 

ｗith【生涯学習課】 

 

■ ミルキーねっと ■ 

「幼児期家庭教育講座」 

未就園児およびその保護者

を対象とした講座を実施。 

子育て支援ウェブサイト作成及び 

メールマガジン配信 
育児のためのホームページ・子育て支援・メルマガ・

カレンダー「あまわくわく子育てネット」の運営。 

ｗith【生涯学習課】 
ｗith【子育て支援課】 

 

■ あまちゃんの会 ■ 

 「職業講話」の講師として参加。 

「甚目寺南中 
キャリアスクール 

プロジェクト」 

ｗith【中学校】  ■ 甚目寺南おやじの会 ■ 

「甚目寺南中キャリアスクールプロジェクト」 

「職業講話」の地域事業者講師を紹介。 

ｗith【中学校】  

「読み聞かせサポート」 

ｗith【小学校】 

「防災教室」 

ｗith 【小学校】 

皆さんは、「協働」という言葉を聞いたことはありますか？団体と団

体、団体と企業等、協働の組み合わせは様々。また、協働の形態もいろ

いろあります。今回は市内で行われているセンターの登録団体と市や

学校との協働のうち、「委託」「事業協力」の事例を紹介します。 

■主な協働の形態■ 

《委託事例》 

《事業協力事例》 

協働に関する相談は、ぜひ市民活動センターへ！ 

お気軽にお問い合わせください。 

※掲載の協働事例は、は２０２２年１２月に確認できたものです。 



イベント、講座の最新情報はホームページで発信中！ 
URL http://www.ama-shiminkatsudo.jp/ 

「甘粕事件」とあま市の関係 

今からちょうど百年前の大正１２(１９２３）年９月１

６日、関東大震災からわずか２週間後、国内を揺るがす大

事件が起こりました。無政府主義者である大杉栄とその

妻、さらに甥である橘宗一少年（当時６歳）が、憲兵隊司

令部に連行のうえ扼殺された事件、いわゆる「甘粕事件」

です。事件は震災後の混乱に乗じた亀戸事件、朝鮮人虐殺

事件と並ぶ不法弾圧事件のひとつとして知られています。

この甘粕大尉ら首謀者を軍法会議で裁いた法務官の一人

に、あま市木折出身の小川関治郎がいることを知る人は少

ないと思います。関治郎は、明治８(１８７５)年に農家の

長男として生まれるも、家業は継がずに明治法律学校（現

明治大学）に入学、やがて法律家となり陸軍に入隊しまし

た。陸軍内部の裁判（軍法会議）の裁判官や判事を勤め、

こと昭和１０年の相沢事件、１１年の二・二六事件の裁判

官も歴任します。 

そしてもう一人、橘宗一少年も、実はあま市に縁のある

人物です。彼の父親である惣三郎の故郷があま市秋竹です

（その妻が大杉栄の妹）。明治末年、惣三郎は北米にわた

り、大正６(１９１７)年にポートランドで宗一少年は生ま

れました。そして日本に帰国中、この事件に巻き込まれ、

短い生涯を終えることになったという訳です。 

今回は大事件の影にある 

あま市との関りを綴ってみ 

ました。こうして改めて文 

字にすると何の関わりも無 

かった事件さえすごく身近 

に感じ、事件の背景、当時 

の社会情勢など興味が持て 

るようになりますね。「歴史 

は多面的である！」を再認識 

した次第です。  

美和歴史民俗資料館  館長 近藤 博 

 

           

第６7号  2023年 ２月 

■第５回コミュニティ交流会

～世代を超えて繋がる地域づくり～ 

開催のご案内 

■「協働」について知ろう！(2)講座ご報告

■登録団体協働事例特集

■あまのあれこれ事典

「甘粕事件」とあま市の関係 

■登録団体の皆様へお知らせ

市民活動センターでは、市民ボランティアを募集

しています。地域のために小さな一歩を踏み出して

みませんか？また、登録団体の活動において、市民

ボランティアの協力がほしいといった情報もお待ち

しています。お気軽にご相談ください。 

あま市市民活動センター あまテラス ニュースレター 

We love AMA 

あ 

Mail：info@ama-shiminkatsudo.jp 

開館時間：9時～17時   

閉館日：毎週月曜、祝日の翌日 年末年始 

■あまのあれこれ事典 ……あま市の懐かしい話やオモシロ話   大事件の影にあるあま市との関わり 

発行：あま市市民活動センター あまテラス 

所在地：あま市七宝町遠島十坪 119-2 七宝産業会館 1F  

TEL：052-445-1900  FAX：052-445-2030 

■ 第５回 コミュニティ交流会 開催のご案内 ２０２３年２月４日（土） １３：30～１５：３０ ■ 

■学習サポーター(中学生対象)募集

・あま市ひとり親家庭の子どもの生活・学習支援事業 

 謝金￥3,000/回 交通費(上限あり) 

毎週木曜日 １８時４５分～２０時４５分 

会場：美和児童館他 駐車場あり 
…母子寡婦たんぽぽ学習支援事務局

第５回コミュニティ交流会は、市内のコミュニティ協議会と市民活動団体、事業者、市民の皆さんの出会いの

場、楽しいコミュニティづくりのヒントが得られる情報交換の場を目的として開催します。第１部では、あま市の地

域活動の現状をお伝えし、他市町の活動の事例を紹介します。第２部では、ファシリテーターの林加代子氏の進行

で、ワールドカフェ形式によるワークショップを行います。 

今回の交流会では、第１部、第２部を通して、地域内外の様々な団体とつながることをご提案。多くの力が集ま

れば、困りごとを克服するアイデアが見つかるかもしれません。また、この機会に、子どもや若者も気軽に活動に

参加できる仕組みについても考えてみませんか。 

■日本語ボランティア募集

外国人に日本語を教えるお手伝い 

①JJにほんごくらぶ
会場：甚目寺公民館 日曜日１０：００～１１：３０

水曜日１９：００～２０：３０ 

土曜日１０：００～１１：３０ 

②みわ日本語教室
会場：美和情報ふれあいセンター

木曜日１０：００～１１：３０ 

…国際交流協会

 

テーマ：「世代を超えて繋がる地域づくり」 

■ 「協働」について知ろう！(２) ～協働のようすを聞いてみよう～講座のご報告  ■

１２月３日(土)に開催した講座では、協働事例として、NPO法人ママ・ぷらすの

「キッズ防犯プロジェクト」、すみれの会の「青パト防犯活動」、甚目寺説教源氏節もく

もく座の「人形劇鑑賞会」、あま市de学生まちづくりの「あまっ子自習室事業」の紹

介が行われました。 

事業に対する思いや、行政との協働に至った経緯などを聞き、参加者の皆さんの

協働への関心も高まったようです。質問タイムは大変盛り上がり、講座終了後もあ

ちらこちらで情報交換をする様子が見られました。 会場の様子 

公式インスタグラム 

フォローしてね☆ 

センターからのさま

ざまな最新情報をお

届けします。 

メールしてくださ

い。

メルマガ会員募集しています！ 

市民活動センターでは、毎月１５日と３０日頃にメール 

マガジンを配信しています。 

下のアドレスからお名前とメルマガ希望 

とメールしてください。 

メールしてください。

ご登録をお待ちしています！ 

公式 LINE 

登録お待ちしています☆ 

 あまテラス情報発信のご案内 
あまテラス市民ボランティア募集 

日頃より市民活動センターにご協力いただきありがとうございます。２０２２年度

の年度末も近づいてきました。団体の皆様にはとっては、活動の振り返りや次年度

の予定などを話し合うよい機会ではないでしょうか。それに伴い、センターへ活動報

告書のご提出や登録内容の変更のお手続き等のご協力をお願いいたします。改めて

ご案内いたします。提出期限は、２０２３年４月３０日を予定しています。 

センター登録団体の皆様へ～２０２２年度活動報告書提出のお願い～

※「コミュニティ協議会」は、概ね大字区以上の単位で設立され、よりよい

まちづくりを進める目的で、住民やいろいろな団体が集まって組織され

ています。地域コミュニティの活動を活発に、より効果的に繰り広げるた

めの核となる組織。「自分たちのまちは自分たちでよくしていこう」とい

う共通の目的のもとに、それぞれのコミュニティが特色ある活動を展開

しています。現在、市内には１４のコミュニティ協議会があります。 

◆第１部 １３：３０～ 

■あま市のコミュニティの現状

■他市町事例紹介

こちらのQRコードより 
お申込みください。 

◆第２部 １４：００～15：30 

■ワールドカフェ形式によるワークショップ

ファシリテーター：林 加代子氏 

            

センターHPは 
こちらから！ 

・テーマ別～「できること、できないこと」を考えてみよう！～ 

・ハーベストタイム～活動のヒントを見つけよう！〜 

※「ワールドカフェ」とは、カフェのようなくつろいだ雰囲気の中で行う会議のこと。4～5 人ず
つに分かれ、グループ毎で対話をし、途中メンバーを入れ替えながら対話を繰り返します。 

たちばな むねかず 

たちばな むねかず 

あまかす やくさつ 

〈甘粕事件の軍法会議〉 
左側一番手前が小川関次郎 
右側に立つのは甘粕大尉 

おがわ せきじろう 

あまかす 
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