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　市文化センターで、求職中の人などを対象にした
「元気いばらき就職面接会（主催：茨城県）」が、県
内の事業所２４社と茨城県警、自衛隊が参加して開催
されました。当日は６７人の求職者が会場を訪れ、企
業の人事担当者と
面接をしたり、情
報収集をしたり
し、双方にとって
有意義な面接会と
なりました。
　また会場準備に
は、ワンダーグー
の県北地域店（北茨城・高萩・日立田尻・日立中央・
常陸大宮・東海・那珂・ひたちなか）の皆さんに、
ボランティアとし
てご協力いただき
ました。ありがと
うございました。

　西部総合公園多目的グラウンドで「ふるさと祭
りおおみや・第２７回ふれあい広場」が開催されま
した。　
　この日は爽やかな秋晴れとなり、約４万人が来
場しました。ステージやフィールドでは、様々な
出し物やミニ四駆大会、みこしの渡御なども行わ
れ、来場者は秋の一日を楽しみました。
　また本市と友好都市を結んだ大館市の出店ブー
スでは、特産品のきりたんぽやリンゴなどが完売
し、大館市の魅力発信に一役買ったようです。
　さらに２０１９年に茨城県で行われる国体のマス
コットキャラクター“いばラッキー”が「いきい
き茨城ゆめ国体」をＰＲ。本市では、なぎなた競
技が開催される予定で、水戸第三高等学校なぎな
た部が「リズムなぎなた」の演武を披露しました。

子ども会対抗綱引大子ども会対抗綱引大会会

オープニンオープニンググ

大館市出大館市出店店

水戸三高なぎなた水戸三高なぎなた部部

第27回ふれあい広場11/3

アイドルユニットこめひアイドルユニットこめひめめ

就職面接会を開催11/12
　市内の特別養護老人ホーム「みわ」を運営する社
会福祉法人美光会と、「災害時における福祉避難所
の設置運営に関する協定」を締結しました。
　福祉避難所は、大規模災害が発生した時に、一般
避難所に避難した高齢者や障害者など要配慮者が、
避難所での生活に支障をきたし、特別な支援や配慮
を必要とした場合に開設されます。ただし市が要請
し開設する避難所
ですので、直接福
祉避難所に避難す
ることはできませ
ん。
　今後も、さらに
福祉避難所を確保
するよう努めてい
きます。

福祉避難所の協定締結11/9

ワンダーグーの
皆さん ▶

▲面接会の様子

▲調印式の様子

所在地施設の名称事業主

北町３８８－２総合保健福祉センターかがやき常陸大宮市

上小瀬１２５９緒川総合センター常陸大宮市

若林１７２３－１５特別養護老人ホームサングリーンピア大宮社会福祉法人清河会

鷲子２０２３－２特別養護老人ホームみわ社会福祉法人美光会

福祉避難所一覧
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　水戸市在住で小舟出身の菱沼秀夫さんから、緒川
小学校に６５インチの大型テレビが寄贈されました。
菱沼さんは、自身の目が不自由なため「母校の子ど
もたちに大画面の迫力ある映像を味わってほしい」
との思いで寄贈したとのことです。
　翌２６日には、緒川小学校で「感謝する会」が開か
れ、菱沼さんを招いて、児童による劇や花束の贈呈
などが行われました。
　寄贈されたテレビは、同校１階のランチルームに
設置されています。来校の際にはご覧ください。

　大宮西小学校の星野都子先生が、県教育委員会か
ら「優秀教職員」として表彰されました。これは学
習指導や生徒指導の分野で、創意あふれ特色ある指
導を実践することで顕著な教
育効果をあげ、他の模範とな
る教職員が表彰されます。本
年度は、県内で２６人が選ばれ
ました。
　星野先生は、道徳教育や特
別支援教育の優れた実践が認
められての受賞となりまし
た。

優秀教職員表彰11/1

▲「感謝する会」で児童と交流する菱沼さん

　旧小場小学校で学童保育を運営するNPO法人虹
のポケットは、茨城大学の学生達と連携し、子ども
向けイベント「小場のハロウィン」を開催しました。
　イベントには、市内在住の親子連れ約４００人が参
加し、魔女のマントと帽子の製作や読み聞かせなど
を楽しみました。また学生プロデュースのお化け屋
敷では、長い列がイベント終了まで続き、子ども達
の声が校舎いっぱいに響き渡りました。
　地域の方々は、「学校にこれだけの人が集まった
のは何年振りか。来年は地域も参加しよう」と、早
くも次に向けた一歩を踏み出しました。

小場のハロウィン10/31

▲ハロウィンの飾りの前で記念撮影

ごぜんやままつり11/8

　「ごぜんやままつり２０１５」が御前山総合支所敷地内
で開催されました。
　屋外特設ステージでは、御前山小学校４・５年生
による合唱や内田あかりコンサートなどが行われ、
多くの来場者でにぎわいました。

◀合唱を披露する
御前山小の児童
たち

ニセ電話詐欺をなくそう11/13

　市文化センターで「ニセ電話詐欺撲滅にむけて」
と題した講演と寸劇、県警察音楽隊のコンサートが
開催されました。
　現在県内では、多くの高齢者が詐欺の被害にあっ
ています。その件数は10月末現在で310件発生し、
昨年を上回るペースで増えています。
　この日は約
800人 が 参 加
し、その巧妙な
手口を知ること
で、詐欺にあわ
ないことを改め
て確認しまし
た。

▲現状と対策についての講演

大型テレビを寄贈10/25

▲表彰された
　星野都子先生



広報　常陸大宮　　　　平成２７年１２月号１２

　県勢の発展に著しい功績があった方々を称える茨
城県表彰式で、本市からは「盛金WAC協議会」が表
彰されました。
　盛金WAC協議会は、平成16年10月に設立。廃校
となった旧盛金小学校を拠点に、地域文化や歴史あ
る生活文化を掘り起こし、人が集い学び楽しめる場
を創るなど、地域活性化や都市交流を深める活動が
高く評価されました。
※ＷＡＣ…Ｗ（ワークキャンプ）、Ａ（アドベン
チャーエデュケーション）、Ｃ（シティアンドロー
カルエクスチェンジ）の頭文字です。

▲表彰を受けた盛金WAC協議会

　美和地域の市民や各種団体、小学校や幼稚園の子
どもたち約７００人が参加して、美和小学校で防災訓
練を実施しました。
　訓練では、震度６強の地震が発生したと想定し、
災害対策本部設置訓練から始まり、避難や救急の訓

練、災害救助対応訓練などを行いました。
　こうした実践的訓練や体験を行うことで、参加者
は日頃の防災意識の重要性を実感することができた
ようです。

美和小学校で防災訓練を実施11/23

▲災害対策本部を設置

▲非常炊き出し訓練 ▲事故車両からの救助訓練

▲止血固定の方法を学びました

▲初期消火訓練

　１０月に友好都市協定を結んだ秋田県大館市の福原
市長が、本市を訪れました。
　佐竹氏と関係の深い小場城跡を視察した後、部垂
城の跡地である大宮小学校を訪れました。小学校で
は、児童たちが歓迎の言葉と花の贈呈を行いまし
た。福原市長は、部垂城の城郭の図と現在の大宮小
学校を見比べながら、子どもたちと言葉を交わしま
した。
　その後市役所へ向かい、１階ロビーに展示してあ
る「常陸佐竹氏の歴史」を見学後、三次市長と面会
し、両市のこれからの発展について語り合いました。

大館市長が本市を訪問11/13

▲大宮小学校の児童と記念撮影

県功労者表彰11/13
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　道の駅みわで、新そばまつりが開催されました。
　小雨が降るあいにくの天気でしたが、４００食限定
のけんちんそばは、午前１１時過ぎには完売。模擬店
や直売所も多くの人でにぎわいました。

　「道の駅　常陸大宮」が県内１２番目の道の駅として
登録され、その伝達式が行われました。伝達式で
は、常陸河川国道事務所長が市長に道の駅の登録証
を手渡しました。

愛称決定!!「かわプラザ」

　応募総数２６５件の中から、道の駅名称等選定委員
会が議論を重ねた結果、選ばれた愛称は「かわプラ
ザ」です。
＜選考理由＞
　市の魅力に五官と心で直に触れて感じることがで
きる、人々が集い賑わうかわのそばの広場・市場を
イメージさせる愛称である。

「道の駅　常陸大宮」登録証伝達式11/30

▲試食販売に並ぶ人たち

北斗星新そばまつり11/23

　第１８回やまがた宿芋煮会が開催され、約２３，０００人
の来場者でにぎわいました。
　今年の芋煮は、昨年の５，０００食から７，０００食に増や
し、１１時から給仕を開始。一時は芋煮を求める人の
列で会場が一杯になり、午後１時３０分過ぎにはすべ
て完売しました。また芋煮茶屋やミニカフェも大盛
況で、奥久慈の食を堪能した一日となりました。
　この日の会場には、県内のゆるキャラが大集合。
大子町のたき丸や那珂市のナカマロちゃんなどが、

ひたまると一緒
にイベントを盛
り上げました。

やまがた宿芋煮会11/22

▲会場いっぱいの人、人…

動画はこちら↓

▲伝達式の様子

▲定例記者会見で市長が発表しました

市まちづくりネットワーク「川のめぐみを学び味わうツアー」を体験して
　私は現在、医療・介護関係の仕事をしています。近年、この分野でも地域の支え合い
が重要となっています。
　本市に移り住んで１０年、今まで市の事を深く知る機会がありませんでしたが、今回知
人の紹介で参加し、アユ・サケ等の生態、漁師さんによる伝統漁法など知る事ができま
した。特に本市の川の資源は素晴らしく、その中でもイクラ丼には大感激しました。ま
さか地元でおいしいイクラがとれるとは、私の中で大発見でした。購入場所や調理法な
ども教えていただき、普段料理をしない私でも、家族サービスとして後日振る舞い、大

いに株を上げた次第です。市の魅力を再認識し、多くの人に知ってもらいたいと強く感じたツアーでした。

小口　英司さん
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　文化庁の文化遺産を活かした地域活性化事業に採択され、常陸大宮市
ふるさと文化で人と地域を元気にする事業の一環として、市まちづくり
ネットワークが「川のめぐみを学び味わうツアー」を実施しました。こ
れは、那珂川の鮭と鮎の生態と伝統の漁法を学ぶもので、約３０人が参加
しました。
　当日は、那珂川河川敷で鮭のおとり漁の仕掛けを見学しながら、那珂
川漁業協同組合員の茂垣徳一さんから、漁について説明を聞きました。

　また県水産試験場の丹羽晋太
郎さんからは、川や鮭、鮎の生
態の説明を受けた後、鮎などの
映像を見せてもらいました。
　昼食は、那珂川で獲れた鮎と鮭、イクラを食べ、和やかな雰囲気のな
か参加者同士の交流も図られました。
　今回のツアーで、私たちの身近な川や鮭について深く知ることがで
き、２つの清流が流れる本市は、鮎と並び鮭という貴重な水産資源を
持っているということを学びました。

川のめぐみを学び味わうツアー11/23

▲仕掛けを説明する茂垣さん（中央）

▲河川敷で説明する丹羽さん（左）

　社会福祉法人永寿会ドルフィンが主催する「ドル
フィンカップ２０１５ミックスバレーボール大会」が、
１１月８日に開催されました。大会は１９チームが参加
し、２年連続でＪＢクラブが優勝しました。

　この大会は環境と福祉をテーマに掲げ、今年で１１
回目の開催です。その協賛金から、市社会福祉協議
会へ車椅子が２台寄贈されました。
　ありがとうご
ざいました。

車椅子が寄贈されました12/1
　県民文化センターの大ホールで、大宮北小学校の
４年生１７人が、大勢の観客を前に堂々と子ども歌舞
伎を披露しました。
　この催しは、関東甲信越静１都１０県で順次開催さ
れているもので、今年は東京・栃木・群馬・千葉・
埼玉・茨城から各都県を代表する民俗芸能保存会が
出演しました。
　子どもたちは、大人でも緊張する一番手でした
が、全員が物怖じしない大きな声で伸び伸びと役割
を果たし、観客から大きな拍手を受けて自信を深め
ました。

民俗芸能大会で名演技を披露11/22

▲演技が終わって皆さんにご挨拶

◀決勝の様子
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第11回 囲碁大会
開　催　日：１０月２５日
参　加　者：４１人　　

優　勝　山口　　稔（小舟・大宮愛碁会）
準優勝　大曽根好一（北町・大宮愛碁会）
第３位　森島　　伍（南町・大宮愛碁会）

▲左から大曽根さん、山口さん、森島さん

　市における芸術文化の振興・発展と、各種団体の交流を図るため「平成２７年度常陸大宮市文化祭」
が、１０月２５日のダンス発表会・囲碁大会を皮切りに茶会や作品展等、各地域で開催しました。
　市文化センター大ホールでは音楽祭や芸能発表会、小ホール・ホワイエ他では大宮地域美術展・華
道展を同時に開催し、市文化協会に加盟している団体等が日頃の成果を盛大に発表することができま
した。

常陸大宮市文化祭常陸大宮市文化祭

第11回 将棋大会
開　催　日：１１月８日
参　加　者：２８人　　

▲入賞した皆さん

【一組】優　勝　菊池　達也（田子内町）
　　　　準優勝　鈴木　光夫（泉）

【二組】優　勝　西野　欽也（抽ヶ台町）
　　　　準優勝　浅川　克巳（上大賀）

【三組】優　勝　髙渡　利男（東富町）
　　　　準優勝　櫻井美智雄（中富町）

【四組】優　勝　和知　　勉（高部）
　　　　準優勝　間瀬　　修（富岡）

山方地域　作品展 美和地域　作品展 緒川支部発表会 御前山地域　作品展

第３回　芸能発表会第11回　音楽祭第11回　ダンス発表会
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第17回ミックスバレーボール大会
開　催　日：１１月１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：８チーム
優　勝　ＳＯＹＡ　　準優勝　プライド
最優秀選手賞　大森　洋一（ＳＯＹＡ）
優秀賞　　　　大森泰典（ＳＯＹＡ）

　　内田敬子（ステップ）
　　皆川優希（プライド）
　　岩間昭一（ＪＢクラブ）

第３５回常陸大宮市近郊中学校サッカー大会
開　催　日：１１月７日、８日

主　　　催：一般財団法人常陸大宮市体育協会

会　　　場：西部総合公園多目的グラウンド　他２会場

参加チーム：２０チーム

優　勝　常陸大宮市立大宮中学校

準優勝　東海村立東海南中学校

第３位　那珂市立第二中学校

敢闘賞　水戸市立第三中学校
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▲優勝したＳＯＹＡ ▲優勝した大宮中学校

第12回常陸大宮市民卓球大会
開　催　日：１１月１５日　　　　　　　　主　　催：市卓球連盟（寺門信義会長）
会　　　場：西部総合公園体育館　　　参加人数：団体の部　９団体、個人の部　１６０人

【団体の部】
第　３　位準　優　勝優　　勝

美和卓球クラブＡ球友クラブOver Limit

【個人の部】
第　 ３　 位準　 優　 勝優　　　勝

會澤　龍生（球友クJr.）大津　栄翔（球友クJr.）樫村　悠希（Over Limit）瀧本　　亘（Over Limit）中学１年男子

大津　快翔（球友ク）飯村　旬希（Over Limit）岡山　遥寿（明峰中）平塚　　龍（明峰中）中学２年男子

菊池　心愛（球友クJr.）川西　唯加（球友クJr.）川西　彩聖（球友クJr.）宇留野理沙（球友クJr.）中学１年女子

渡邊かれん（球友クJr.）篠田　　萌（大宮中）吉葉　晴香（Over Limit）石川杏実花（Over Limit）中学２年女子

吉葉　貴則（Over Limit）箕口　智史（球友ク）相田　　真（遊人塾）椎名　知也（球友ク）男 子 Ⅰ 部

佐藤　幸美（球友クJr.）折笠　瑞希（Over Limit）岡山　千夏（美和卓球ク）四倉　　鈴（球友クJr.）女 子 Ⅰ 部

寺門　建夫（大宮卓球ク）寺門　孝子（小場卓球愛好会）郡司みちよ（小場卓球愛好会）郡司　範雄（小場卓球愛好会）Ⅱ部男女混合
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 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

第3回常陸大宮市スポーツ少年団駅伝競走
開　催　日：１１月２２日
主　　　催：一般財団法人常陸大宮市体育協会
会　　　場：大宮運動公園市民球場
　　　　　　（低学年１，０００ｍ、高学年１，６００ｍ）
参加チーム：低学年３２、高学年３７チーム

第１１回常陸大宮市シニアテニス大会

開　催　日：１１月１５日
主　　　催：市テニス連盟（片野良平会長）
会　　　場：西部総合公園テニスコート　
【男子ダブルス】
　優　勝　池崎　　守・荒井　　稔
　準優勝　大河原正美・落合　康明
【女子ダブルス】
　優　勝　近藤　智子・関　　昌子
　準優勝　金子由紀子・金子佐久美 ▲男子の部優勝の

　池崎・荒井ペア

▲懸命に走ります！

▲女子の部優勝の
近藤・関ペア

≪低学年女子の部≫
タイムチーム名順位

23分34秒常陸大宮フェアリーズスポーツ少年団1
23分43秒常北ＭＢＣ2
24分08秒長堀ミニバス3
24分42秒あおいJr.ミニバススポーツ少年団4
25分47秒金砂郷ミニバススポーツ少年団5
30分27秒大宮水泳スポーツ少年団6

≪高学年女子の部≫
タイムチーム名順位

31分56秒常陸大宮フェアリーズスポーツ少年団Ａ1
32分50秒長堀ミニバスＡ2
33分02秒久慈スポーツ少年団3
33分08秒長堀ミニバスＢ4
33分16秒常北ＭＢＣ　Ａ5
33分33秒あおいJr.ミニバススポーツ少年団Ａ6

≪低学年男子の部≫
タイムチーム名順位

22分29秒大宮サッカースポーツ少年団Ａ1
23分29秒大宮サッカースポーツ少年団Ｂ2
23分33秒瓜連サンダース3
24分18秒大宮サッカースポーツ少年団Ｃ4
24分21秒金砂郷ミニバススポーツ少年団5
24分21秒山方サッカースポーツ少年団Ａ6

≪高学年男子の部≫
タイムチーム名順位

30分48秒大宮サッカースポーツ少年団Ａ1
31分49秒常陸大宮Shining Boys Ａ2
32分01秒瓜連サッカースポーツ少年団Ｂ3
32分02秒大宮サッカースポーツ少年団Ｄ4
32分03秒大宮サッカースポーツ少年団Ｂ5
32分37秒美和スタッピーズスポーツ少年団Ａ6

▲低学年の部スタート ▲緊張感漂うスタート前

選手宣誓は、
大宮サッカースポーツ
少年団の瀧純平さん　▶
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サッカーサササッッッカカカー
県中学校新人体育大会で 位位位県県県中中中学学学校校校新新新人人人体体体育育育大大大会会会ででで333位位位

サッカー
　県中学校新人体育大会で3位

　10月29・30日、卜伝の郷運動公園（鹿嶋市）で
行われた県中学校新人体育大会で、大宮中学校
サッカー部が第３位の成績を収めました。

ササササササ
　　
10月

大宮中

陸陸　上上上陸陸陸　上上上
県中学校新人体育大会で 位位位県県県中中中学学学校校校新新新人人人体体体育育育大大大会会会ででで666位位位

陸　上
　県中学校新人体育大会で6位

　10月２日、石岡総合運動公園陸上競技場で県
中学校新人陸上競技大会が行われ、山方中学校
の菊池冬馬さんが第６位の成績を収めました。

　種目は共通男子
3000ｍで、タイムは
9分35秒16でした。

陸陸陸陸陸陸
　　
10月

山方中

◀ 菊池冬馬さん

◀ 菊地耕平さん

佐藤幸美さん ▶

◀ 四倉鈴さん（右）
　 會澤榛夏さん（左）

◀ 西野侑真さん（右）
　 根本怜音さん（左）

イイインンンタタタラララクククテテティィィブブブフフフォォォーラララムムム
県県県大大大会会会ににに出出出場場場

インタラクティブフォーラム
県大会に出場

　８月21日、筑波学院大学で英語インタラクティ
ブフォーラムの茨城県大会が行われ、水戸地区大
会を勝ち抜いた市内の中学生２人が出場しました。

▲太田雄蔵さん

卓卓球球
　　県県県県中中中中学学学学校校校校新新新新人人人人体体体体育育育育大大大大会会会会
卓球
　　県中学校新人体育大会

ダブルスベスト8ダブルスベスト8

　10月27・28日、霞ヶ浦文化体育館で県中学校新
人体育大会卓球の部が行われ、それぞれ入賞しま
した。

県県県県県交交交交交通通通通通安安安安安全全全全全ポポポポススススタタタターー
城県知事賞 受賞　　　茨茨城城城県県知知知事事事賞賞賞をを受受受賞賞賞

県交通安全ポスター
　　　茨城県知事賞を受賞

　県交通安全ポスター
作品コンクールで、第二中学
校の菊地耕平さんが茨城県知
事賞を受賞しました。

▲大瀧拓良さん

会を勝ち

第二中

シングルス3位、6位シングルス3位、6位

シングルスベスト8シングルスベスト8シングルスベスト8

団体ベスト８団体ベスト８

大宮中

大宮中

第二中

明峰中

大宮中

ました。

明峰中

中学生が大活躍！！中学生が大活躍！！ 教育長賞おめでとう教育長賞おめでとう


