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　アマチュアゴルフの県市町村対抗選手権で、常陸
大宮市Ａが２年連続２度目の優勝を果たしました。
　９月４日には、木村利治選手と古木克成選手が市
長室を訪れ、笑顔で優勝を報告。二人は「奇しくも
選手９人が昨年と同じメンバーで、最後の２人で逆
転することができ、優勝が決まった時は本当にうれ
しかった」と、その時の様子を興奮気味に語りました。
　報告を受けた市長は「団体戦で優勝するというこ
とは、チームとしてのまとまりがある。それが一番
大切なことです。来年の３連覇にむけて頑張ってく
ださい。」と激励の言葉をかけました。

アマゴルフ連覇8/25

　市文化センターで、県教育委員会が主催する「み
んなで楽しむオーケストラ」が開催されました。こ
れは、幅広い年代の方にオーケストラを楽しんでも
らうことや、子どもたちの豊かな感性を育むことを
目的としたコンサートで、県内各地で実施されてい
ます。
　この日は、多くの親子連れや家族連れが来場し、
身近な曲の演奏やリトミック体験などをとおして、
様々な楽器の多彩な音色を楽しむことができました。

オーケストラをもっと身近に9/6

▲優勝旗を手にする木村選手（左端）と古木選手（その隣り）▲ヴァイオリンソリストの演奏

　第２回「常陸大宮市のお宝発見事業」を、パーク
アルカディア（山方地域）で実施しました。
　午前中はピザ焼きを体験。参加者は、自分で生地
を伸ばしトッピングをして、ドラム缶の窯で焼きま
した。昼食には、美味しくできたピザを頬張り、と
ても満足した様子でした。
　午後は、ウォークラリーを実施。ボランティアの
茨城大学生や市の高校生会と一緒に、仲間と協力し
て問題を解きながら施設内を歩きました。最後は、
「階段に手すりがあるといい」「動物と触れ合える場
所があると楽しい」など、パークアルカディアを
もっと魅力的な場所に
するためのアイデアを
考えて発表し、１日の
体験を終えました。
　参加者からは、「初
めて来たけれど、楽し
かった」「今度は家族と
来てみたい」との声が
聞かれました。

第２回お宝発見事業9/13

　学校教育や社会教育における視聴覚教育・情報教
育の振興に多くの功績があったとして、三次克巳さ
ん（西野内）が文部科学大臣から表彰されました。
　三次さんは、昭和５５年から教職に就き、積極的に
ビデオ映像やコンピュータを活用した授業を行い、
常に最新の教育方法の研究開発を図るなど、急速な
情報化社会に対応するため、活用能力の向上や環境
整備に努めてきました。
　また平成１９年に退職
してから現在まで、県視
聴覚教育ボランティア
協会会員として、様々な
研修会や研究大会に参
加し、広く視聴覚教育の
振興に貢献されていま
す。

視聴覚教育で大臣表彰9/11

▲表彰された三次克巳さん▲どんなピザができるかな？
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　市教育委員会が実施する、泉坂下遺跡確認調査の
成果を説明するため現地で説明会が開催され、７０人
が参加しました。
　泉坂下遺跡は、弥生時代（約２，２００年前）の再葬墓
遺跡で、人面付壺形土器が出土したことでも有名で
す。全国的にも貴重なこの遺跡について、より詳し
い情報を得るため、平成２４年度から始まった確認調
査は今年度で４年目を迎えました。その結果、縄文
時代から近現代まで、数千年にわたる人々の生活の
痕跡が残されていることが分かっています。今回
は、これまで不足していた部分を補うことが目的
で、未調査となっていた箇所の調査など、仕上げの
状況が報告されました。

遺跡調査の説明会を開催10/4

▲説明会の様子

　大学の考古学研究室では、学生の夏休み期間であ
る８・９月に、実習として遺跡の発掘調査を行うこ
とがあります。今年９月には、２つの大学が市内で
実習を行いました。
　山方地区の山方遺跡では、早稲田大学が実習を行
いました。この遺跡は昭和３９年と５０年に学術調査さ
れ、茨城県初の旧石器が出土するなど著名な遺跡です。
　一方、泉地区の泉坂下遺跡では、明治大学が実習
を行いました。この遺跡では、市教育委員会が確認
調査を実施中で、その調査を指導する明治大学石川
教授の縁によって、連携しての実習となりました。
　今後発表される成果に期待しましょう。

考古学実習in常陸大宮9月

▲早稲田大学の実習（山方遺跡）

　大宮公民館では、夏休み期間に「子ども体験講座」
を開催し、大宮地域の小学生４～６年生延べ５１人が
参加しました。
　この講座は今年度が初めての試みで、文化協会大
宮支部に加盟している１３クラブの協力を得て、文化
の伝承や心豊かでたくましい子どもを社会全体で育
むことを目的として実施しました。
　子どもたちは、普段学校で学ぶことができない貴
重な体験ができ、講座で作った作品が夏休みの宿題
にも役立ったようです。

＜参加した子どもたちの声＞
・難しかったけれど楽しかった（陶芸）
・家庭科が苦手なので心配だったけれど、丁寧に教
えてくれたので、良い巾着ができた（パッチワーク）

子ども体験講座を開催
▲

書
道
体
験

▲

華
道
・
茶
道
体
験

ご協力いただいたクラブ
陶芸クラブ・パッチワーククラブ・書道クラブ
嫡流剣詩舞電晃会・江戸千家茶道教室
池坊菊池社中・ひまわりクラブ（体操）
草木染めクラブ・大正琴薫風・津軽三味線悠絃
常陸野美術会・きりえ愛好会・常陸大宮吹奏楽団
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　かぼちゃの大きさや形の美しさを競う「第７回お
化け南瓜コンテスト」が、緒川物産センター「かざ
ぐるま」で開催されました。
　この日は気持ちの良い秋晴
れで、会場は大勢の来場者で
にぎわいました。　重量部門
で優勝したのは岡﨑喜一さん
が育てた９６.５５㎏ のかぼちゃ
で、昨年の優勝作品より１０㎏
 近く重いものでした。

お化けかぼちゃコンテスト9/20

　緒川地域で一般家庭に宿泊しながら、自然と触れ

合ったり農作業をしたり、様々な体験学習を取り入

れた民泊事業が行われました。

　今回宿泊したのは、千葉市立鶴沢小学校の６年生

７０人。野菜の収穫や稲刈りなどの農作業、地元食材

を活用したバーベキューや川遊びなどを体験しまし

た。出立セレモニーでは、別れの寂しさからか泣き

出す児童もいて、受入家庭との深い交流を図ること

ができたようです。

農家民泊体験
9/15、
　16

コンテスト会場の様子 ▶

　辰ノ口のおおみや消防広場で、県北操法競技大会
が行われ、第１４分団（緒川地域）と第５分団（大宮
地域）が、それぞれの部門で第３位の成績をおさめ
ました。
＜優秀選手賞＞
・ポンプ車操法の部
　　長山健一（第１４分団）
・小型ポンプ操法の部
　　柏　真人（第５分団）

消防ポンプ県北操法競技大会9/27

入場行進の様子▶

　美和地域の花立自然公園で「第25回花立山星まつ
り」が開催され、多くの家族連れが来場しました。
　開会式では、星まつりのポスターを描いた小学生
の表彰や、小瀬高校と明峰中学校合同の吹奏楽部の
演奏が行われました。当日は曇り空でしたが、時お
り雲の間から月や星が顔をのぞかせ、星空コンサー
トで披露されたフルートの音色が会場の雰囲気を盛
り上げました。

花立山星まつり9/26

▲中高合同吹奏楽部の演奏

　常陸大宮市の食を市内外にＰＲしようと「第５回
常陸大宮ふるさとＢ級グルメ選手権」が、市文化セ
ンター前広場で開催されました。
　味自慢の３０店が出店し、爽やかな青空の下、多く
の来場者が舌鼓を打ちました。順位を決めるのは割
り箸の量で、おいしかった料理に割り箸を投票する
ことでグランプリを決定します。
　今年の結果は、以下のとおりです。
グランプリ　「大宮特撰手羽醤」四季彩館
第　２　位　「大宮ねぎだれ牛カルビ焼」井川フーズ
第　３　位　「大宮常陸牛バーガー」

　エディファミリー富士祭典

味自慢が大集合10/3

▲表彰式の様子

▲最後にみんなで記念写真
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　平成２６年度決算　 
○常陸大宮市一般会計歳入歳出決算・特別会計（１０会計）
歳入歳出決算の認定について

○常陸大宮市上水道事業会計利益の処分及び歳入歳出決
算の認定について

　条　　例　 
○常陸大宮市史編さん審議会条例
○常陸大宮市都市農山漁村総合交流促進施設の設置及び
管理に関する条例

○常陸大宮市自転車等駐車場の設置及び管理に関する条例
○常陸大宮市個人情報保護条例の一部を改正する条例
○常陸大宮市税条例の一部を改正する条例
○常陸大宮市手数料徴収条例の一部を改正する条例
○常陸大宮市市営住宅条例の一部を改正する条例

　平成２７年度補正予算　 
常陸大宮市一般会計補正予算・特別会計（５会計）補正
予算

　そ の 他　 
指定管理者の指定について（（仮称）道の駅常陸大宮）

　大宮中学校吹奏楽部が、８月１１日に行われた県吹
奏楽コンクールでみごと金賞を受賞し、その報告の
ため市役所を訪れました。また９月１９日には、茨城
県代表として横須賀市で行われた東関東吹奏楽コン
クールに出場しま
した。
　このコンクール
に出場するのは、
大宮中学校として
は実に３５年ぶりの
ことです。２、３年生は、本番に備えて前日から会
場入りしました。
　大会当日は緊張で張り詰めた空気の中、中央地区
大会や県大会で演奏した「オルフェの竪琴」を、応
援に駆け付けた１年生や先生方、保護者の前で、の
びのびと演奏することができました。

大宮中学校吹奏楽部9/9

　大宮中学校ソフトボール部が市役所を訪れ、７月
２３、２４日に行われた県民総合体育大会で第３位の成
績を収めたことを報告しました。メンバーは３年生
と１年生だけの構成でしたが、全員の力を結集して
入賞を果たしました。さらなる活躍を期待しています。

大宮中学校ソフトボール部9/9

▲教育長賞を手に記念撮影

第３回市議会定例会
　平成２７年第３回常陸大宮市議会定例会が、８月２６日から９月１５日まで開会されました。この定例会では、次の
議案（市長提出議案）の審議が行われ、それぞれ認定及び可決されました。

　今回の定例会では、「ゆるキャラ○Ｒ グランプリ」にあわせ、
議員や市長以下執行部全員がひたまるポロシャツを着て、本
会議に臨みました。

▲東関東吹奏楽コンクールでの演奏の様子

　本市は、秋田県大館市と友好都市の協定を締結し
ました。
　両市は、佐竹氏に由来する歴史的な縁をもとに、
昨年７月に「災害時相互応援協定」を締結し、信頼
関係を築いてきました。今後は、教育・文化・観光
など様々な分野で、連携と交流を深めていきます。
　詳細は広報常陸大宮１１月号に掲載します。

秋田県大館市と友好都市に10/21
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スナッグゴルフ対抗戦JGTOカップ全国大会9/21

▲左から石川円先生、坂井花凛、栗田颯姫、
　佐久間貴大、高梨美優菜、見代美咲、小室咲貴

　６月に行われた予選会を勝ち抜いた大宮小学校の児童
６人が、宮城県の仙台ヒルズゴルフ倶楽部で行われた全
国大会に出場。子どもたちは、大会当日まで熱心に練習
を重ね、夏休み中はゴルフ場を借りて、週２～３回練習
に取り組んできました。
　大会にはプロゴルファーも参戦し、子どもたちも始め
は緊張した様子でしたが、時間が経つにつれ、のびのび
とプレーすることができました。
　結果は、２２校中１４位（１６５ストローク）でしたが、ほと
んどの選手が自己ベストに近いスコアで回り、練習の成
果を発揮することができたようです。

第６回常陸大宮市近郊中学校剣道大会

開　催　日：９月１３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
参加チーム：男子２４チーム
　　　　　　女子１６チーム
＜男子の部＞　優　勝　大子町立大子中学校
　　　　　　　準優勝　常陸大宮市立山方中学校
　　　　　　　第三位　茨城大学附属中学校Ａ
　　　　　　　　　　　笠間市立笠間中学校Ａ

＜女子の部＞　優　勝　茨城大学附属中学校
　　　　　　　準優勝　常陸大宮市立大宮中学校Ａ
　　　　　　　第三位　常陸大宮市立山方中学校
　　　　　　　　　　　城里町立常北中学校

秋季平成杯軟式野球大会

開　催　日：９月６日、１３日、２７日
主　　　催：市軟式野球連盟（塩澤實会長）
会　　　場：西部総合公園多目的グラウンド　他２会場
参加チーム：２６チーム
優　勝　　不二クラブ
準優勝　　CLUBウイングス
第３位　　パーティーズ、ドリームス
最優秀選手賞　　石井　貴章（不二クラブ）
　優秀選手賞　　藤田　徳大（不二クラブ）
　　　敢闘賞　　横山　翔弥（CLUBウイングス）

▲優勝した不二クラブ

 

因
姻

鰯
鰯
鰯
鰯
鰯
鰯
鰯
鰯
鰯
鰯
鰯
鰯
鰯
鰯
鰯
鰯
鰯
鰯
鰯
鰯
鰯
鰯
鰯
鰯
鰯
鰯
鰯
鰯
鰯
鰯
鰯

 因 姻鰯鰯鰯鰯鰯鰯鰯鰯鰯鰯鰯鰯鰯鰯鰯鰯鰯鰯鰯鰯鰯鰯鰯鰯鰯鰯鰯鰯鰯鰯鰯鰯鰯鰯鰯鰯鰯鰯鰯鰯鰯鰯鰯鰯鰯鰯鰯鰯鰯鰯鰯鰯鰯鰯鰯鰯

▲優勝した大宮ユアーズ

第10回一般女子バレーボール大会

開　催　日：９月２７日
主　　　催：市バレーボール連盟（青木秀雄会長）
会　　　場：西部総合公園体育館
参加チーム：１０チーム
優　勝　大宮ユアーズ　　準優勝　盛和球友クラブ
　第３位　グルービー、ＪＢクラブ

【お詫びと訂正】
　広報常陸大宮９月号の１６ページ「スポーツ大会結果」に一部誤りがありました。市民球技大会の写真説明で
「栄町ソフトボールクラブ」と「小舟ソフト」の表示が逆になっていました。お詫びして訂正します。


