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創療祭第25回

ccrreaeatte a ne a neew epochw epoch
テーマはcreate a new epochで、意味は新しい時代を切り開くという意味です！

今回の創療祭は、最初で最後の令和一発目のお祭りです。
茨城県立医療大学も25周年を迎え、これから令和という新しい時代が始まるわけですが、

その幕開けにふさわしい盛大、かつ、多くの人が楽しめるような時間となるよう
今回のテーマにしました。

創療祭のテーマ

こんにちは、創療祭実行委員長の川北です。
今年の創療祭は去年と同様に多くの模擬店・展示が行われます。
そのため、準備が大変だった中、創療祭が無事開催できたのは
実行委員会を始め、様々な方の協力があったからだと思います。
本当にありがとうございました。
医療大のビッグイベントの一つである創療祭。
みなさんにとって、とても楽しく思い出に残るような二日間になる
よう頑張ります！
ぜひ楽しんでいってください！

実行委員長 川北 綾音

創療祭実行委員長あいさつ
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ステージタイムテーブル ステージタイムテーブル

野外ステージ 講義棟 1階 大講義室

10：00
 10：00 〜 ピアノサークルのあ

11：00
　11：00 〜 よさこい錦織姫

 11：00 〜 吹奏楽サークル
12：00

　12：00 〜あかぷりっちお
13：00

 13：00 〜 芸人ライブ（詳細は36ページ）

14：00

14：00 〜 軽音楽15：00

16：00
 15：30 〜 ストリートダンスサークル CHAPS

17：00

野外ステージ 講義棟 1階 大講義室

10：00

　
11：00

 11：00 〜 ピアノサークルのあ
12：00

 12：00 〜あかぷりっちお
 

13：00  12：30 〜 吹奏楽サークル
 13：00 〜 よさこい錦織姫

14：00
 13：30 〜 ストリートダンスサークル CHAPS

15：00

 15：00 〜 軽音楽16：00

17：00

STAGE TIME TABLE

10.26 10.27Sat Sun

野外ステージおよび、講義棟1階 大講義室で行われるステージ企画のタイムテーブルです。
芸人ライブの詳細については、36ページをご覧ください。
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CAMPUS MAP
・構内は全面禁煙となっておりますので、喫煙はご遠慮ください。
・広報誌等に掲載するため創療祭の様子を撮影する場合があります。
  予めご了承ください。
・都合により企画内容は変更となる場合がございます。

キャンパスマップ キャンパスマップ

1〜4F：サークル学科企画
1F：教員企画

実習棟1

各ステージ企画

野外ステージ

各サークル企画

体育館

各サークル企画・
各ステージ企画

講義棟

模擬店・各サークル企画

グラウンド

模擬店

野外テント

図書館企画

図書館

模擬店・各サークル企画

福利厚生棟

Let's Go

正面玄関

荒川沖駅
行きバス停

受付

実習棟1

模擬店

模擬店

模擬店

野外ステージ

図書館

福利厚生棟

グラウンド

体育館管理棟
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本部企画 本部企画

さわやかフェアは、阿見町の健康・福祉・環境・交通防犯などに関する
事業や社会福祉協議会、シルバー人材センターの事業をPRするイベン
トです。
会場では各種事業紹介の他、そば・芋煮などの販売、バザー、シートベ
ルト効果体験、燃料電池自動車の展示などを行っており、見て・食べて・
触れて楽しめる内容となっています。
阿見町で実施されている様々な取り組みを知っていただくよい機会と
なりますので、ぜひ会場へ足を運んでみてください。

阿見町さわやかフェア 2019 担当 塚原 稜

阿見町さわやかフェア 2019 担当者あいさつ

みなさん、こんにちは。「商工まつり」は昭和後期から始まり、平成、
そして令和と、ついに３つ目の時代に突入することができました。
これもひとえに地域の皆様のおかげでございます！
大変ありがとうございます！
今年も恒例の紅白もち配布・ダンス・ソーラン・郷土芸能・歌謡ショー・
ミニトレイン・プレミアム商品券協賛の抽選会を開催します。さらに
様々なジャンルの会員企業が模擬店をしつらえ、地域のみなさまとの
ふれあいを楽しみにしておりますので、目いっぱい、おなかいっぱい
楽しんでいってください！

あみ商工まつり 2019 担当 金子 浩

あみ商工まつり2019 担当者あいさつ

まつり３会場を巡ろう！ 

あみスタンプシールラリー！
10月27日（日）は「さわやかフェア」「あみ商工まつり」「創療
祭」の各会場の模擬店でお買い物をするとスタンプシールがもら
えます。各会場で１つずつ、合計３つのスタンプを集めた、先
着150名の方に『阿見町のおいしいSWEETs（お菓子）』をプレ
ゼント！
※お菓子がなくなっても、医療大オリジナルグッズがもらえます！

スタンプシールラリー台紙●参加希望者は創療祭受付で台紙を受け取ってください。
●景品交換所は、医療大学正門付近にある「創療祭受付」です。

図書館へ行こう！
人体模型を
見つけよう！

（実習棟 1 にあるよ）

模擬店で
購入しよう！

福利厚生棟へ
行こう！

理学療法学科
1 年生の学科企画を

見に行こう！

作業療法学科
1 年生の学科企画を

見に行こう！

放射線技術科学科
1 年生の学科企画を

見に行こう！

看護学科
1 年生の学科企画を

見に行こう！

大講義室で
ステージ企画を

見よう！

ルール説明… ①ミッションをクリアしたらスタンプやサインをもらおう！
② 9 つ全部クリアしたら受付で景品と交換しよう！

10月26日（土）
マグネットクリップ（1種類）＋
フリクションボールペン（2本） 先着300名

10月27日（日）
トートバッグ4 種類からひとつ 先着300名

Let's STAMP！

景品

2 日間来て
医療大学オリジナル
グッズを集めよう



10 1125th SORYO Festival create a new epoch

ステージ企画 ステージ企画

こんにちは！よさこいサークル錦織姫です！
今回は先輩たちが作ってくださった「雅」、「月
華門」と新しく私たち13代目が作った「狐火」を
披露します！その他、皆で踊れる簡単な踊りもあ
るので、是非一緒に踊ってみてください！お待ち
してます！

場所：野外ステージ
時間：26日（土） 11：00〜 11：30

27日（日） 13：00〜 13：30

よさこい錦織姫

ステージ企画

こんにちは！軽音楽サークルです！
楽しくゆる〜く活動しています！
2日間野外ステージにてライブを行いますので
ぜひ一緒に盛り上がりましょう！

場所：野外ステージ
時間：26日（土） 14：00〜 15：30

27日（日） 15：00〜 16：30

軽音楽
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よさこい錦織姫
ストリートダンスサークルCHAPSです！わたし
たちはLOCK、 HIPHOP、 POPの3つのジャン
ルを 中心に 活動しています！ 2日間ではその
ほかのジャンルにも挑戦し、かっこいいショー
ケースが盛りだくさんとなっています！
ぜひかっこいいダンスを見に来てください！

場所：野外ステージ
時間：26日（土） 15：30〜 17：00

27日（日） 13：30〜 15：00

ストリートダンスサークル CHAPS

普段は各自自由に練習しています。創療祭では
クラシックからさまざまなジャンルを演奏する
つもりなので気軽に聞きにきてください。

ちょっと一休みに、吹奏楽聞きませんか？
懐かしい曲から今年流行った曲まで色々な曲を
吹奏楽バージョンでお楽しみください。今年も茨
城大学農学部の学生さん、顧問のパリー先生と
共に素敵な音楽をお届けできるよう頑張ります！
皆さんの温かい手拍子お待ちしています！

場所：大講義室
時間：26日（土） 10：00〜 11：00

27日（日） 11：00〜 12：00場所：大講義室
時間：26日（土） 11：00〜 12：00

27日（日） 12：30〜 13：30

ピアノサークル のあ
吹奏楽サークル

アカペラサークルです。普段は校内でライブを
行ったりしています。創療祭2日間ともライブを
行うので、是非見に来て下さい！

場所：野外ステージ
時間：26日（土） 12：00〜 13：00

27日（日） 12：00〜 13：00

アカペラ あかぷりっちお

ステージ企画 ステージ企画
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よさこい錦織姫
理学療法学科 2 年です。 勉強も 全力ですが
遊びやイベントも全力でやります！ 理学療法
学科について聞きたいことがあればチョコバ
ナナ買いに来たついでに聞いてください（笑）
ぜひ来てください！！

チョコバナナ 200円

【理学療法学科2年】
チョコバナナ

よさこい錦織姫
こんにちは！作業療法学科2年です！個性豊か
なクラスメイトと超絶面白い先生方と日々勉強
しています！勉強はもちろんどんな相談も受け
付けているので、気軽に立ち寄ってみてくだ
さい！

ペットボトル 100〜 120円

【作業療法学科2年】
ペットボトル販売

よさこい錦織姫
こんにちは！放射線技術学科です。私たちは診療放射線技師を目指して日々勉強してい
ます。綿あめを販売しながら、大学生活や学科のことも沢山お話しする事が出来たら嬉しい
です。お待ちしています！

綿あめ 100円

【放射線技術学科2年】
綿あめ販売よさこい錦織姫

看護学科二年生は女子50人、男子2人の計52
人で日々勉強を頑張っています！
今回看護2年生はジュースを 売 っています！
ジュースを買いに来るだけでなく、気軽にお話に
きてください！

ジュースの販売/休憩所の開放

【看護学科2年】
お休み処

模擬店

模擬店 模擬店

野外ステージ

正 門

講義棟
大講義室
ステージ

焼き鳥
【バドミントン部】

鈴カステラ
【軟式野球サークル】

お菓子・ジュース
【BISTRO】

お好み焼き
【障がい者スポーツ研究会】

ぷよぷよすくい
【放射線技術科学科1年】

チュロス
【硬式テニス部】

綿あめ販売
【放射線技術科学科2年】

紅芋の豚汁
【楽農人】

ジュース・休憩所
【看護学科2年】

縁日
【こうめ団】

チョコバナナ
【理学療法学科2年】

カレーライス
【バスケットボール部】

焼きそば
【バレーボール部】

創療祭
受付テント

ペットボトル販売
【作業療法学科2年】

タピオカドリンク
【フリースローサークル】

配置図

図書館

管理棟
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模擬店 模擬店

よさこい錦織姫
バドミントンサークルです！週2回経験者、初心者関係なく楽しく活動
しています。創療祭ではめちゃくちゃ美味しい焼き鳥を販売するので
是非食べに来てください！

焼き鳥（モモ、皮）味付け：塩、タレ  100円

【バドミントン部】
焼き鳥屋

よさこい錦織姫
料理サークルBISTROです！BISTROは創療祭を
メインに、お菓子作りなどをしています。創療祭では
暑い令和の初秋にぴったりのシューアイスや旬の
リンゴを使ったアップルパイなどを販売します。
令和のお祝いにケーキはいかがですか！

パウンドケーキ：100円/シューアイス：200円
アップルパイ：150円/ドリンク：100円

【BISTRO】
A Mad Tea Party

よさこい錦織姫
楽農人（らくのうど）は、医療大生と茨大生で
一緒に活動しているサークルです。主な活動内
容は、サークルの畑での作物作りや地域の農家
さんのお手伝い、屋台出店などです。大学・学年・
男女問わず仲良しなサークルです！！

豚汁 200円

【楽農人】
紅芋の豚汁

よさこい錦織姫
ぷよぷよすくい 1回 100円

【放射線技術科学科1年】 ぷよぷよすくい

よさこい錦織姫

もはや 国民食ともいえるカレ ー ライスですが、
とくに 小さいお 子さんのいる家庭では 定番メ
ニューではありませんか？野菜嫌いの 子ども
でも、カレーの中にすりおろした野菜を混ぜれ
ば食べてくれたり、食が細い子どもも、カレー
ライスならモリモリ食べてくれたりと、ママに
とって心強いメニューですよね！

カレー並盛：200円/中盛：300円/大盛：500円/ライス・ルー単品：各100円

【バスケットボール部】
インターミッテント・ハイテンポプッシュアップ

こんにちは！放射線技術科学科1年です！私たちは今病院見学や放射線技師について自分
たちで考える授業を通して少しずつ専門的な学習をしています！むずかしい授業もあります
が個性豊かな仲間たちと楽しく大学生活を送っています！そんな放射線技術科学科1年に
気軽に会いに来てください！

場所：■■■■■■■■■■■よさこい錦織姫

【こうめ団】 縁日〜ゲームに参加してお菓子GET！〜
輪投げとヨーヨー釣りです。200円でどちらも楽しむことができます。
小さい子にも楽しんでいただける内容を用意して、
こうめ団一同でお待ちしております。
ぜひ気軽に遊びにきてください。

こうめ団は学部生と助産専攻科の学生で活動している
サークルです。名前の由来は、こ 「子ども」 う 「産む」
め 「女性」団 「男性」です。子どもを産み育てる女性、
パートナーである男性、どちらもサポートするサークルを
目指しています。
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よさこい錦織姫よさこい錦織姫
こんにちは！バレーボールサークルです！週3 回
体育館でバレーをしてます。初心者も経験者も
一緒に楽しくやってます！焼きそばは、ソースと
シーフードがあります。ぜひ食べ比べしてみて
ください。

硬式テニス部です！テニス部は初心者、経験者
みんなでテニスを全力で楽しんでいます！夏と
春に合宿があり、各大会にも参加しています。今
回はチュロスを売るので、是非とも超イケメンの
部長と可愛い部員に会いに来てください！

焼きそば（ソース、シーフード）
ソース：300円/シーフード：350円

チュロス（シナモン、ココア）  150円

【バレーボール部】
焼きそば

【硬式テニス部】
Churros

よさこい錦織姫よさこい錦織姫

得点に応じて、景品をゲットできます！サッカー
に自信がある人もない人も是非参加してみてくだ
さい！

こんにちは！障碍者スポーツ研究会です。
私たちは普段車椅子バスケットボールチーム
ROOTsとして活動しています。車椅子バスケは
とても迫力があり奥が深いスポーツです。興味
ある方は是非遊びにきてください。
また、代々受け継がれているお好み焼きも食べ
に来てください！お待ちしています!!

場所：グラウンド
キックターゲット 1回 100円

お好み焼き 300円
【フットサルサークル】
副キャプテン翼

【障がい者スポーツ研究会】るーつ亭

よさこい錦織姫よさこい錦織姫
こんにちは！フリースローサークルです。私たち
は週に２回体育館でバスケをしています！！
創療祭ではタピオカを販売しているので、ぜひ
遊びにきてください！
お待ちしています◎

軟式野球サークルPAPIYONSです。
小腹がすいてきませんか？そんなときは鈴カス
テラをどうぞ！お待ちしてます！
毎週水曜日に野球やってます！

いちごみるく/ミルクティー/抹茶みるく 200円  
プラス50円でタピオカ増量

鈴カステラ ５コ：100円/7コ：150円

【フリースローサークル】
フリースロータピオカジュース

【軟式野球サークル】
鈴カステラ

模擬店 模擬店
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学内企画

学内企画−学科企画 学内企画−サークル企画

サークル企画

よさこい錦織姫サッカーサークルは月、水、土曜日に体育館及びグラウン
ドで活動しています。また、年に4 回程度大会に参加
しています。経験者・未経験者が混ざり合い、真剣に
楽しくサッカーに取り組んでいます。

【サッカーサークル】 Soccer bowling

参加費は1回100円で成績に応じた景品を用意して
います。ボウリングは3フレーム（6球）です。

場所：グラウンド

学科企画

よさこい錦織姫私達は、作業を通してその人の生活がより良くなるサポートを
する「作業療法」について日々学んでいます。作業療法学科
1年はみんな個性豊かで、毎日の大学生活を飽きることなく楽
しく送っています！「こんなことまで作業になるんだ！」という
ことを是非知ってもらいたいです。

【作業療法学科1年】 作業のイメージを変えよう！
場所：作業療法実習室 3

よさこい錦織姫

【看護学科1年】 いつか役に立つかも？看護クイズ！

看護に関する知識を〇×クイズなどで出題します！
普段の生活で役に立ちそうな知識も知ることができます！
看護学科1年生は女子 50人、男子 2 人、計 52 人でそれぞれの
目標に向かい日々勉強をしています！勉強だけでなくサークル
活動も意欲的に参加し、とても楽しい大学生活を過ごしています。

場所：実習棟1 3階ホール

よさこい錦織姫
茨城県立医療大学理学療法学科について
クイズ形式で紹介します。

【理学療法学科1年】 理学療法学科に関するクイズ

理学療法学科1年はゆったりのんびりはたまた元気いっぱい活
動するといった、三者三様、個性豊かな人達で溢れています。
生徒40人が勉強、イベント等に仲間と「協力」し熱意を持って、
国家試験に向けて励んでいます。自分自身の時間も大切にし、部・
サークル活動にも意欲的に参加し、交流を広げています！

場所：運動学実習室
場所：売店前

折り紙を使って、いろいろな作品を制作します。
折り紙一枚でどんな作品ができるかな？
みんなで楽しく作ってみてください！

こんにちは！ BORA ぼらんてぃあです。私たちは子ども
からお年寄りまで幅広い年代の方 と々ボランティアを通
して触れ合っています。それぞれの将来に向けてみんな
で楽しく活動中です！ぜひ気軽に来てください！

【BORA ぼらんてぃあ】 一緒につくってみよう！

よさこい錦織姫茶道サークルです。
今回、抹茶ラテとどら焼きを販売するので是非来てください！！！！！

場所：売店前
どら焼き：150円/抹茶ラテ：250円

【茶道サークル】茶道サークル
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よさこい錦織姫

スポーツリハビリテーション研究会です！このサークルはスポーツリハビリ
テーションについて勉強を行なったり、話し合いをするサークルです！サー
クルでの日常を掲示したので、ぜひ見に来てください！

【スポーツリハビリテーション研究会】

スポーツリハビリテーション研究会
場所：トレーニングルーム

場所：トレーニングルーム

卓球台の紙コップを
ピンポン球で倒せたらお菓子ゲット！
こんにちは！パラテーブルテニスサークルです！車椅子の
卓球選手と一緒に練習してパラリンピック出場を目指し
ています！立ってやるのはもちろん、車椅子で行うことも
できます！ぜひいらしてください！

【パラスポボランティア Para pon! 】

コップ倒し

場所：福利厚生棟1階 ラウンジ

各部員が制作した小物キーホルダー、レジンアクセ、
しおりなどを100〜 500円程度で販売します。
その他にも、 eat & yummy ! をテーマにした
部誌を500円で販売します。

めいきんぐサークルは「ものづくり」として様々な創作活動を行います。レジンにビーズに毛糸や
フェルト。手芸だけでなく消しゴムスタンプやちょっとした木工など多岐に渡り、小説や漫画、
イラストを創作する事も。小説、漫画、イラストは創療祭で部誌として発刊します。

【めいきんぐ】

eat & yummy !

場所：福利厚生棟2階 サイクリング部部室

歩き疲れたら休憩出来ます。お気軽にどうぞ！

サイクリング部は、楽しみながら自転車で遊びに行こう
というサークルです！活動内容としては、霞ケ浦一周や
夏合宿、ラーメン屋巡りなどをやっています！

【サイクリング部】

休憩所

場所：中講義室 112
時間：両日とも10：00 / 13：00 ※約30分間

ミニ講義を実施します。
身近にある「性」と「生」に関する問題を
一緒に楽しく学びましょう！

性に関する正しい知識の普及を目的に活動しているサークル
です。県内の高校を訪問し、同世代という立場から性教育を
行います。自分の 「生」についても見直してもらえるように、
ゲームやロールプレイを通した楽しい授業を実施しています。

【ピアエデュケーションサークル PeeeeR 】

PeeeeRって何だろう？

場所：食堂
REn-COnは、「 自分のしたいことや 興味のあることを
学ぶ」自主ゼミサークルです。毎年、プレやポスト、分科
会祭りなど全国の人たちを招いて積極的に活動してい
ます。昨年度は分科会祭り、ミニ分科会祭りを開催し、
そこで各々の興味のあることをシェアして学びました。
今年度は6月に「子供の居場所」をテーマにプレ茨城を開催しました。40名以上の参加、公認心
理士の先生の講演、学習企画など、充実したものとなりました。全国の医ゼミの企画にも積極的に
参加しています！全国の医療学生と知り合っていろんな学びが出来ました！詳しい説明は食堂に
展示してあります、よかったら見てください！！

【REn-Con】

REn-COn 紹介
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場所：食堂

場所：トレーニングルーム

場所：実習棟1共用スペース1階

ポスター展示

こんにちは。卓球同好会です。わたしたちは、体育館
の横にあるトレーニングルームで紅白に彩られた紙
コップをサーブで倒すゲームをしています！倒した数
によって景品が豪華になっていく…？^^

先日笠松陸上競技場で行われたいきいき茨城ゆめ国
体を審判として見てきた部員が独断と偏見に基づいて
振り返ってみました！

障がい者の自立生活を実現する会は、障がいを持つ方などが住み慣れた地域で自立して暮らして
いくことが出来るように、障がい者さんをサポートする活動を行っています！活動内容を展示として
まとめたので、興味のある方はぜひ、覗きに来て下さい！

卓球同好会は、毎週月曜日と水曜日にみんなで楽しく卓球をしています。ゆるーいサークルなので、
来たいときに来れば OK 〇  ぜひ！私たちと、楽しく卓球をしましょう！

普段は毎週金曜日に、ダイエット目的、体力づくり、ポケ
GOなど、各々の目的のためにみんなでランニングしています。たまに競技場に行ったりもしてい
ます。基本ゆる〜くやっていますが、中には記録会に出るツワモノも！

【障がい者の自立生活を実現する会】 実現する会って？

【卓球同好会】

コップ倒し

【陸上部】

茨城国体レポ

場所：図書館
時間：どちらも両日 9：00 〜 16：00 まで開催予定

【図書館】

図書館創療祭特別企画
「謎解きゲーム Ino suke Quest 〜2019 創療祭 ver.〜」

目標時間（20分）以内に図書館の重大な秘密を記した『禁断の書』を見つけよう！

「本の重さがわかるかな？」
本の重さを当てて景品をGET！

場所：実習棟1共用スペース1階

研究で草木染作業の感性評価をしています。今年はキバナコスモスで布を染めてみようと思います。
染色にかかる時間は1時間ほどです。布が染まり持ち帰ることができるまで他の企画や発表を見て
くることもできます。

【作業療法学科 准教授 塩原直美先生】  染色体験

場所：演習棟ピロティ

コーヒー、紅茶、焼き菓子 各100円

SPAは茨城県立医療大学の知名度を
上げるために立ち上げられたサークル
です。週に1度のランチミーティングやサークル取材、やってみたなどの動画撮影、 SNSでの情報
発信など、様々なことに挑戦しています！学生から募集した大学の日常の写真とともにカフェでまっ
たりしていきませんか？

【学生広報支援サークル【SPA】】

SPA cafe & gallery
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お子様からお年寄りまで家族全員が楽しく和食を
楽しめるレストランとして北関東を中心に展開して
います。特に創業時からそば・うどんの美味しさ
にこだわり続け、今では当店絶品の「鴨汁そば」と
名物の「味噌煮込みうどん」は多くのお客様から
愛されている自慢のメニューです。

募集職種：キッチン・ホールスタッフ
給与：時給900円〜 22時以降25％割増有り
     　高校生は時給850円〜
勤務時間：9：00〜 22：30の間でシフト制
　　　　  1日3時間から勤務OK！
勤務日数：週1からOK！
応募方法：お電話（0298-91-3755）又は、
　　　　  右のURLにアクセスをお願いします。

そば・うどんを中心に幅広いメニューを提供する
和食レストラン

パート・アルバイト 募集要項
（阿見店）

茨城県でも老舗の地元業者。地域に根付いており、安心して借りることができます。場所は常磐線荒川沖駅・土浦駅の
ほぼ中間に位置しています。学生向けの格安アパートや一戸建住宅など安い料金で借りられる物件を豊富に用意
してあります。一台につき月額 2,500円〜 4,000円で利用可能な駐車場が豊富なのも魅力の１つです。女性社員を
中心にしたアットホームな雰囲気で対応くださります。

阿見町阿見2224-1 TEL：029-887-2122
営業時間／10：00〜 17：30
定休日／水曜
E-MAIL／ info@chonan.biz
URL／ http://www.chonan.biz/index.html

長南不動産 阿見町郵便局近くにある美味なるくい処、その名も大八！
毎日市場で仕入れている鮮魚を売りにしています。このお
店では刺身はもちろんのこと焼いたり煮たりのメニューが
そろっており、その数なんと150種類以上あります。
ランチでもディナーでも利用可能です。しかも年中無休！
これは一度行ってみる価値のあるお店ではないでしょうか。

画像引用元：阿見観光協会
http://www.amikan.jp/upsys_pro/index.php?type=dining&mode=detail&code=66

阿見町阿見5181
営業時間／11：30〜 14：00
                 17：00〜 23：00
定休日／無休
駐車場／20台

くい処 大八

創療祭に協賛金を頂きました事業者様です。

協賛金企業広告

“学生アパートをお探しなら松浦不動産”医療大学、茨城
大学農学部の学生が毎年たくさん利用している不動産
です。インターネット無料、鉄骨造り、家電付きなどうれ
しいサービスがたくさん！！一度きりの学生生活を素敵な
お部屋で過ごしてはみませんか。

阿見町阿見3038-3
TEL：029-888-2381
営業時間／9：00〜 18：00
定休日／毎月第1・2・3水曜
           

松浦不動産

阿見町で40年以上、お客様に優しい美味しさをお届け
出来るように、お菓子作りをしております。お誕生日ケーキ
ご予約承ります。

一番人気のショートケーキ

阿見町中央1-6-3
TEL：029-887-1725
営業時間／9：00〜 19：00
定休日／毎週火曜
            第1・３月曜

トレビアン
阿見町阿見4875-2
TEL：029-840-2686
営業時間
昼／11：30〜 14：00
       ※土日のランチは予約制
夜／17：00〜 22：00
定休日／月曜

フィッシュ・三宅

町の動物達の命を守る動物病院。地域に根ざした活動
を志し動物の気持ちに寄り添いながら診療しています。
ペットのため、飼い主さんのため長年の経験により培った
技術で多くの動物を救います！

阿見町阿見2354-1
TEL：029-887-7928

飯村獣医科病院

学割有！とにかくおいしい焼鳥と、自信の刺身、何より安
さが当店の自慢！学生からサラリーマンまで幅広く愛さ
れてます☆楽しいご宴会365日承り中☆コース料理＋
飲み放題 2 時間で4,000 円〜と超お得！飲み放題メ
ニューは生ビール・サワー・焼酎・日本酒・ワイン・ウ
イスキー・ソフトドリンクなど、どなた様にもお楽しみ頂
ける豊富な品揃え！お気軽にお電話下さい♪

阿見町阿見5181-54
TEL：029-888-2319
営業時間／17：00 〜 24：00
定休日／年中無休

鳥吉 阿見店　　 

細打ちの並そば、挽きぐるみの田舎そば、そして常陸秋
そば10割の生粉そばの3 種類が味わえます。利尻昆布
とそのつど削る枯節で作るツユは、キリリと辛めが身上。
香り高いそばの甘みを十分に引き出します。12時間寝か
せるという手打ちうどんも隠れた人気メニューです。

阿見町若栗3353-11
TEL：029-887-8631
営業時間

（月・水・木）11：00〜 15：00
（金・土・日）11：00〜 20：00 （休憩時間）15：00〜 17：00
定休日／毎週火曜・第3月曜（変更あり）

木鉢坊

「まごころを食卓へ」をキャッチコピーにしている、お買い
得情報満載のスーパーマーケットです。日替わり目玉商
品も多数用意されており品ぞろえも豊富です。貯めると
お得なCoGCaカードもあります。ぜひ足を運んでみてく
ださい。

阿見町阿見2958-2
マイアミショッピング
センター 1階
TEL:029-840-2801

阿見町阿見字中郷4124-7
TEL:029-891-3755

タイヨー 阿見町店
ねころっけ
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小さい町の皮膚科診療所です。ありふれた病気を、ごく一
般的に治療したいと思います。病気はその人が、その人の
持っている力で治すものです。医師が、薬が、治すのではな
いです。医師や薬はその人の持っている治す力を、少しお
手伝いするだけです。そう思って診療しています。

阿見町中郷2-3-5
TEL：029-888-8188 
診療時間／9：00〜 12：00
15：00〜 18：00
※土曜日 14:00〜 16:00予約のみ
休診日／水曜、日曜、祝日

かない皮フ科

ペットの健康維持、病気や怪我の治療に対するインフォームドコンセントに重点を置き、納
得が得られるまでお話をしながら診療を進めていくことを心がけております。しつけ相談、
ペットの健康管理相談、狂犬病、フィラリアなどの予防接種もやっております。

阿見町岡崎2丁目2-2  TEL：029-888-0502
診療時間／月曜 9：00〜 11：30・16：00〜 19：30／火曜 9：00〜 11：30・16：00〜 19：30
木曜 9：00〜 11：30・16：00〜 19：30／金曜 9：00〜 11：30・16：00〜 19：30
土曜・日曜は午前のみ
休業日／水曜、祝日

阿見の動物病院
犬、猫、小鳥、その他診察しております

あみ動物病院

自動車免許を取るなら「歴史と伝統」・「安心と実績を誇る」茨城県自動車学校 土浦校にお
任せ下さい！
入校から卒業まで一括予約が取れるスケジュール制です。
県立医療大学からも近く、個別送迎も充実しており、とても通いやすい自動車学校です。
最短25日以内に卒業出来る「短期プラン」もご用意してあります。

茨城県稲敷郡阿見町阿見383-2
TEL： 029-887-0295
営業時間／（火・木・金）8：30〜 19：30 （水・土・日）8：30〜 17：30
定休日／月曜・祝日・年末年始

茨城県自動車学校 土浦校

一誠商事株式会社 阿見支店
医療大学周辺から筑波大
学周辺まで多くの 学生ア
パートがあります。建物の
緊急を要するトラブルには
24 時間対応しています。
賃貸物件からマイホ ー ム
購入までお 客様のご 希望
に沿った物件をお探ししま
す。詳しくはお近くの店舗
にご相談ください。

栗山輪店さんでは自転車・バイクの修理・販売を行ってい
ます。なんといってもこのお店の魅力は県立医療大学に
とても近いことです。自転車やバイクで通学している人に
とってはもしもの際にきっとお世話になるだろうというお
店です。もちろん良い自転車やバイクもあるのでぜひご
利用ください！

阿見町阿見4002-13
TEL：029-887-0441

栗山輪店

阿見町中郷2丁目1-3  TEL：029-888-3323 
診療時間／平日 9：00〜 12：00・15：00〜 18：00
                土曜 9：00〜 12：00・14：00〜 16：00
休診日／木曜・日曜・祝日

滝沢医院

中央公民館前
TEL：029-887-8832

とんかつ専門 かつ吉

阿見町で不動産業を営み始めて約30年の医療大学の
学生も数多く利用している不動産会社です。阿見町には
じめて住む方にも安心して暮らしていけるお部屋が多数
用意されています。家賃が安いお得な物件がそろってい
るなど、学生に優しいキャンペーンもあります。阿見町で
物件をお探しの方は是非、長哲不動産へお越しください。

阿見町中央3丁目2-5
TEL：029-888-1001 
営業時間／9：00〜 18：00
定休日／日曜・祝日

長哲不動産

大徳不動産は、地元で不動産一筋創業四十余年「お客様
と喜びを分かち合う」をモットーに学生用マンション・ア
パートはもちろん、１K・２DK・３DK 等を多数取り扱っ
ている会社です。県立医療大学から徒歩3 分、周辺には
阿見町役場、ドラッグストアなどがあり利便性に優れてい
ます。

阿見町中央1-5-7
TEL：029-888-1234 
営業時間／9：00〜 18：00
年中無休

株式会社大徳不動産

一度足を運ぶ価値のある美容院。医療大生もたくさん利
用していて、カットやカラー、縮毛矯正のほかにも骨盤調
整も行うことができます。また、気さくなスタッフさん達
なので、人には言えない髪に関する悩みを打ち明けられ
ます。自分に似合う髪型やカラーの相談にも真摯に向き
合ってくれるので、悩みがある方は一度足を運んでみては
いかがですか？

阿見町阿見3049-1
TEL：029-888-2726 （予約優先）
営業時間：10:00〜 19:30
定休日／毎週火曜、第2・3水曜

CHERISH

国道125号バイパス

茨城大学

阿見町役場

阿見中学校

カスミ
至つくば

至荒川沖

長哲不動産

協賛金企業広告 協賛金企業広告
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協賛金企業広告 協賛金企業広告

阿見町役場近くの１軒家カフェ。ランチは野菜を中心に
したお惣菜7〜 8 種がつく、ヘルシーな日替わりが人気
です。カフェタイムは、ふわふわのシフォンケーキ等、手
作りケーキと淹れたてのおいしいコーヒーでほっと一息。
季節を感じさせるインテリアの数々にも注目です。

阿見町中央3-3-10
TEL：029-887-4708
営業時間／11：30〜 18：30
定休日／土曜・日曜・祝日

カフェ・ド・キッチン・カルケット

このお店では新鮮な地鶏を備長炭で焼いた美味しい焼
き鳥や手羽揚げを楽しむことができます。お料理はもち
ろん、お酒の種類も豊富です。産地直送。地頭鶏（じどっ
こ）数量限定も大人気の居酒屋さんです！ただいま学生
コースでは飲み放題＋お料理で3,500円となっています。
皆さん是非足を運んでみてください！

阿見町中郷3-1-1
TEL：029-888-2225
営業時間／17：00 〜 24：00
座席数：55席
定休日／火曜・年末年始

備長炭火焼 ⼿羽屋

今年で創業43年目の和菓子屋。団子・
大福・まんじゅうなど甘味の他、いな
りや 巻き寿司もあります。醤油味の
おこわおにぎり「茶めし」もオススメ。
しょわせ餅・赤飯・ぼたもちなど冠婚
葬祭の品も注文できます。医療大生
のアルバイト通年募集中！

阿見町阿見3953-9
TEL：029-887-5575
営業時間／9：00〜 18：00

伊勢屋

創業70年の阿見町の老舗
のパン屋さんです。昔懐か
しいお総菜パンから、季節の野菜やフルーツを使ったパ
ンまでバリエーションが豊富です。入り口の横にはイート
インスペースがあり、コーヒーのサービスもあります。長
年愛され続けている味であり、どのパンもとても美味しい
のでぜひ足を運んでみてください！

阿見町阿見3962-10
TEL：029-887-0733 
営業時間／ 8：00〜 18：00
定休日／日曜・第3水曜

ensoleillé 

猫カフェねこだまりでは10匹の可愛い猫ちゃん達と触れ
合い、遊ぶことが出来ます。10分という短い時間から長
い時間触れ合えるコースもあり、幸せな時間を過ごせま
す。癒しが欲しい、動物とふれあいたい！という人はぜひ
ねこだまりに足を運んでみてください。

阿見町中郷2丁目5-5
TEL：029-887-0011
営業時間／12：30〜 19：00
定休日／月曜・火曜
URL／
http://www.nekodamari.net

猫カフェ ねこだまり
阿見町西郷3-1-7
TEL：029-887-2783
営業時間／24時間営業

ラーメン山岡家 阿見店

昭和45年の開業以降柔道整復術の原点である、手技療
法を主体に医療機器を併用した治療を行っている接骨院
です。怪我はもちろんスポーツ外傷、スポーツ障害、交通
事故などの治療も行っています。超音波診察を導入して
いるので妊婦や乳幼児でも体にやさしい診察を行うこと
ができます。

阿見町中央1-12-18　
TEL：029-887-2642
営業時間／

（月〜金） 8：00〜 12：00
　　　　15：00〜 19：00
      （土） 8：00〜 13：00

名倉堂 榊原接骨院

阿見町の24 時間営業のド
ラッグストアです。処方箋
も受付もあります。24時間営業なのでほしいものがあっ
たときにいつでも行くことができます。医療大からすぐ
近くにあります。“笑顔です 元気です ヤックス”という
耳に残るフレーズはヤックスのテーマソング。ぜひヤッ
クスへ行ってきてみてください。思わず口ずさみたくなり
ますよ。

阿見中央1-13-22
TEL：029-891-0080
営業時間／24時間営業
定休日／年中無休

ヤックスドラッグ 阿見店

当店は地域の皆様の 「かかりつけ薬局」を目指し、厚労省より認定を受けた"健康サポー
ト薬局"です。近隣の滝沢医院、かない皮フ科の処方箋の他、多くの医療機関からの処
方箋を受け付けており、在宅訪問も行っております。また、市販薬・健康食品・肌に優しい
スキンケア用品を各種取り揃え、患者さまの多様なニーズ・ご相談に対応できるよう体制
を整えております。定期的に健康相談会も開催しておりますので、是非お気軽にお立ち寄
りください。

〔常陽銀行となり〕

阿見町中郷2-1-7 TEL：029-888-2772
営業時間／月〜金 9：00〜 18：00
　　　　   土曜日 9：00〜 16：00
定休日:日曜、祝日、年末年始

さくらい薬局 阿見店
処方箋有効期限は
土日祝日含めて"交付日より
4日間"です。
お気をつけください！

地域にねざした「オラが町の歯医者さん」をモットーに約
20年前に開設させていただきました。お口の中の事に
お困りの時はどんな時でも結構ですのでお気軽にご来院
ください。スタッフ一同心よりご対応させていただきます。

〈ぬまじり歯科 スタッフ一同〉

阿見町鈴木59-55
TEL：029-840-2651

院長 沼尻道夫

ぬまじり歯科しみず整骨院

当院は平成29年3月、緑と水の豊かな阿見町で開院い
たしました。当院は「人生の楽しみ」をサポートすること
をモットーに、患者様の健康的な生活のお手伝いをいた
します。

阿見町岡崎1-29-7
TEL：029-869-5750
受付時間／

（月〜土）9：00〜 12：00
（月〜金）15：00〜 20：00
※木曜日の午後の診察は17：00までです。
　土曜日の午後と日曜日、祝祭日はお休みです。

Google
マップ
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協賛金企業広告 協賛金企業広告

阿見町阿見4000-4
TEL：029-887-8181
診療時間／9：30〜 12：00
14：00〜 18：00
定休日／木曜、日曜、祝日

永山歯科医院

バドミントンを中心としたスポーツ総合用品店。地元の方々に愛されながら営業を続けています。ガットの張替えも行って
おり、お客様のプレースタイルに合わせて張り方を調整しているので、最高のパフォーマンスを発揮出来るでしょう。医療
大生もお世話になっております。

阿見町中央3-3-7
TEL：029-887-0522
営業時間／9：30〜 18：30
定休日／毎月第1・3 木曜

有限会社 ダイレクトスポーツ

食育指導師®️とは
「食と健康」に関する正しい知識を身につけ、食育を通じて子供からお
年寄りまであらゆる世代の人々へ、普及できる人材です。
現代社会における食の重要性と課題を常に認識し、かつ実践を通し
て健康な社会づくりを担う使命感あふれる人たちです。

『食育指導師』はNPO法人日本食育協会の登録商標です。

医療は人を救う。でも、食のことを知ればもっと多くの人々を救うことができる。
食育指導師®️をご存知ですか？ 履歴書に書ける資格です。取得しませんか？

NPO法人茨城県食育協会®️

阿見町阿見3962-13
TEL：029-887-0254
診療時間

（平日）9：00〜 12：20 
         14：20〜 18：00

（土曜）9：00〜 12：00・13：00〜 16：00
休診日／水曜・日曜・祝日

塚原歯科医院

阿見三浦バイパス（国道125号）と県道203号線の交差点・阿見西郷バイパス交差点そばにあるマイアミショッピングセ
ンター。1階は「ファッションとグルメの街」と銘打ち、スーパーマーケットのタイヨーを核店舗としてベーカリーやシューズ、
婦人服、呉服、宝飾品などのショップが並び、2階は「ファッションとバラエティの街」として「ゲームスポット PADO」、婦人
服の「シーナ」、「ファッション市場サンキ」がテナント入居しています。また、240坪の広さを誇る空きスペースもあり、催事、
イベントスペースその他としてレンタルしており、様々なイベントが開催されています。3階は学習塾と接骨院、町民活動セ
ンターが入っています。

阿見町阿見2958
TEL：029-888-2525
営業時間／10：00〜 20：00  （タイヨー）9：30〜 21：00　　

株式会社阿見商業開発

家族で囲む食卓にランドロームの食品を使ってみてはい
かがでしょうか。健康スーパーとしてたくさんの商品をお
得な価格で扱っております。“健康は食から”を合言葉
に阿見町民の健康を支えるスーパーです。オリジナルの
シュークリームがとっても美味しいです！

阿見町阿見4-4666-6
TEL：029-891-2522
営業時間／9：00〜 21：00
定休日／年中無休
            ※年末年始を除く

ランドローム

フローリアは地域の皆様に親しまれる花
屋さんです。それぞれの季節にあった美
しい花々をとりそろえています。お客様
の好みや要望に合わせてお花を提供して
いるので、お花をご購入の際はフローリ
アに立ち寄ってみてください。

阿見町中郷2-7-24
TEL：029-887-8678
営業時間
10：00〜 20：00

FLOWER SHOP フローリア

当店では朝日新聞をはじめとした各種新聞や月刊誌・週刊
誌等をお取り扱いしております。学生の方には学割もござ
います。どうぞお気軽にお問い合わせください♪

〜配達スタッフさん大募集！！〜
固定のお客様に朝刊をお配りするお仕事です♪バ
イクの乗り方からお教えしますので未経験の方も安心
です♪【日給】¥3,500 円〜 【勤務時間】1：30 〜
5：30（配達終了次第）

阿見町岡崎2-2-12  TEL：029-887-5978

おとどけ工房 阿見店

吉田電機商会さんでは、家電販売、修理・電気工事・住
宅設備機器・空調・設計・施工と幅広く対応しています。
電気機械で困ったこと、相談したいことがありましたら是
非ご利用ください。

阿見町阿見4883-2
牛久警察署阿見地区交番近く
TEL：029-887-0520

（有）吉田電機商会

たくさんの企業様にご協力を頂きました。
心より感謝申し上げます。

食育指導士養成講習会 茨城
2019年12月1日（日） 9：50〜 17：00予定
場所：茨城大学農学部 阿見キャンパス100番教室
受講費：10,000円（会費2年分含む）
学生は5名以上まとめてお申込で3,000円／名 割引
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実行委員名簿　 実行委員名簿

木村 真菜／石川 花梨／加屋 瑞貴／森崎 武志
小菅 巨規／木村 龍弥／小野瀬 航

大湖 翼希／高島 七海／豊島 隆太／中川 聖梧
中野 華希／若木 あゆみ

PT2年

PT1年

企画課

実行委員会名簿

令和1発目の創療祭、たくさんの人に来ていただけるように
みんなで頑張りました！楽しんでいってください！

創療祭がみなさんの楽しい思い出になるよう、企画委員
みんなで盛り上げていきたいと思います！

小野寺 海帆／木之内 絢音／川北 綾音／後藤 葵
中島 美樹／中嶋 美凉／中庭 理奈／宮田 結奈

相川 梨音／小田 菜桜子／後藤 歩美／吉川 舞
杉咲 瑠 ／々塚本 穂香／藤本 佳小吏

NS2年

NS1年

広報課

広報課長 NS2年 中嶋 美凉

企画課長 PT2年 加屋 瑞貴

今年度は多くの企業様から協賛金を頂きました！創療祭が
行えるのは企業様のご協力のおかげです。協力して素晴ら
しい創療祭を作りましょう！

鈴木 菜緒／宮田 美里／寺田 千夏／綿引 柊斗
木内 弘野／荻津 凪沙／石津 紗枝

金沢 彩香／矢口 真子／中島 萌々子／熊岡 彩那
黒川 明日香／小長井 美波／冨田 凉

OT2年

OT1年

協賛金課

協賛金課長 OT2年 鈴木 菜緒

こんにちは！模擬店・ステージ担当です。今年もたくさんの
模擬店やイベントが用意されています。楽しんでいただけ
たら嬉しいです！

青柳 佑佳／宇佐美 友理／岸 風花／濱田 千沙希
松村 美紀／八木 夕稀／横島 美緒／京田 光大
佐々木 結菜

遠藤 澪那／黒木 優花／小池 里奈／後藤 ちひろ
西片 佑奈／花谷 真穂／林 理陽子／久松 吏枝

RS2年

RS1年

模擬店・ステージ課

模擬店課長 RS2年 青柳 佑佳

副実行委員長
OT1年 冨田 凉

実行委員長
NS2年 川北 綾音

会 計
PT2年 木村 真菜

NS…看護学科　PT…理学療法学科
OT…作業療法学科　RS…放射線技術科学科   






