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　市では、在宅の高齢者とその家族が安心して充実した生活が送れるように、介護保険サービスでは補えないそ
れ以外の様々な事業を実施しています。
　今回、いくつかの主な事業についてご紹介しますので、ご利用ください。
　なお、各事業のご利用にあたっては事前に申請が必要です。利用したいサービスの詳細、申請方法につきまし
ては、市役所介護高齢課、各総合支所市民福祉課までお問い合わせください。

　医療機関に通院する場合や各種福祉行事への参加、または市役所・総合支所及び公の施設を利用する際のタク
シー利用料金を一部助成します。利用券の交付を受け、指定のタクシー会社をご利用ください。

　在宅で高齢者等を介護している家族等に介護用品を購入するための助成券を交付します。
　介護用品購入助成券の交付を受け、指定販売店でご購入ください。

タクシー利用料金 利用者負担
1,000円以下　 400円
1,001円～ 2,000円 800円
2,001円～ 3,000円 1,200円
3,001円～ 4,000円 1,600円
4,001円～ 5,000円 2,000円

5,001円～ 利用料金から3,000円
を控除した額

福祉タクシー事業

家族介護用品（紙おむつ等）支給事業

利用者負担

高齢者とその家族を支えます

利用できる方
　一般の公共交通機関の利用が困難、または下肢が不自
由な方で下記のいずれかに該当する方。
　１　満65歳以上の方
　２　身体障害者手帳の交付を受けている方
　３　療育手帳の交付を受けている方

利用限度　　年48枚まで（月４枚単位）
※往路、復路それぞれ１回として
　数えます。

利用できる方
在宅で下記の状態の方を介護している方。
1　申請日現在65歳以上で、要介護３以上の認定を受けている方
2　身体障害者手帳（１級、２級）の交付を受けている方
3　特定疾病該当者（65歳未満の介護保険認定者）

利用限度
年間60,000円分。
ただし、次の要件すべてにあてはまる方は、年間75,000円分。

◇申請日現在65歳以上の方
◇要介護３以上の認定を受けている方
◇前年度の市民税が非課税の世帯に属する方

購入できる介護用品
紙おむつ、尿取りパッド、使い捨て手袋、清拭剤、ドライシャンプー 

利用者負担　

1,000円未満の額
（助成券は1,000円単位）
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　敷き布団、掛け布団、綿入れかいまき、毛布のクリーニングを行う際の利用料金を助成します。
　指定クリーニング店でご利用ください。

安否確認を行うとともに栄養のバランスの取れた食事を提供し、その費用の一部を助成します。
ご利用する場合、大宮地域の方は南部包括支援センター（☎ 53-6810）、それ以外の地域の方は北部包括支援

センター（☎ 57-3326）にご連絡し、申請してください。

寝たきり等で理美容店に行けない方に訪問による理美容を提供し、その費用の一部を助成します。助成券の
交付を受け、指定理美容店でご利用ください。

　１枚1,000円のはり・きゅう・マッサージ券を交付します。指定施術機関でご利用ください。

■問い合わせ■
介護高齢課　介護・高齢者福祉グループ　☎52-1111（内線176）
各総合支所　市民福祉課　福祉グループ（代表）

山　方　☎57-2121　美　和　☎58-2111　緒　川　☎56-2111　御前山　☎55-2111

寝具類洗濯乾燥消毒サービス事業

配食サービス事業

訪問理美容助成事業

はり・きゅう・マッサージ施術費助成事業

利用できる方
おおむね65歳以上のひとり暮らしの方、または高齢者のみの世帯に属する方。

利用者負担
敷き布団・掛け布団・綿入れかいまきは200円。
毛布は100円。

利用できる方
市内に住所を有する方で、老衰・心身の障がい及び疾病等の理由により調理が困難で、次のいずれかに該当

する方。
1　おおむね65歳以上のひとり暮らしの方　
2　高齢者のみの世帯に属する方
3　在宅の身体障害者

利用者負担　　１食300円

利用できる方
在宅のおおむね65歳以上の寝たきり、または認知症で常時臥床の状態にあるか、日常の生活の大半に介護を

必要とする状態が今後も続くと認められる方。

利用者負担　　１回につき2,000円

利用できる方
1　70歳以上の方
2　身体障害者手帳（１級、２級）の交付を受けている方
3　60歳以上で身体障害者手帳（３級～６級）の交付を受けている方

利用者負担　
　利用料金から1,000円を控除した金額

利用限度
　年 2 回まで

利用限度　　週７回まで

利用限度　　年６回まで

利用限度　　年10回まで
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　「常陸大宮市情報公開条例」及び「常陸大宮市個人情報保護条例」に基づき、平成24年度の請求と開示の状況
をお知らせします。
　平成24年度の情報開示請求件数は10件、個人情報開示請求件数は１件でした。
　市が保有する行政情報の開示請求は、市民の方や市内にお勤めの方であればどなたでも請求することができま
す。開示が原則ですが、個人のプライバシーや公益を守るため、個人に関する情報で、特定の個人が識別される
情報や市が行う事務事業の目的を失わせ、または適正な実施に著しい支障を生じるおそれのある情報などは、非
開示または一部開示となることがあります。また、行政情報がない場合は、対応できないことがあります。

▶情報開示請求手続きについて
　閲覧や複写したい行政情報がある時は、市役所総務課に請求書を提出していただきます。
　閲覧料は無料で、複写を希望する場合は実費が必要になります。
■問い合わせ■
　総務課　庶務法制グループ　☎52-1111（内線318）

情報公開・個人情報開示状況をお知らせします

実施状況
実施機関名 開示請求件数 任意的開示 計

市 　 　 　 長 6 2 8
教 育 委 員 会 0 2 2

計 6 4 10

実施状況

実施機関名

開示または非開示の決定件数
不服申立ての件数開　　示

非開示 情　報
不存在うち全部開示 うち一部開示

市 　 　 　 長 8 5 3 0 0 0
教 育 委 員 会 2 2 0 0 0 0

計 10 7 3 0 0 0

実施状況
実施機関名 開示請求件数 訂正・削除及び利用中止の請求件数

並びに決定件数 計

市 　 　 　 長 1 0 1

実施状況

実施機関名

開示または非開示の決定件数
不服申立ての件数開　　示

非開示 情　報
不存在うち全部開示 うち一部開示

市 　 　 　 長 1 1 0 0 0 0

平成24年度

●情報開示請求の件数 （単位：件）

●情報開示実施状況 （単位：件）

●個人情報開示請求の件数 （単位：件）

●個人情報開示実施状況 （単位：件）

※任意的開示:
　市内に住所を有する方等、市情報公開条例に定める開示請求権者以外の方からの請求があった場合。
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■問い合わせ■　農林課　農林畜産振興グループ  ☎52-1111（内線203）■問い合わせ■　農林課　農林畜産振興グループ  ☎52-1111（内線202）

■問い合わせ■　企画政策課　企画政策グループ　☎52-1111（内線309）

　市で実施しているふるさと応援寄附制度は、お寄せいただいた寄附金を市が実施する事業の財源とし、常陸大
宮市を愛する皆さんの思いを市政に反映させ、より多くの方々の参画によるふるさとづくりを推進していくこと
を目的とする制度です。
　お寄せいただいた寄附金は、魅力あるまちづくりのため、大切に使用させていただきます。
　平成24年度にお寄せいただいた寄附の内容は次のとおりです。

　身近なみどり整備推進事業（森林湖沼環境税活用事業）は、平地林や里山林の保全を図り、快適で豊かな森林
環境づくりを推進するため、枯木等の伐採や、下刈り・除間伐・枝打ち等を行っています。
　平成24年度は、緒川地域「おがわふれあいの森」の森林整備を行いました。

株式会社ヒタチスプリング
　　　　　　　　東京都大田区	 1,000,000円
堀江　賢二　　　東京都世田谷区	 200,000円
小野瀬　益夫　　水戸市	 200,000円
片岡　茂則　　　水戸市	 500,000円
大内　勝美　　　東京都府中市	 200,000円
山根　聡子　　　東京都府中市	 50,000円
匿　　　名　　　水戸市	 300,000円

内田　郁　　　　水戸市	 100,000円
匿　　名　　　　水戸市	 10,000円
JFE建材フェンス株式会社
　　　　　　　　常陸大宮市	 42,750円
西野　由希子　　水戸市	 20,000円
株式会社ふるさと活性化センターみわ
　　　　　　　　常陸大宮市	 1,000,000円

●緒川地域（おがわふれあいの森）
事業実施面積 施業内容

11.52ha
下刈り
間伐
保全標識設置

平成24年度
身近なみどり整備事業実施状況

平成25年３月31日現在
敬称略

身近なみどり整備推進事業の
取り組み報告をします

「ふるさと応援寄附金」
ご支援ありがとうございました



「西塩子の回り舞台」裏方ばなし ～プロローグ～

市民の方からの まちのできごと
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「西塩子の回り舞台」を支える人々
　“組立式の仮設舞台” というと粗末な印象を受け
ますが、実際は舞台間口・花道とも江戸の芝居小
屋に引けを取らない６間（約11ｍ）もの規模を誇
ります。柱や屋根こそ丸太や竹ですが、幕や舞台
背景をセットすれば、豪華な歌舞伎舞台のできあ
がり。ここで演じられる夢のような悲喜劇に、見
物人は笑ったり涙を絞ったりという訳です。しか
し、そこに至るまでの関係者の奮闘ぶりは、文字
通りの舞台裏、ほとんど皆さんには見えません。
　そこで、本業の合間を縫って、一人何役で舞台
を支える地元やボランティアの人々の、活動の様
子をレポートし、次号より連載でお伝えします。

　平成20年度の国民文化祭での組み立て以来、震災の影響で実施が延期されていた「西塩子の回り舞台」が、　

今年、５年ぶりに組み立てられます。組み立て開始は８月25日、歌舞伎公演も10月19日開催と決定しました。

市内に残る貴重な農村舞台
「西塩子の回り舞台」は、江戸時代後期（1820

年頃）の道具も残っている組立式の農村舞台。都
市にある歌舞伎座のような施設とは違い、地方に
住む庶民が、村祭りの余興として人形芝居や歌舞
伎を楽しむために建てたものです。常設のものと、
西塩子の舞台のように使用する時だけ建てる仮設
で組立式のものがあり、市内で確認されている下
小瀬・門井・国長・下檜沢、そして今は失われて
しまった小舟・長田の舞台もすべて組立式です。
県内で農村舞台が確認されているのは当市のみ。
全国的に見ても、特異な文化圏として注目されて
います。

「第9回ひたちなか PENALTY オーシャン
 カップ U-12 大会」で優勝
大宮サッカースポーツ少年団

指導者　野上　由樹雄さん

　4月6日・14日に開催された「第9回ひたちなか

PＥＮＡＬＴＹオーシャンカップU-12大会」は、県内
外から72の少年団・クラブチームが参加しました。

試合では子どもたち1人ひとりが力を発揮し、予

選ブロック1位、決勝トーナメントでも強豪との

接戦を勝ち上がり、創立20周年になる当団初の

優勝を飾ることができました。

　この優勝をきっかけに、6年生は最高学年とし

ての自覚が見えるようになりました。これからも

子どもたちには、自らの力で最高の舞台に立てる

ように挑戦し続けてほしいと思います。

“舞台を支えたい人” 募集中！
　西塩子地区は戸数70に満たない小集落。衣裳や大道具作り、組み立てなど、これまで大勢のボランティアの
協力によって活動を続けてきました。この活動に、皆さんも参加しませんか。そして、市全体を元気にする活
動へとつなげましょう。ご連絡をお待ちしています。
　常陸大宮市歴史民俗資料館大宮館　 ☎52-1450　FAX 52-5233　※月曜日・祝日休館
　西塩子の回り舞台保存会公式ホームページ　http://mawari-butai.jpn.org/ 　

▲受賞者を代表し、知事に謝辞を
　述べる髙倉さん

　茨城県弘道館アカデミー賞授与式で髙倉一
か ず み

三さん
（上小瀬）が弘道賞を受賞されました。
　弘道館アカデミー賞とは、弘道アカデミーに登録さ
れている講座を受講し、所定の単位を修得した方に悠々
賞・游

ゆうげい
藝賞が贈られ、さらに学習の成果を生かし長

年地域社会に貢献していると認められる方に弘道賞が
贈られます。

髙倉さんは、定年後に様々な講座を受講し、歴史・
スポーツ・芸術などの分野で、地域に貢献するため現
在も活動中です。その姿は、とてもいきいき、はつら
つとしていて年齢を感じさせません。
「今後は後継者を育て、そして増やしていきたい」

と、熱い思いを語られました。

地域に貢献し、弘道賞を受賞



いっしょにまちづくりいっしょにまちづくりいっしょにまちづくり
第9回常陸大宮市近郊中学校バレーボール大会
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開催日：５月３日・４日
主　催：一般財団法人常陸大宮市体育協会
会　場：西部総合公園体育館
　　　　御前山運動公園トレーニングセンター
参加校：24校

　優　勝　　常陸大宮市立緒川中学校
　準優勝　　常陸太田市立峰山中学校
　第３位　　常陸太田市立南中学校
　　〃　　　ひたちなか市立勝田第二中学校

地域内外の交流が生んだ
エンターテイメント

　「水郡線SLに手を振ろう！」
の呼びかけに快く応えてくれた
皆さんのおかげで、市民発「常
陸大宮CM」が完成しました。そ
して、ロゼホール無料上映会に
は 多 く の 方 に 足 を 運 ん で い た
だ き ま し た。 郷 土 へ の 愛 情 が

詰まった作品として、動画投稿サイトでは、予
告編を含め再生回数が１万回を超え、世界各国
からアクセスがあります。「人」の温かさが地域
の魅力として伝わったのではないかと思います。 
　小さな呼びかけから始まった試みが、次第につ
ながりとなり、楽しんで取り組むことで感動を生
み、地域への愛情が深まり、その郷土愛がまた地域
を動かす原動力になる。そんな「やってみたい」か
ら始まるまちづくりが広がっていくことを願いなが
ら、「聞いて珍しい」「見て面白い」「やって楽しい」
地域の魅力を今後も発信していきたいと思います。 

「水郡線SLにみんなで手を振っちゃおう
  プロジェクト常陸大宮CM」 のアドレス
http://youtu.be/p_A0irBFnRk▲優勝した緒川中学校の皆さん

カメラマン
鹿島　秀憲さん

順不同・敬称略　４月26日、常陸大宮市自衛官募集相談員の委嘱
式が行われました。自衛官募集相談員は、それぞれ
の地域での広報活動、希望者に対して自衛隊に関す
る情報提供、自衛隊茨城地方協力本部へ志願者紹介
など、自衛隊、市、地域とのパイプ役を担っています。
また、委嘱式後、長年相談員として活動された佐藤
仁さん（長倉）に本部長より感謝状が贈られました。
【自衛官募集相談員】（任期：平成27年３月31日まで）（敬称略）
大宮地域：宇留野信江、小泉忠、神永克也
山方地域：木村宗之　美和地域：井野上猛
緒川地域：三村勉　御前山地域：疋田勝義

《教育委員会へ》

《青少年育成事業へ》

善意をありがとう

茨城みどり農業協同組合
教材の寄付

常陸大宮ライオンズクラブ
100,000円

自衛官募集相談員委嘱式

▲前列左から三村さん、佐藤さん、三次市長、自衛隊茨城
　地方協力本部長太田 1等空佐、　木村さん、小泉さん
　後列左から井野上さん、疋田さん、神永さん、宇留野さん



第80回
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歴史民俗資料館大宮館　☎52-1450

水戸三十三観音札所　浄
じょう
土
ど じ
寺

　「水戸三十三観音札所」と呼ばれる札所巡りをご
存知でしょうか。
　札所巡りは江戸時代に庶民の間で流行し、四国八
十八カ所や西国三十三番札所、坂東三十三番札所な
どを一番から巡礼することが娯楽として発達しまし
た。
　しかし、四国や西国巡礼は遠方のため、行くこと
ができるのは限られた人々だけでした。このため、
身近な仏閣を巡礼地として編成し、巡ることが行わ
れるようになりました。
　水戸三十三観音札所は、馬頭（栃木県那珂川町）
を含む水戸藩領の寺院が選定されています。現在で
はこのうち半分以上の19カ寺が廃寺になってしま
いました。

常陸大宮市域には三十一番の浄土寺と三十二番
の慈

じ
眼
がん じ 

寺がありました。

浄土寺のあった長
ながさわむら

沢村は、久慈川の支流の枇
び わ

杷
川
がわ

沿いに集落が点在し、東は常陸太田、西は那須地
域を結ぶ東西道の途次に位置していました。この県
道は「烏山町より平

ひらかた
潟街道」と呼ばれていたそうで

す（『山方町誌』下巻）。
水戸藩が編さんした『開基帳』（寛文３年・1663）

によれば、上
かみとしかず

利員村
むら

（現常陸太田市）鏡徳寺の末寺
で、十石六斗九升八合余りの石高を有していました。
いつ開かれたかは不明ですが、天文13年（1544）
に僧俊

しゅん
容
よう

が中興し、その後、天保期の寺院整理で
廃寺になったと考えられます。

浄土寺は、檜沢へ向かう長沢峠の上りの途中、現
在は竹やぶになっている広場がその跡と考えられま
す（地図参照）。馬頭観音など４基の石塔と墓塔群
が見られます。そのうちの一つには「当國三十一番
／千手観音」、御詠歌「心して三十一文字唱えれば
菩薩の納受疑いもなし」と刻まれ、ここが三十一番
札所であったことがわかります（現在は竹やぶのた
め確認が困難です）。三十三観音巡りでにぎわった
時代があったのでしょう。次号は、三美の慈眼寺に
ついてご紹介します。

名　　　称 地　域
一番 笠原山東光院神崎寺 水戸市
二番 龍虎山密蔵院光明寺 ひたちなか市
三番 正法山観音寺福寿院 水戸市
四番 西月山東照院清巌寺 水戸市
五番 三王山浄光院普岸寺 茨城町
六番 龍谿山西楽院如意輪寺 茨城町
七番 高岡山千手院正法寺 茨城町
八番 観音寺 水戸市
九番 経田山等覚院光明寺 ひたちなか市
十番 法幢山鏡福院如意輪寺 東海村
十一番 妙福山明音院佐竹寺 常陸太田市
十二番 大平山普門院長谷寺 常陸太田市
十三番 松倉山大聖院清水寺 常陸太田市
十四番 瀑布山玉簾寺 日立市
十五番 清滝山源勝寿院観泉寺 日立市
十六番 法徳山長楽院宝幢寺 日立市
十七番 万徳山遍智院大高寺 高萩市
十八番 妙林山尊法院能仁寺 高萩市
十九番 千手院 北茨城市
二十番 燈明山西明寺千手院 北茨城市
二十一番 十殿山不動院台山寺 高萩市
二十二番 地蔵院 常陸太田市
二十三番 西金砂山観音院定源寺 常陸太田市
二十四番 長福山三光院 大子町
二十五番 臥雲山永源寺 大子町
二十六番 明照山普賢院南辺寺 大子町
二十七番 千手院中務山観音寺 大子町
二十八番 小平山自在院慶福寺 大子町
二十九番 慈音山帝釈寺東泉院 那珂川町
三十番 武茂山十輪寺馬頭院 那珂川町
三十一番 芦俣山千手院浄土寺 常陸大宮市
三十二番 円通山慈眼寺 常陸大宮市
三十三番 岩谷山仏国寺清浄院 城里町
山椒の会編『水戸三十三観音札所』筑波書林 1994より作成

▼浄土寺の位置（1:25000）

▲浄土寺跡現況

▼水戸三十三観音札所一覧

浄土寺跡

至
下
檜
沢

至
山
方
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FIRE  DEPARTMENT  HITACHIOMIYA
消防本部（隊）　　　　　　　常陸大宮 第84回

これからの季節、大雨や台風等による水害、
土砂災害が心配されます。

災害から身を守るには、最新の気象情報を
入手し、万全の対策をとることが大切です。

●土砂災害に気を付けよう
　土砂災害は、大雨や地震などによって弱くなった斜面が、がけ崩れを起こすものです。
特に梅雨や台風の時期は注意が必要です。一般的に、１時間に20㎜以上または降り始めから100㎜以上
の雨が降り続いたら、がけ崩れの危険性が高まります。

●土砂災害の種類
①がけ崩れ
　地面に染み込んだ雨水で柔らかくなった土砂
が斜面から突然崩れ落ちる現象。
　　　 　～こんな前ぶれに注意！～

・小石がパラパラ落ちる
・がけから水がわく
・がけに亀裂が入る
・がけから音がする

●家の中や周囲をチェックしよう
家の中　・気象情報、防災機関等の広報を注意深く聞く　・外出はしない
　　　　・家族で避難場所や連絡方法の確認をする　　　・非常持出品を確認する
家の外　・屋根、外壁、窓、雨戸等に破損個所がないか確認　→　破損個所は修理しておく
　　　　・ベランダや庭の鉢植え、物干しざおは飛散しないように屋内へしまう

②地滑り
　比較的緩やかな斜面で粘土などの滑りやすい
層を境に、その上の土がそっくり動き出す現象。
　　　　　～こんな前ぶれに注意！～

・地面にひび割れができる
・井戸や沢の水が濁る
・がけや斜面から水が噴き出す
・地面の一部が陥没する

嶐郷女性防火クラブ
～地域の命は私たちが守る！～

　５月26日、嶐郷女性防火クラブ（髙野美智子
会長）は、クラブ員を対象に、適切な応急手当に
ついて学ぶ普通救命講習を実施しました。
　消防署員の指導のもと、自動体外式除細動器（Ａ
ＥＤ）の使用方法や心肺蘇生法、大出血時の止血
法、やけどの処置法などの応急手当について熱心
に受講しました。

風水害 ・ 土砂災害に備えて

２０１3 年度全国統一防火標語

消すまでは　心の警報　ＯＮのまま

住宅用火災警報器を設置しましょう。
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　常陸大宮市の皆さんこんにちは。今回は、小学校
菜園の進捗状況と私が直面している問題についてお
話をします。
　先日、ある小学校で５年生の児童とボカシ肥料を
作りました。材料調達は児童たちが行ってくれたた
め、順調に実習を終えることができほっとしていま
す。もっと作りたいと子どもたちはやる気満々です。
　また、地域資源を活用する目的で、「ヒカロ」と
いう木の実で植物プランターを作り、みんなで絵を
描いたり色を塗ったりしました。ヒカロは種類によ
っては人の顔よりも大きな実を付けます。そしてヒ
ョウタンのように容器として使えるのです。児童た
ちは自分のプランターに、花や鳥、不思議な模様や
国旗など、思い思いに描いていました。この小学校
は図工の時間がないため、児童たちは喜んでくれた
ようです。上級生は進んで下級生に絵の具の使い方
を指導していて、微笑ましいものでした。ですが、
後片付けのできない子が多かったことには少し困り
ました。また、ごみをその辺に捨てても何も感じな
い子もいます。ごみ箱に捨てる習慣が日本人と比べ
ると、あまりないようです。
　コスタリカには、ごみ焼却施設がありません。首
都にリサイクルセンターはありますが、そのリサイ
クル量も微々たるものです。その他の地域では、分
別せずにすべて埋め立てをしているのが現状です。

　私の活動する地域の小学校は、ごみ収集車も通らない
ため、ごみは小学校で埋める、または焼いています。そ
のため、菜園作りで土を掘ると、菓子袋、ガラス、布な
どあらゆるものが出てきます。最初は衝撃的で言葉が出
ませんでした。
　他にも、コスタリカの人々はのんびりしている方が多
いので苦戦しています。予定していた保護者との会議や
約束ごとが頻繁になくなります。人々は時間を過ぎてか
らぱらぱらと集まり出します。自分の価値観と彼らの価
値観がすれ違うこともあります。その度に苛立ち、悲し
むこともありました。しかし、そんな時は笑ってめげな
いことが一番です。私の方でも会議の内容を興味深いも
のにする、事前に電話や訪問をして何度も確認する、信
頼関係を構築することで、ある程度は改善されてきまし
た。ですが、対策をしてもなかなか思うようにはいきま
せん。それでも憎めないのがこの国の人たちです。彼ら
にもいろいろと理由があるのです。
　これまでの活動は、順調に進むかと思えば、問題が生
じるという繰り返しでした。菜園を作りたい学校はたく
さんあります。ただ、作りたいという気持ちだけでなく、
行動が伴うかが課題です。問題はたくさんありますが、
この地域での活動にやりがいを感じていますし、人々の
素直さには心を打たれます。活動期間は残すところ約半
年となりました。時の流れの速さに焦りも抱いていて、
一日一日が大切な今日この頃です。

常陸大宮市第１号の青年

海外協力隊員として活動

中の石塚幹子さんからお

便りが届きました

▲学校菜園に使う竹をみんなで運ぶ様子

▲ボカシ肥料。完成後にみんなで記念撮影 ▲ひらがなの「き」を書いてくれた児童

▲活動地域のごみ埋め立て場の様子

コスタリカ共和国の言語はスペイン語。H
オ ラ

olaは｢こんにちは｣の意味です。

6
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「床ずれ（褥
じょくそう

瘡）について」

皆さんは、「床ずれ」と聞いてどのようなことを思い浮かべるでしょうか。「寝

たきりの人にできる傷？」と思う方が多いと思います。

通常、私たちは寝ている時に無意識に寝返りをうちます。また、いすに座っ

ている時も少しずつ、お尻の位置を動かしています。おそらく長い時間、ずっ

と同じ姿勢でいることは難しいでしょう。

しかし、自分で寝返りができない方、いすに座ったまま立ち上がれない方な

どは、長い時間一定のところ（部位）で自分の体重を支えなければなりません。

そのため、自分の体重で皮膚への血液の流れを止めてしまう状態が長く続くと、

血液の通わなくなった組織（細胞）が傷ついてしまいます。これが「床ずれ」です。

医学用語では、「床ずれ」を「褥瘡」と言い、それぞれの漢字の意味を辞書では、次のように説明しています。

　褥（しとね）：座る時や寝る時に下に敷く物。敷き布団。

　瘡（かさ）：皮膚のできもの、はれもの。また、傷の治り際にできるかさぶた。

「床ずれ」は、お尻・肩甲骨・太ももの付け根（大転子)・腰骨（腸骨）・くるぶし・かかとなど、脂肪が

少なく骨が出っ張っているところにできやすいため、毎日皮膚をよく見ることが大切です。また、汗や尿・

便などで湿ったままの皮膚や乾燥した皮膚は、刺激に弱く、傷つきやすい

だけでなく、かゆみの原因にもなります。そのため、皮膚を清潔にして、

乾燥予防に保湿クリームなどを塗ることをお勧めします。

そして何よりも、皮膚の異常が見られた時は、早めに受診しま

しょう。

常陸大宮済生会病院
皮膚・排泄ケア認定看護師

渡邉　純枝先生

注文していない健康食品の送りつけ商法にご注意！
　心当たりのない業者から突然電話があり、断ったにもかかわらず商品が送られてくる、注文した覚えが
ないのに「以前注文があった」と言われて健康食品を送りつけられるなどという事例が増えています。

知って得す
る

消費者情報
⑰

知って得
する

消費者情
報⑬⑲事例

　❶　心当たりのない業者から健康食品を届けると
電話があり、「注文していない」と断ったと
ころ「パソコンに注文した記録が残ってい
る」と強引な口調で言われた。断っても何度
も電話がかかってくるので「警察に届ける」
と言ったら電話が切れた。

　❷　「ご家族の方が注文した健康食品を送る」と
業者から電話があった。身に覚えがないため
断ったところ「受注生産品なので必ず買い取
ってほしい。支払わないと裁判になる」と脅
された。

　❸　注文した覚えのない健康食品が宅配便で送ら
れてきて、代金引換で受け取ってしまったが
返品したい。支払った代金も返してほしい。

対処法
　❶　電話がかかってきた場合
　　・申し込んだ覚えがなく、購入するつもりもなけ

ればきっぱり断りましょう。業者名や連絡先を
確認しておくことも大切です。

　　・相手に脅された場合は、警察に相談しましょう。
　❷　商品が届いた場合
　　・断ったにもかかわらず代金引換で商品が送られ

てきたら、送り主の住所氏名や連絡先を控えて
から、受け取りを拒否しましょう。

　　・断りきれずに承諾し商品が届いてしまっても、
クーリングオフができる場合があります。

～困った時は消費生活センターに相談しましょう～
■茨城県消費生活センター　　　☎029－225－6445　
■常陸大宮市消費生活センター　☎52－2185（直通）(本庁商工観光課内)
　※月・水・金曜日は消費生活相談員が対応します。
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御前山ビオ
トープで自然を体験

双子葉合弁花		シソ科　キランソウ属
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常陸大宮市の人口

（６月１日現在・推計常住者）	

総人口	43,604人
（男	21,418人、		女	22,186人）
世帯数	16,173世帯

　５月10日、御前山ビオトープで御前山小学校
の５年生を対象に、田植えや自然観察会が行われ
ました。
　児童たちは、田んぼのぬかるみに四苦八苦しな
がらも、地域の方から指導を受け丁寧に苗を植え
ていきました。
　その後、県環境アドバイザーの広瀬誠さんを講
師に迎えて行われた自然観察会では、ホトケド
ジョウやアカハライモリなど珍しい生き物が次々
と見つかり、児童たちは歓声を上げていました。

御前山ビオトープ周辺の植物等

　山地の木陰に生える多年草です。
　葉は卵型で、互い違いに生えます。また、葉
の縁には不揃いで鋭い切れ込みがあります。名
前の由来は、葉の形がヒイラギの葉に似ている
ことによります。
　花は長さ２～３cmの筒型で、先が唇形に裂
けます。
　本州の関東、中部地方に分布し、本県の生育
地が北限です。生育地が限定され、伐採による
生育地の乾燥化や乱獲により個体数が減少して
います。

（写真・データ提供　御前山ダム環境センター）

千姫まつりでウキウキ 　５月12日、「水海道千姫まつり」で常総市に行ってきました。常
総市マスコットキャラクターの「千姫ちゃま」と第14代観光大使
千姫さまを中心とした「千姫さま御一行」に囲まれて、ひたまるは
ウキウキ気分。大変楽しい１日となりました。

▲第14代観光大使千姫さまと ▲千姫まつりに参加したキャラクター大集合

ヒイラギソウ


