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P６ 育児応援アプリ「ハッピー子育て」スタート

P８～９ 動き出した友好都市交流

P10～15 まちのできごと

P16～17 スポーツクラブひたまる25活動報告

P２～３ ９月１日は防災の日
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祗園祭（甲神社）

関東三大裸祭り



～シェイクアウト訓練を実施しましょう～
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　９月１日は防災の日です。防災の日は、大正１２年
（１９２３年）９月１日に発生した「関東大震災」を教訓
に、また、この時期に多く発生する台風への心構えの
意味も込めて、昭和３５年（１９６０年）に制定されました。
　今年４月、熊本県と大分県で大地震が相次いで発生
し、たくさんの被害がありました。

　また、平成２３年の東日本大震災では、本市も震度６
強を観測し、甚大な被害を受けました。
　災害はいつ起こるかわかりません。いざという時、
大切な命や財産を地震などから守るためには、日頃か
ら災害に備えておくことが必要です。

＜災害時の心得＞

　シェイクアウト訓練（ShakeOut）は、米国カリフォルニア州で２００８年に始まった新しい地震防災訓練で、
日本では一斉防災訓練ともよばれています。
　この訓練は、大勢の人が自宅・学校・職場・外出先などで一斉に訓練を行うものです。あらかじめ決め
られた日時に大地震が発生したと想定し、各自が「Drop（まず低く、しゃがむ）」「Cover（頭を守る、か
くれる）」「Hold On（動かない、待つ）」の３段階の「安全確保行動」を取るのが特徴です。
　茨城県内では、高萩市、日立市、東海村、水戸市、桜川市、つくばみらい市が実施しています。水戸市
では、ラジオ放送を利用した大規模な訓練に、１４万人以上の人が事前にインターネットやFAXなどで参加
登録をし、その日に防災無線やラジオ放送などで流れた開始の合図で机やテーブルの下に入り、揺れが収
まるまで（約１分間）動かないという安全行動を取りました。
　地震発生時、激しい揺れに襲われ何かが落下してくる時、あなたが安全行動を取れるまでの時間はたっ
た数秒かもしれません。この訓練自体は、あらかじめ決められた時間に１分間安全行動を取るというシン
プルなものですが、みんなで一斉に実施することで、参加者同士が一丸となって防災について考え、行動
しているという実感がわき、結果として自分の身を守ることにつながります。
　防災の日を機会に、学校や職場、地域で、ぜひシェイクアウト訓練を実施してみてください。

　避難勧告が出た時や危険を感じた時は、隣近所の人と連絡を取り
ながら早めに避難しましょう。避難する前に、忘れずに電気・ガス
などの火元を消しましょう。

早めの避難を

　テレビやラジオを利用し、最新情報を入手しましょう。
　避難の呼びかけに注意してください。

最新情報を入手

　車で避難すると渋滞に巻き込まれるおそれがありますので、なるべく徒歩で避難しま
しょう。

避難は徒歩で

　ヘルメットまたは帽子、長そでシャツ、長ズボン、軍手、底の厚い靴で避難しましょう。
持ち出し品は、リュックサックなどに入れて両手を使えるようにしましょう。

避難に適した服装

　お住まいの地域の避難場所を、市のホームページなどで事前に確
認しておきましょう。一次避難所は公民館や集会所、二次避難所は
公園、学校などが指定されています。

避難場所の確認

　家族が離れ離れになった場合の安否確認の方法や集合場所などを、あらかじめ決めてお
きましょう。

家族で話し合いを

常陸大宮市ホームページ　⇒　http://www.city.hitachiomiya.lg.jp
（くらし　→　避難所情報をクリック）　　　QRコードはこちら　→

火の元も
チェック!!

ラジオや
テレビで
情報確認

避難所も
チェック‼

　防災の日を機会に、もう一度、緊急時の連絡手段や帰宅経路の確認、停電時の備え、食料品の確保などを家族
で確認して、災害に備えましょう。

備えておきたいもの

ヘルメット
家族の人数分

携帯ラジオ
FM・AM両方
聴けるもの

生活用品

予備電池
多めに
用意

懐中電灯
一人 1本ずつ

タオル・下着・衣類・毛布・ビニール袋・ティッシュペーパー・洗面用具・マスク・使い捨てカイロ・新聞
紙・生理用品・軍手・ライター（マッチ）・ろうそく・携帯充電器など

乳幼児がいる場合
粉ミルク・ほ乳瓶・おむつ・離乳食など

生活用水
プラスチックのタンクなどに入れて保存

救急医療品
常備薬・絆創膏・風邪薬・胃腸薬・目薬など

貴重品
預貯金通帳・健康保険証・免許証・現金など

非常食
そのまま食べられるものか、簡単な調理で食べられるもの（乾パ
ン・缶詰・レトルト食品・インスタントラーメン・チョコレート
など）

飲料水
ペットボトルで一人 1 日２～３ℓ
を目安に保存
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■問い合わせ■　常陸大宮市選挙管理委員会　　緯55‐8062

　任期満了に伴う第２４回参議院議員通常選挙が、７月１０日に行われました。
　投票は午前７時から午後６時まで市内７４か所の投票所で行われ、午後８時から西部総合公園体育館で即日開票
されました。
　常陸大宮市における投開票結果は次のとおりです。

○投票結果（在外投票含む）
合計女男

当日の有権者数
３７，８７５人１９，２０２人１８，６７３人

茨城県選挙区選出議員選挙

投票率合計女男
投票者数

５６．３１％２１，３２９人１０，５５３人１０，７７６人

比例代表選出議員選挙

投票率合計女男
投票者数

５６．３１％２１，３２８人１０，５５３人１０，７７５人

○開票結果
　茨城県選挙区選出議員選挙 （届出順）

得票数新現所 属 党 派年齢性別氏　　名

１，２４８票新無 所 属５５女石原　じゅん子

２１８票新幸 福 実 現 党５２男中村　こうき

１１，５４８票現自 由 民 主 党６９男岡田　広

５，０１４票現民　 進　 党６６男ぐんじ　彰

１，６５６票新日 本 共 産 党６５女小林　きょう子

１，０９２票新おおさか維新の会５１女むとう　ゆう子

有効投票数　２０，７７６票　　　無効投票数　５５３票

　比例代表選出議員選挙 （届出順）

幸福実現党日本共産党公明党おおさか
維新の会国民怒りの声社会民主党政党等の名称

１００．０００票１，９６０．６１０票３，０６１．１２３票９６７．５３８票９３．４２１票５８２．９９８票得票数

支持政党なし民進党生活の党と山本太郎
となかまたち

日本のこころを
大切にする党新党改革自由民主党政党等の名称

１４６．０００票３，７３７．７４０票１８９．０００票１１７．０００票１３６．２１４票９，４０２．３４７票得票数

有効投票数　２０，４９４票　　　無効投票数　８３３票　　　　※得票数の小数点以下は、按分票によるものです。

参議院議員通常選挙　投開票結果



広報　常陸大宮　　　　平成２８年８月号５

　石沢台遺跡では、平成２４年度に住宅用地造成工
事に伴って発掘調査が行われ、奈良・平安時代の
住居の跡５軒他が確認された経緯があります。
　今回の調査では、この集落がさらに広がりをみ
せることが確認されました。同じ時代の住居の跡
が２軒確認され、第１次調査と合わせて７軒が確
認されたことになります。また、鎌倉から室町時
代の生活の痕跡も確認されています。その中でも
特に注目すべき点は、１本の溝の跡です。この溝
の跡は、断面がＶ字形をしていて、 薬  研  堀 と呼ば

や げん ぼり

れるものでした。薬研堀は、外敵の侵入を防ぐ効
果が高く、戦国時代等の城館に造られるものであ
るため、薬研堀が確認されるということは、ここ
に城館が構えられていたという可能性が高くなり
ます。

　これを受けて、改めて教育委員会が調査区周辺を調べた
ところ、各所に城館の名残が見つけられたため、この付近
を 石  沢  館 と名付けました。

いし ざわ だて

　大宮地域の戦国時代の城跡としては 部  垂 
へ たれ

 城 
じょう

、 宇  留  野 
う る の

 城 、
じょう

 前  小  屋 
まえ ご や

 城 が特に知られていますが、この三城を扇に例える
じょう

と石沢館は 要 に位置し、那珂川沿いの小場城へとつながる
かなめ

交通の要衝であったことも判ります。
　発掘調査の成果からは、地域の新しい一面を垣間見るこ
とができました。

　今回の発掘調査では、たくさんの方にご協力いただきま
した。これらの成果は私たちのふるさと常陸大宮市の成り
立ちを知るための貴重な資料となります。今後ともご理解
とご協力をお願いします。

～石沢台遺跡の発掘調査の成果を報告します～～石沢台遺跡の発掘調査の成果を報告します～～石沢台遺跡の発掘調査の成果を報告します～
いし ざわ だい い せきいし ざわ だい い せき

■問い合わせ■
　生涯学習課　歴史文化振興室　　緯52‐1450

　平成27年８月から９月にかけて、石沢地区での市道改良事業に伴い、石沢台遺跡第２次発掘
調査が行われました。このほど、その成果がまとまりましたのでお知らせします。

▲確認された薬研堀

▲調査区全景（西から）

部垂城

宇留野城

石沢館

前小屋城

小場城

▲城館の位置関係図
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■問い合わせ■　福祉課　子育て支援室　　緯52‐1111（内線138・140）



広報　常陸大宮　　　　平成２８年８月号７

　公演まであと約３か月となった７月、大宮北小学
校で行われている子ども歌舞伎の練習を見学してき
ました。
　歌舞伎特有の身のこなしやセリフの稽古に、一生
懸命取り組んでいるのは４年生１６人。演目は、旧塩
田小学校より代々引き継がれている「白浪五人男」
と常磐津「子宝三番叟」です。４年生が歌舞伎を習
うことは、もはや北小の伝統。今年は自分たちの出
番と、秩父歌舞伎の猪野先生と那須烏山市の西川先
生の優しくも厳しい指導のもと、６月から週２回の
練習に励む子どもたちの表情は真剣そのものでした。

■問い合わせ■　歴 史 文 化 振 興 室　緯52 － 1450
西塩子の回り舞台保存会　緯52 － 3518　ＨＰ http://mawari-butai.jpn.org/

～大宮北小学校の４年生、練習に励む～

＊歌舞伎「 白  浪  五  人 
しら なみ ご にん

 男 」
おとこ

　“白浪”とは盗賊のこと。日本駄右衛門や弁天小
僧菊之介など、５人の盗賊の物語。また「知らざ
あ言って聞かせやしょう」などテンポよい名セリ
フでも有名。
＊常磐津「 子 

こ

 宝 
だから

 三  番  叟 」
さん ばん そう

　常磐津は歌舞伎音楽の一種。この常磐津の唄と
演奏による、歌舞伎の幕開けに舞うおめでたい舞
踊劇です。歌舞伎を見に来てくださったお客様の
健康と繁栄を願う意味も込められています。

▲常磐津節の稽古に励む３人 ▲先生の指導にも熱が… ▲抑揚をつけたセリフを練習中

 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

がゆく

▲田植えって楽しいけれど難しい

地域おこし協力隊のホームページ
「ごじゃっぺライフ」はこちら

地域おこし協力隊の岩崎です。大学院で歴史の研究をしていたこ
ともあり、地域の歴史や民俗に関心があります。そこで、今は常陸
大宮市文書館でボランティアに参加したり、歴史講座を受講したり
しています。
少し前ですが、５月１５日に行われた、西塩子の回り舞台保存会主

催の田植えイベントに参加しました。田植えは、人生初挑戦でいろ
いろと不安でしたが、田んぼから足を抜く時にはゆっくり抜かない
といけない事や、苗を等間隔で植えていく事の難しさを感じました。
今年は、西塩子の回り舞台の開催年です。先日、その勉強会があ

りました。その中で、回り舞台の歴史を学ぶうちに、先人の歌舞伎
に対する思い入れや伝統を残しながらも現代に引き継いでいくこと
の大切さを知りました。今後も回り舞台の設営などで関わっていき
たいと考えています。
今から１０月が楽しみです。
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学び合い　～全国学力テスト日本一の秋田に学ぶ～

動 き 出 し た 友 好 都 市 交 流動 き 出 し た 友 好 都 市 交 流
ふるさとを学び、知り、発見する　～小学生同士が交流～

　本市と大館市の友好都市推進事業の一つとして、授業力向上
研修会が７月１５日に実施されました。これは「確かな学力をは
ぐくむ授業づくり」と題し、本市の授業力向上につなげること
を目的としています。
　この日は、大館市立城南小学校の米澤貴子先生が大宮小学校
で算数を、比内中学校の青山まり子先生が大宮中学校で英語の
模擬授業を行いました。
　大宮小学校で行われた授業には市内外の教職員約３５人が参
観。子どもたちの反応を見ながらテンポ良く問い、問題を解か
せ、発表させる米澤先生の授業は、確かな学力と豊かな表現力
を身に付ける「城南スタイル」を体現していました。子どもた
ちからは、「自分で問題を解く力がついた」「算数が少し得意に
なった」という感想がありました。
　その後行われた全体会では、参観者と授業者が活発に意見交
換。米澤先生からは、「課題は子どもたちと作る」、「時間を無駄
にしないために見通しを立てる」、「不完全なほうが学び合いに
有効」など、具体的で分かりやすいアドバイスがありました。

　７月２７日から２９日に大館市立城南小学校の子どもたちが、常陸大宮市の歴史や文化を学び、大宮小学校の子ど
もたちと交流するため本市を訪れました。

　一日目は、大宮小学校で歓迎の会が行われた後、大館市と
つながりのある部垂城跡や小場城跡を見学。部垂城跡地に建
てられた部垂義元の墓志や、今も残る小場城の堀や土塁を見
ながら市の職員の説明を聞き、当時の城郭の様子を思い浮か
べました。小場城は川を活かした天然の要塞となっていて、
子どもたちはかつて城郭のあった台地を目の当たりにし、感
嘆の声を上げていました。
　二日目は、児童交流会を行い、お互いの市の良さを資料や
映像で紹介。お互いの市を比べることで、自分のふるさとの
良さが再確認できたようです。その後、五介和紙工房で紙漉
き体験をし、オリジナルの和紙を作成しました。この他にも
市内の展望台や施設を見学し、常陸大宮市版のＰＲ動画のた
めの撮影を行いました。
　子どもたちは６年生同士で、はじめは恥ずかしがる様子も
ありましたが徐々に打ち解け、ゲームや学校の話で盛り上が
り、楽しそうな様子でした。また共通の目的をもって交流す
ることができ、新しい発見や気づきを得ることができたよう
です。これからも交流の輪が広がることを期待します。

▲模擬授業（上：大宮小学校、下：大宮中学校）

▲両市の子どもたちで記念撮影

◀紙漉き体験

部垂城の話を聞く▶
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交流を模索　～友好都市推進協議会を発足～

常 陸 大 宮 市 × 秋 田 県 大 館 市常 陸 大 宮 市 × 秋 田 県 大 館 市
学校経営力の向上 農業委員交流

　７月１９日、常陸大宮市・大館市友好都市推進協議会が発足しま
した。
　本市と大館市は、平成２７年１０月２１日に友好都市協定を締結し、
大館圏域産業祭やふれあい広場等への相互の出店、西の内紙の卒
業証書を大館市立城南小学校へ贈呈するなど、教育・観光・産業
の分野で交流を行ってきました。
　この日の協議会には、両市の行政や商工、観光の代表者が出席。
今年度の会長に本市の三次市長、副会長に大館市の福原市長が就
任し、協議会の規約や事業計画、予算などについて話し合われま

した。
　話し合いの中で
は、観光と産業について早期の部会設立や、避暑・避寒を目的と
した相互の空き家活用などの意見が出されました。その後、会場
となった道の駅常陸大宮かわプラザを見学。久慈川を臨むロケー
ションや、農産物直売所内の大館市特産品コーナーを視察し、お
互いの交流促進について再確認しました。
　今年度は、両市の資源を生かした新産品開発のための調査を行
うとともに、都内でのPRイベントへ出店し、両市の魅力を高める
事業を行う予定です。

　８月５日、大館市立城南小学校の小井土校長を講師
に招き、市内の小中学校長などが参加して「校長夏季
研修会・ミドルリーダー研修会」を行いました。
　研修会では、ふるさとを基盤とした「ふるさと教育」
と人生の指針を描く「キャリア教育」を融合させた
「ふるさとキャリア教育」について講話。「おおだて型
学力」の推進と未来の大館市民の育成は、郷育立市を
掲げる本市にとって参考になる、中身の濃い研修とな
りました。

　６月３０日、大館市農業委員会７人が来庁し、本市農
業委員会との交流研修会を実施しました。研修会で
は、法改正に基づく新農業委員会の体制移行の問題点
と課題、遊休農地対策、担い手への農地の利用集積促
進等について活発な意見交換を行いました。
　翌日は、ＪＡ常陸大宮地区枝物部会（小場地内）を
視察。本市の耕作放棄地解消の取り組みについて話を
聞き、有意義な研修となったようです。

▲現地で説明を聞く農業委員

▲がっちり握手する三次市長と名村副市長

▲直売所内の大館市コーナーを見学

▲学校経営について話す小井土校長
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　総合保健福祉センターかがやきで、関口雅代先生
を講師に迎え、妊娠１６週以降の妊婦を対象としたマ
タニティフィットネス教室を開催しました。
　マタニティフィットネスとは、妊娠・出産などで
変化する女性の体調やニーズなどに合わせた運動プ
ログラムで、今とても注目されています。食事や休
養に気を配るだけでなく、体を動かす生活をスター
トしましょう。
　この日参加した皆さんは、思ったよりハードな動
きに息が上がる場面もありましたが、気持ち良い汗
をかくことができたようです。
　次回の教室は、１０月頃に開催する予定です。詳細
は広報常陸大宮お知らせ版をご覧ください。

ママも赤ちゃんも健康に7/7
　平成２８年度常陸大宮市農業入門講座（主催：常陸
大宮地域農業改良普及センター）の開講式と第１回
講座が、道の駅常陸大宮かわプラザで行われました。
　平成１２年度から始まり、延べ約４００人が受講して
いるこの講座は、新規就農者や定年退職後に農業を
本格的に始めたい人向けに開講されています。
　この日は２７人が参加し全７回の日程を確認。１回
目の講座では市の主要品目の紹介、奥久慈ナスやハ
ナモモの栽培方法について話があり、受講者はメモ
を取りながら熱心に聞き入っていました。
　２回目以降は、先進農家での収穫や出荷の現地研
修、農薬・土づくりなどについて学習する予定です。

農業を始めたい人へ7/6

▲なすの栽培について説明▲ 体を動かしてエネルギー消費、体力アップ

　平成２８年度「常陸大宮市のお宝発見事業」の第１
回を、市内の小学校４～６年生４２人が参加して実施
しました。これは、市の掲げる「郷育立市づくり」の
一環として、平成２５年度から実施している事業です。
　午前中は、本市の泉坂下遺跡から出土した人面付
土器や弥生時代の土器について説明を聞き、その
後、御前山地域在住の陶芸家菊地弘さんの指導で陶
芸を体験。好きな動物やお皿、器など、一人２つず
つの作品をつくりました。
　午後は、予定していたジャガイモ掘り体験が雨の
ためできなくなり、室内のレクリエーションに変
更。茨城大学の「子どもふれあい隊」メンバーによ

るいろいろなゲームや市の歌の合唱など、頭と体を
たくさん使った体験を楽しみ、初めて会った他の小
学校の児童とも打ち解けることができました。
　参加者は、今回を含め全６回の体験をとおして、
ふるさと常陸大宮市の魅力（お宝）を発見していき
ます。

○参加者の声
・昔の人は、こうやって土器を作っていたんだな、
と思った
・みんなと協力してゲームができて楽しかった
・市の歌を最後まで覚えられてよかった

▲泉坂下遺跡についての説明 ▲思い思いの器を制作しました ▲盛り上がったレクリエーション

常陸大宮市のお宝を学ぼう7/9
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　緒川運動公園グラウンドで「常陸大宮市高齢者ク
ラブ連合会スポーツ大会」が開催されました。
　この大会はクロッケー・ペタンク・輪投げ・グラ
ウンドゴルフの４種目が行われ、各地域の代表チー
ムが出場し、いばらきねんりんスポーツ大会の出場
権を争いました。
　約２５０人が参加して行われたこの大会は、高齢者
の健康増進、仲間同士の交流や地域の親睦を深める
ことにもつながったようです。参加者の皆さんは、
いきいきと楽しそうに、そして真剣に勝負に取り組
んでいました。

高齢者クラブ連合会スポーツ大会6/29
　第１回文書館カレッジ「生瀬・山方の乱について
―乱の発生年代・事件の性格を中心に―」を、元佐
竹高等学校校長の野上平さんを講師に迎えて開催し
ました。佐竹氏の国替え、水戸藩の成立という戦国
から江戸時代への過渡期に起きたとされる「生瀬の
乱」「山方の乱」について、古文書や言い伝えを素材
に長年の研究成果について話がありました。地域の
歴史には関心が高く、１７０人の来場があり、質疑応答
でも熱心な議論が交わされました。
　第２回は１２月頃開催の予定です。

生瀬・山方の乱について検証7/2

▲メンバーの声援を受けてがんばりました ▲講演する野上平氏

　山方地域の特産品である漆の魅力に触れてもらう
ため、漆塗り体験教室の第１回目を実施しました。
　講師の山方漆ソサエティーの皆さんと本間健司氏
の親切丁寧な指導のもと、市内在住の幅広い年代の
１５人が漆塗りを体験しました。
　この全５回の体験教室をとおして、小皿２枚と箸
５膳を仕上げる予定で、今回は生漆に 砥 の 粉 とカー

と こ

ボンをよく練って混ぜたものを塗る木地固め・下地
の工程を行いました。
　下地の作業が終わった小皿と箸は、漆を固化させ
る専用の「漆室」に入れられ、次回以降、漆を塗り
重ねていく予定です。

 漆 の魅力を体験
うるし7/3

　文化財は地域の歴史や文化の生い立ちを理解する
上で、欠くことのできない私たちの貴重な歴史的遺
産で、市の文化発展の基礎となるものです。本市に
は、県・市指定の文化財や遺跡など多くの文化財が
所在しています。皆さんも機会があれば、ぜひご覧
ください。
　また県や市では、これらの貴重な文化財を保護す
るために文化財保護指導委員による巡視を実施して
います。今年度の第１回巡視は６月２８日に実施さ
れ、市内の文化財・遺跡について異常のないことを
確認しました。なお巡視は年３回予定されています
ので、皆さんのお近くへ行った際には、ご協力をお
願いし
ます。

文化財パトロール実施中！6/28

▲木地全体に漆を馴染ませる作業をしています ▲文化財巡視中（小貫地内）
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　７月７日に、「第５３回交通安全子供自転車茨城県
大会」がひたちなか市で開催されました。この大会
で、大宮地区代表として出場した村田小学校の６年
生５人が団体の部で第４位、個人の部で花野瑛さん
（６年生）が第９位の成績を収め、市役所を訪れた子
どもたちに教育長賞が手渡されました。
　この大会は、交通ルール等の知識や自転車走行技
能の習得、児童の交通事故防止啓発を目的としてい
ます。県内各地区代表の２８小学校、選手１１２人が出
場し、交通ルール等に関する学科試験と自転車の基
本的な乗り方を習得する実技を競い合いました。

自転車競技大会で表彰7/12
　新たに県青年農業士に認定された菅野大志さん
（野口）が市長室を訪れ、認定の報告を行いました。
　菅野さんは県外の出身で、御前山地域の景観の良
さやイチゴ栽培に適した環境、常陸大宮地域農業改
良普及センターや市の新規就農者への手厚い支援な
どが決め手となり、この地でイチゴ作りをはじめま
した。
　現在では「いばらキッス」「ひたち姫」「とちおと
め」など多品種を栽培していて、今後も活躍が期待
されることから、本年度より青年農業士として知事
からの認定を受けまし
た。
　今年度、茨城県で青
年農業士の認定を受け
たのは29人です。

優れた農業経営を実践7/22

認定を受けた▶
菅野大志さん▲表彰された村田小学校の皆さん

　市の人権擁護活動に多くの功績があったとして、
寺門延幸さん（下村田）が法務大臣から表彰されま
した。寺門さんは、平成１５年から人権擁護委員とし
て、市民からの人権相談や人権思想の啓発活動を積
極的に行うなど、４期にわたり広く人権擁護活動に
貢献されました。
　また和知好美さん（高部）は、市人権擁護委員と
して、法務大臣から委嘱（再任）されました。和知
さんは、平成１９年に人権擁護委員に就任、現在まで
広く人権擁護活動に尽力されています。
　なお、新任の市人権擁護委員として、山﨑江里子
さん（下村田）が法務大臣から委嘱されました。

地域に根ざした活動に貢献7/1

▲寺門さん（左）と和知さん（右） ▲山﨑さん

　市内小学生とその保護者３０人が参加して、霞ヶ浦
湖上体験スクール（主催：市環境市民会議）が実施
されました。
　はじめに、土浦市の霞ヶ浦環境科学センターに到
着。施設内で霞ヶ浦の歴史や地理、文化などの説明
を受けました。その後バスで移動し、船に乗って湖
上体験へ。霞ヶ浦の水質や生物について学んだ後、
実際に透明度を確認し、水の濁りを比べたり、汲み
上げた水をルーペで確認したりし、水生生物や微生
物を調べました。野鳥や植物、魚など様々な自然を
観察することで環境とくらしにどう関わっている
か、楽しみながら学ぶ貴重な体験となりました。

霞ケ浦の水や生き物を学ぶ7/27

▲実際の湖水で透明度を調べました
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　歴史・生涯スポーツ・環境のトリプルツアーとし
て「三大江堰を学ぶウォーキング」が開催されまし
た。これは市まちづくりネットワークが主催し、市
の三大江堰である岩崎江堰・辰ノ口堰・小場堰や中
世城郭跡などを巡り、ふるさとの歴史を学びながら
ウォーキングやゴミ拾いをしようと企画されたもの
です。
　この日は晴天に恵まれ、５６人が参加。道の駅常陸
大宮かわプラザからスタートして、まず岩崎堰旧取
水口や水路を辿りました。講師の野上平先生より、
開設した堰が洪水で役に立たなくなり移築されたこ
とや、当時はずっと水量が多かったことなどを聞
き、参加者は当時の様子に思いを馳せました。

　その後、辰ノ口堰・宇留野城跡・前小屋城跡など
を見学。佐竹氏の秋田移封に関連して廃城となった
ことやダイダラボッチの足跡といわれる池のいわれ
などについて話を聞きました。また全国でも有名な
人面付土器が出土した泉坂下遺跡も見学しました。
　お昼を挟んだ後は、三美にある滝ノ上遺跡と小場
堰へ。普段は入れない水門の近くで、間近に小場堰
を見学しました。
　参加者からは「身近なところに遺跡があると知る
ことができてよかった」「知りたいことがたくさんあ
るのでツアーをシリーズ化してほしい」などの声が
あり、主催者は次回の開催に向けて意欲を示してい
ました。

▲解説する野上平先生 ▲前小屋城跡で解説を聞きました ▲水路を右手にウォーキング

常陸大宮市の三大江堰を学ぶ・巡る7/24

　７月１日、市役所で「第６６回社会を明るくする運
動」に関する内閣総理大臣からのメッセージが、那
珂地区保護司会大宮分会会長岡山和夫氏ほか２名か
ら市長へ伝達されました。
　この運動は、すべての国民が犯罪や非行の防止
と、過ちを犯した人の立ち直りについて理解を深
め、それぞれの立場で力を合わせ、犯罪や非行のな
い安全で安心な地域社会を築こうとする全国的な運
動です。

　７月２３日、市文化センターで「第６６回“社会を明
るくする運動”常陸大宮市民の集い」が開催されま
した。
　この集いでは、茨城大学特任准教授の長谷川幸介
先生を講師に招き、『社会は人間の「しあわせ」装置』
と題した講演会が行われました。「人が幸せになる
条件は、血縁・地縁・友縁・職縁でつながる社会で
ある」との先生の話に、多くの市民や関係者が熱心
に耳を傾けていました。

▲メッセージを市長に手渡しました ▲講演する長谷川幸介先生

犯罪防止と立ち直りを支える地域のチカラ7月
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市民の方から まちのできごと

小田野でふれあいまつり7/17
市民の方から まちのできごと

　山方盛金地区で、３年に一度の素鵞神社の神幸祭
が行われました。この祭りは、地区の住人が担ぎ手
となり、神輿が各地域を回ります。そして氏子総代
の庭先等を祈祷場所として、住民の健康と安全を祈
願します。

　この日は梅雨明け前でしたが、湿度が高く、担ぎ
手もお休み所で待つ人たちも全員汗だく。それでも
威勢の良い神輿をもむ声に、見物人から声援が送ら
れていました。

盛金で３年に一度の神幸祭7/17
　梅雨の晴れ間の暑い一日、小田野山村広場で、第
６回小田野区ふれあいまつりが開催され、約１２０人
が参加しました。

　開会式では、旧小田野小学校の「山の子のうた」
が歌われ、「パン食い競争」や「飛んでＭＹシューズ」
などの競技に声援が送られました。
　また若衆会や友の会の皆さんの出店があり、山車
から聞こえるお囃子の音色や子供神輿の掛け声が、
お祭りを盛り上げました。

6/26

▲順路を逸れて久慈川でお清め ▲選手宣誓は６年生の３人です

▼

入念に
準備体操

来場者30万人達成7/25
　道の駅常陸大宮かわプラザの来場者が、３０万人を
突破しました。記念すべき３０万人目の来場者となっ
たのは県外から訪れた３家族。千葉県市原市から来
た羽野さん夫妻は観光で、神奈川県横浜市の小山さ
ん・高橋さん家族は大子町でのキャンプのため来場
したそうです。
　記念として駅長から商品券が送られ、「さっそく
道の駅での買い物に使いたい」と話していました。

　関東スポーツ推進委員研究大会で、本市のスポー
ツ推進委員の藤田佳史さんが長年の功績を認めら
れ、功労者表彰を受けました。藤田さんは、昭和６３
年に緒川村体育指導委員に就任し、同村体育指導委
員会委員長を歴任。現在は、市スポーツ推進委員会
副委員長や市スポーツ少年団本部長を務め、市民が
スポーツを通じて健康で豊かな暮らしを送るための
お手伝いに力を注いでいます。

スポーツ推進委員表彰6/3

▲　表彰された藤田さん（中央）▲道の駅の遠藤駅長と記念撮影
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７月１５日から１８日にかけて大阪府で行われた、第

３５回全日本クラブ卓球選手権大会の小・中学生の部

（女子）に、茨城県代表として西部総合公園体育館で

活動している球友クラブJr.が出場しました。選手

は日ごろの練習の成果を発揮し、全国の強豪クラブ

を相手に堂々とした戦いをみせました。

参加者：球友クラブJr.（女子）　木村博監督
四倉鈴（大宮中３年）、佐藤幸美（明峰中３年）
宇留野理沙（大宮中１年）、菊池心愛（大宮中１年）
川西彩聖（大宮中１年）、川西唯加（大宮西小５年）
菊池結愛（大宮西小４年）

６月１２日に行われた、スナッグゴルフ対抗戦茨城Ｂ地区予選
会で優勝した大宮小学校の児童６人が、福島県のグランディ那
須白河ゴルフクラブで開催された全国大会に出場しました。
大宮小学校は昨年から２年連続の全国大会出場で、那珂カン

トリークラブのゴルフ場を借りて、この日のために一生懸命練
習に取り組んできました。
大会には６人のプロゴルファーが参加し、子どもたちはプロ

と一緒にプレーできて、緊張しながらも楽しんでいる様子でし
た。またこの日は、時おり小雨が降るあいにくの天気で、水気
を吸った芝とボールに苦労しましたが、子どもたちは元気いっ
ぱいプレー。参加２８チーム中、１１位（８５ストローク）の成績を
収め、日頃の練習の成果を発揮することができました。

＜出場選手・監督＞
坂井花凜・小室咲貴・高梨美優菜・栗田颯姫
見代美咲・佐久間貴大・三村拓郎監督

＜個人賞＞
　ホールインワン賞　見代　美咲
　アルバトロス賞　　佐久間貴大

出場会に出卓球選手権大会に出本クラブ卓本クラブ卓全日本全日本クラブ卓球選手権大会に出場大手権大ク全日本クラブ卓球選手権大会に出ブブ 大会選手権大会に大球選手権大全全日本クラブ卓球選球選日日 出出出球選手権大会に出場球選手権大会に出場本本本本 卓球球本本 選選選選全全全日本クラブ卓球選手権大会に出場出場出場卓球選手権大会ブ卓球選手権大会ララクク本本日日全全 ブ卓ブ ににラブ卓球選手権大会に全日本クラブ卓球選手権大会に出場全日本クラブ卓球選手権大会に出場
市民の方から まちのできごと

▲ 全力を出し切った球友クラブJr.の選手たち

7/17 スナッグゴルフ対抗戦JGTOカップ全国大会

▲みんな力強いショット‼（上）
　試合を終えて笑顔の選手たち（下）

　三大江堰を造ったのは永
田茂衛門、勘衛門親子であ
る。その子孫が知人で、興
味があり「まちづくりネッ
トワーク」主催のウォーキ
ングに参加した。まず、岩
崎・辰ノ口堰を巡り、江戸
時代の久慈川は現在より
ずっと水量が多く、また川
底も高く位置も違っていたとの説明が興味深かっ
た。今の様な機械も道具もない時代に、わずか２
～３年で各江堰を完成させたスピードに驚き、当
時の土木工事レベルの高さに感心した。その後
「宇留野城跡」「前小屋城跡」「泉坂下遺跡」を巡
り、心地よい汗をかいた。昼食は天然鮎の塩焼き
とおにぎりに素麺で、つゆの器は青竹を切り出し
たもので風情があり、大満足だった。午後は那珂
川の小場堰を見学した。文化遺産を巡りながら名
産の鮎を食し、久慈川、那珂川から市の魅力を再
発見できた素敵な１日だった。

山﨑　勝弘さん
　



山方公民館体育館

大宮北小学校大宮北小学校

西部総合公園西部総合公園

旧大場小学校旧大場小学校

おおみやコミセン

スポーツクラブひたまる 25 活動報告スポーツクラブひたまる 25 活動報告
　スポーツクラブひたまる 25 では、市内各所でエクササイズやウォーキングなどの教室・イベント等を
開催しています。会員、参加者を随時募集中です。お問い合わせは下記まで。
ひたまる25事務局　☎ 55 - 9666　FAX 55 - 9667　 生涯学習課生涯学習グループ　☎ 52 - 1111（内線 342）

▲器械体操教室
（月２回　火曜　18時30分～20時）

▲スケートボード教室
（月２回　土曜　９時～10時30分）

▲タグラグビー教室
（月２回　土曜　９時～10時30分）
○その他のニュースポーツクラブ活動（※年末年始等を除く）

（水曜　　　　　　13時～14時30分）
（火曜・水曜　　　15時～16時30分）
（金曜　　　　　　13時～16時30分）
（火曜～日曜　　　13時～16時30分）
（第２・第４木曜　14時～15時30分）

（ ）

▲スポーツ吹矢クラブ
（火曜　13時～14時30分）

ラ ー ジ ボ ー ル 卓 球
ユ ニ カ ー ル

グ ラ ウ ン ド ゴ ル フ
ニュースポーツ太極拳
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山方公民館体育館山方公民館体育館

大宮北小学校

西部総合公園

旧大場小学校

おおみやコミセンおおみやコミセン

スポーツクラブひたまる 25 活動報告

▲痛みとりストレッチ教室
（月２回　火曜・金曜　昼間）

▲コアトレーニング教室
（月２回　火曜　夜）

▲ヨガ教室
（月１回　第３土曜　昼）

▲月１ノルディックウォーキングで歩こう会
（毎月第３土曜日　９時～）

▲ゴムバンド
　トレーニング教室
　（月２回　木曜　昼・夜）

▲ピラティス教室
　（月２回　水曜　昼・夜）

7月2日　ひたちなか親善大使と歩く平磯ノルディックウォーキング

3月26日　春の太平山ハイキングと
　　　　  “蔵の街”栃木散策

エクササイズ
シリーズ！

ズズイズイサイサイササササクサクサエククエクササイズエクササイズ
ズズズーズリシリシリシリ ズ！シシシシシリーズ！

広報　常陸大宮　　　　平成２８年８月号１７
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ＫＥＮＰＯＫＵ ＡＲＴ ２０１６ 茨城県北芸術祭
いよいよ来月開幕！

ＫＥＮＰＯＫＵ ＡＲＴ ２０１６ 茨城県北芸術祭
いよいよ来月開幕！

いよいよ９月１７日から、県北地域を舞台とした現代アートの祭典「茨城県北芸術祭」が開幕します。今回
は６月号に続き、本市に展示される魅力あふれるアーティストによる多様な作品を一部紹介します。各会場
では、開幕に向けた作品制作の様子が急ピッチで進んでいます。
皆さんのご来場をお待ちしています。

瑞穂農場　テーブル28卓・椅子17脚

＜道の駅常陸大宮かわプラザへ＞ ＜大賀保育所へ＞

６月２３日、大賀保育所へ匿名で寄附金が届けら

れました。「大賀保育所の子どもたちの成長を応

援しています。子どもたちの活動の幅を広げてほ

しいと思い寄付します。行事や卒園生との交流の

補助に使っていただけたら幸いです」と手紙が同

封されていました。

＜匿名　30,000円＞

旧美和中学校　magma

≪FUTURE SHOCK≫　2009

旧美和中学校　津田翔平

≪閾≫　２０１４

旧家和楽青少年の家　
タワッシャイ・プンサワッ 石沢地区空き店舗　内海聖史

≪Southeaster Wind≫　2007 ≪29の不在と長い壁≫　2015

CALAR.ink in 旧美和中学校

絵本の中を体感できる
作品や舞台装置を制作

magma in 旧美和中学校

廃材や木を用いて空間を
演出
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ＫＥＮＰＯＫＵ ＡＲＴ ２０１６ 茨城県北芸術祭
いよいよ来月開幕！

　昨年 1 月に、国際協力機構（JICA）の青年海外協力隊員として、アフリ

カのマラウイに派遣された小河原香織さん（市内野上出身）から、5 通目

のお便りが届きました。

小河原 香織

お便りが届きました。

小河原「感　動」

９月に始まり、７月で終わるマラウイの学校に来
て、今学期をもって１年間が終わります。これまで１７
校ある管轄校のうち、５キロ圏内・１０キロ圏内・１５キ
ロ圏内と制覇し、１５校に足を運ぶことができました。
ここに来た当初は、TDC（教師研修センター）の同僚
に連れられて訪問していましたが、PEA（初等教育ア
ドバイザー）が変わり、何かと忙しい同僚を見ていて、
１人で巡回するように変更しました。今ではマンゴー
の木、バオバブの木、そしてお墓の目印となる木など
が分かるようになりました。赴任した頃は、学校から
徒歩で２０分離れた自宅に帰るのにも、１時間迷ったこ
とがありました。ここシャープバレでは１本道を間違
えると、特別な建物が少ないため、私にはどの景色も
同じように見えてしまい、時間とともに体力も奪われ
ます。
私が活動の拠点を置くシャープバレプライマリース

クールには、最長１０キロ離れたところから徒歩で約
３，０００人の児童が、そして約３０人の教員が毎朝通って
来ます。１５校を巡って感じることは、どんどん奥地に
入るにつれ、教員数が減少していくことです。
Standard１～８（日本でいうところの小学校１年～
中学校２年生程度）に対し、最小５人の教員で、手分
けして運営している学校も１校にとどまりません。そ
してそんな学校には、女性教員は見当たらないことが
多いのです。その理由として、生活するのに不便な場
所が多いからでしょう。この環境では、買い物をする場
所がなく、週一回開かれる遠く離れた市場へ行きます。

シャープバレは盆地であるため、丘の上にある学校
も珍しくないのですが、この場所では井戸に行くのに
坂を上ったり下ったりしなければなりません。たいて
い学校周辺に家を構える先生方は、突然訪問した私を
フットワーク軽く迎え、青空の下、木の下の教室を毎
回喜んで案内してくれます。
「どっぷりつかりなさい」とJICAのあるスタッフさ
んに言われ、これまで生活してきました。水汲みや食
事の支度、洗濯等をお手伝いさんに任せて活動をして
いる隊員も多い中、私を心配して「完璧主義にならず
に…」とアドバイスをしてくださる方もいます。ただ、
自分が普段から彼らと同じように生活しているからこ
そ、心身から溢れる感情が自分の中に湧き上がってく
るのも事実です。そこから発した質問を先生方にぶつ
けると、皆さん、共感しながらさらに詳しく、井戸の
場所や市場の場所まで身振り手振りを交えて説明して
くれます。新しい教員がなかなか来てくれない環境の
中でも、彼らはここを離れず、働いていてくれる数少
ない先生方なのです。そのおかげで、彼らの児童たち
はさらに遠くの学校に通うことなく、家の近くの学校
で今日を過ごすことができます。
去年１年間培った学びの上に、新たな気づきが芽生

えました。今の私は、井戸でバケツ一杯になった水
を、自力で頭にのせるアマイ（お母さん）のために、
自然に手助けを始めることができます。感動すると
は、そういうことではないかと思います。
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①利用者に配慮した説明義務
　電気通信事業者及び代理店は、契約をする前に料金その他の提供条件について説明をしなければなり
ません。配慮が必要となる利用者に対して、その知識、経験、契約目的に配意した説明を契約前に行う
ことや、契約等が自動更新される際に、事前に通知することが義務付けられました。

②契約後の書面交付義務
　事業者は、電気通信サービスの契約が成立した後には、遅滞なく消費者に個別の契約内容を明らかに
した書面（契約書面）を交付しなければなりません。

③初期契約解除制度の導入
　契約書面の受領日を初日とした８日が経過するまでの間は、電気通信事業者の合意なく、消費者の申
し出により電気通信サービスを契約解除できる制度です。
※ただし、電気通信サービスと一緒に購入した端末・サービス等の契約は対象外です。

【消費者へのアドバイス】
○契約書面の交付形式、契約内容を確認しましょう。
○事業者が説明することをしっかり理解し、納得してから契約しましょう。
○電気通信サービスの契約に問題があった時は、早めに契約先の事業者へ申し出ましょう。
○不安に思うことやトラブルになった場合には消費生活センターへ相談しましょう。

☆電気通信事業法が改正されました☆電気通信事業法が改正されました☆☆
～光回線やスマートフォン等の契約書面～光回線やスマートフォン等の契約書面はは

しっかり確認しましょしっかり確認しましょうう～～

【問い合わせ】
茨城県消費生活センター　　　　 緯０２９－２２５－６４４５　
常陸大宮市消費生活センター 緯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。

vol.26 職員のつぶやき職員のつぶやき ～職員リレートーク～～職員リレートーク～
今年採用された市民課の寺門愛加です。ついに書く順番が回ってきましたの
で、少々書かせて頂こうと思います。
私が社会人になって早４か月が経ちました。職員として働いていると、１日の
時間の流れが早く感じる今日この頃です。
市民課での仕事は覚えることが多いことに加えて、窓口でお客様と接する時間
が長いです。ですから毎日大変ではありますが、不思議と仕事が嫌だと思うこと
はありません。それは職場の皆さんの存在が大きく影響していると思います。そ
の先輩たちの負担を少しでも減らせるように、１人でも多くのお客様の要望に応
えられるように、今はまだ出来ないこともこれから学んで覚えていきたいと思い
ます。

▲窓口は笑顔で対応
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巻 き 爪 に つ い て

健  康
通  信
常陸大宮済生会病院
形成外科部長
松本　剛 先生

みなさんは、爪はどのように切っているでしょうか。

今回は巻き爪についてのお話です。巻き爪とは、爪が変形して皮膚に

食い込んだ状態のことです。食い込んだ爪が皮膚を傷つけ、痛みが出ま

す。ひどくなると爪の周りが赤く腫れたり、膿が出たりします。もっと

も巻き爪を起こしやすいのは足の親指です。

巻き爪はいろいろな原因で起こ

ります。靴やハイヒールによる圧

迫、スポーツによる刺激、加齢に

よる爪の変形、爪白癬（水虫）、や

遺伝的要因もあるといわれています。

その中でも大きな原因に爪の切り方があります。

巻き爪で来院される方の多くが、爪を短く切りすぎています。も

ともとの習慣なのか、爪が当たって痛むためか、かなり短く切って

います。これはいけません。深爪をすると、爪を切った時点で皮膚

まで傷つける危険があります。また切った時点では問題がなくても、爪が伸びてくる際に皮膚に当たって

傷をつけることがあります。そうなってしまうと悪循環です。

『爪が当たって痛むので爪を短く切る　→　伸びてきた爪が皮膚に食い込む　→　また痛みがでる』
の繰り返しとなってしまいます。

では爪はどう切るべきでしょうか。おすすめはスクエアカットと呼ばれる切り方です。爪を丸くではな

く、横方向に直線的に切ります。さすがに端っこが尖っているのは気になる方もいると思いますので、少

し丸みをもたせてもかまいません。大事なのは、皮膚よりも爪の方が少し長いくらいにしておくことで

す。こうすることで巻き爪の予防になります。

また、サイズの合わない靴も巻き爪の原因になるため、靴を買う時はお店の人に見てもらって、しっか

りとサイズの合うものにしましょう。

それでも巻き爪になってしまった時は、抗生剤の内服や、軟膏での処置が必要になりますので病院を受

診しましょう。治りの悪いものに対しては、手術が必要なこともあります。
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　同年３月３１日、政府は水戸鉄道を買収し、すでに営
業されていた水戸―大宮間と合わせて、水戸―大子間
を「水郡線」と名称を改めます。その後、郡山から南
へ延びる線を「水郡北線」、大子から北へ延びる線を
「水郡南線」と称してそれぞれに工事が進められまし
た。昭和９年１２月、最後に残った磐城棚倉―川東間が
開通し、帝国議会建議以来２３年をかけて、ついに水戸
―郡山間１４２．４kmが全線開通したのです。

　水郡線の経路は、現在でも開通当時とほとんど変わ 
っていません。また開通当時に設置され、９０年以上経
過した現在でも供用されている施設が各地にあります。
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執
執
執
執
執
執
執
執
執
執
執
執
執
執 歴史文化振興室　緯５２－１４５０

水郡線　 誕生
本市を縦貫するＪＲ水郡線は、貴重な公共交通機関
として私たちの生活に欠かせない存在です。今回は、
水郡線誕生のエピソードを紹介します。

水戸から郡山に至る鉄道計画は、明治４４年の第２７回
帝国議会に「白水線（白河―水戸間）鉄道建設建議案」
として、政友会の根本正、白石義郎代議士らによって
提案されたことに始まります。
この議案は、数度の審議により常磐線勝田駅を起点
とし、菅谷・大宮・大子を経て白河に至る路線とする
よう修正されて衆議院を通過しました。当時、勝田駅
からはすでに湊線が敷設されていて、湊方面と大宮等
の内陸部を結ぼうとする目論見があったようです。
しかし着手直前の大正４年４月、総選挙で政友会は
大敗します。新しい内閣が発足すると、この議案は一
転して否決に追い込まれてしまいました。
一方、水戸―太田間の太田線は、太田鉄道株式会社
によって明治３２年に開通していました。その後、経営
譲渡された安田財閥系の水戸鉄道株式会社が、大正４
年１２月、上菅谷―大宮間の鉄道敷設免許を申請しま
す。これには、勝田―大宮間に鉄道ができてしまうと
太田線は不利益を受けるため、先に鉄道を引いてしま
おうという思惑があったといわれています。
この水戸鉄道の動きに対して、根本代議士はじめ周
辺町村は一斉に反発し、認可しないよう政府に働きか
けます。しかし同５年に政府の認可は下り、上菅谷―
大宮間は同１０年に水戸鉄道によって開通しました。

これを受けて、勝田―上菅谷間の敷設計画は白紙と
なり、根本代議士らは大宮以北に目を向けます。大正
６年３月の総選挙で今度は政友会が勝つと、鉄道建設
の議案は再び可決され、名称を「大郡（大宮―郡山）
鉄道」に改めて進められました。
「大郡線」は同９年に着手された後、同１１年１２月には
山方宿まで、同１４年８月には上小川までが順次開通し
ていきます。そして昭和２年３月１０日、大子まで開通
し、この日の大子駅前では、盛大な式典が催されたよ
うです。

【参考文献】
『那珂町史　近代・現代編』、『瓜連町史』

常陸太田駅

上菅谷駅

（常磐線） 水戸駅

勝田駅

（湊線）

常陸大宮駅

（水郡線） （太田線）
関連駅等位置
イメージ図 　もちろんこの他にもありますので、ぜひ探してみて

ください。水郡線に揺られながら、往時に思いを馳せ
てみてはいかがでしょうか。

◀キハＥ130系
平成１９年から運用
中のディーゼル動
車。写真はＥ１３２形

◀山方宿駅ホーム待
合室
建築年を示す「Ｔ
１１」が残る

◀第一岩崎開きょ
岩崎江堰用水路を
跨ぐ。橋脚外面は
レンガ

滑館トンネル
石積。山方城跡の
地下を貫く
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女性のチカラを消防に
～女性が活躍している消防関係団体を紹介～

第120回
FIRE   DEPARTMENT   HITACHIOMIYA
『常陸大宮市消防本部』 ＦＤＨ

①常陸大宮市消防団女性分団
　近年、仕事をしている女性や家事をこなしている主婦の方、そし
て頑張って子育てをしているお母さんたちが、「私たちの地域は私
たちで守る」という強い思いを持って消防団で活躍しています。消
防団と聞くと、男性を思い浮かべる人が多いと思います。しかし実
は消防団には、女性が活躍できる活動がたくさんあるのです。
　本市では、現在２３人が女性消防団員として活動しています。
　常陸大宮市消防団女性分団は、消防本部が主催する普通救命講習
会に講師として参加し、一般市民の方に心肺蘇生法やＡＥＤの使用方法などを指導しています。また、
大規模災害発生時に炊き出しを行うなど、男性団員が円滑に活動できるようサポートをしています。

※　女性消防団員…通常の消防団員と同じく、地方公務員法及び消防組織法で身分が保証された非常勤
の特別職地方公務員です。

②常陸大宮市女性防火クラブ
　女性防火クラブは、家庭での火災予防の知識の習得や、地域全体の防火意識の高揚などを目的として、
家庭の主婦などが中心となって活動している民間防火組織です。
　現在市内には６つの女性防火クラブがあり、消防署の協力を得て、消火訓練や炊き出し訓練を行うと
ともに、消防出初式や火災予防週間中の広報などに参加し、地域の方々との交流や防火啓発、住宅用火
災警報器の設置推進ＰＲ活動などを行っています。

※　女性防火クラブ…消防本部等による指導を通じて、地域の女性が共同して一緒に防火に関する知識
を学び、地域活動をすることを目的として結成された民間防火組織です。

今月の

　今月号のテーマ「家族でお出かけおすすめスポッ
ト」に、情報が寄せられました。

「山方淡水魚館」
　こじんまりとした小さな施設です
が、意外にレアなお魚さんがいます。
　幻の魚イトウや特別天然記念物の
オオサンショウウオがいて、お魚オタクの子どもた
ちは大喜び。日によっては、お魚タッチもさせてく
れるそうです。
　その後は近くにある清流公園へ。久慈川のゆった
りした流れを楽しむことができます。 Ｔさん
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10月号の情報を大募集!!
　１０月号のテーマは、「私のイチオシのランチ」で
す。市内の飲食店や自分で作った手作り弁当、のん
びりできるランチの場所などについて、ぜひおたよ
りをお寄せください。
　９月２０日（火）までに、郵便またはファックス、
Ｅメールでお送りください。

【問い合わせ】 政策審議室　秘書広聴課　
 　　　　☎52‐1111（内線312）
　〒319‐2292 常陸大宮市中富町3135－6
　Eメールアドレス
　→ hishokou@city.hitachiomiya.lg.jp
　　　　ＱＲコードからの投稿はこちら→
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再生紙と植物油インクを
使用しています。

常陸大宮市の人口

QRコードから市のツイッターがご覧になれます

（8月１日現在・推計常住者）
総人口　42,069人　

（男　20,720人　女　21,349人）
世帯数　16,075世帯

広報　常陸大宮　８月　第143号
発行日　平成28年 8 月25日

発行/常陸大宮市　編集/秘書広聴課

〒319－2292　茨城県常陸大宮市中富町3135－6

TEL  0295（52）1111　FAX  0295（53）6010

E-mail hishokou＠city.hitachiomiya.lg.jp
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御前山ビオトープ周辺の植物等御前山ビオトープ周辺の植物等

（ユキノシタ科アジサイ属）

タマ
アジ
サイ

タマ
アジ
サイ

　山地の谷間や沢沿いなどに生える落葉低木で、高さ１～２ｍに
なります。７～９月頃枝先に直径10～15㎝の花序を出します。周
りには雌しべも雄しべもない白色の装飾花をつけ、中央部には紫
色の両性花（雌しべと雄しべをもち果実を結ぶ花）を多数つけま
す。開花前の花序が総包（花柄の先端に葉の変形した包葉がたく
さん集まったもの）に包まれて球形をしているのが名前の由来で
す。花序が開くと総包は落ちてしまいます。

   （写真・データ提供　御前山ダム環境センター）

　７月１６日に宇都宮市で行われた「２０１６いばらきの夏観光キャンペー
ン」に、常陸大宮観光大使の加藤木あゆみさんと参加してきました。
　イベントでは、加藤木さんと一緒にこれから行われる本市のイベン
トＰＲと、ひたまるに関するクイズを出題。正解者には特産品のゆ
ず・りんごサイダーとゆずジンジャエールをプレゼントしました。
　夏から秋にかけて、市内各地では様々なイベントが開催されます。
たくさんの方が常陸大宮市を訪れ、楽しんでもらいたいと思うひたま
るでした。

　今年もひたまるは「ゆるキャラ®グランプリ２０１６」にエントリー。
　投票よろしくお願いします！　

▲観光大使の加藤木さんと

刈
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瓦

冠
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■問い合わせ■　スポーツクラブひたまる25事務局　緯55 - 9666　FAX 55 - 966７
生涯学習課　生涯学習グループ　　 緯 5２  - １１１１（内線３４２、３４３）

QRコードからの
投票はこちら→

スポーツクラブひたまる２５では、誰でも気軽に取り組めるスポーツとし
てノルディックウォーキングの普及に力を入れています。このスポーツ
は、両手でポールを持って歩くことで身体の左右均等に負荷をかけること
ができ、さらに長い距離を歩くことで健康増進につながります。加齢に
よって身体が衰え、片杖をついて歩いている方も、ノルディックウォーキ
ングに取り組むことで、健康な身体を取り戻すことができます。
スポーツクラブひたまる２５では、毎月第３土曜日、午前９時に西部総合公園体育館前に集合し「月１ノル
ディックウォーキングで歩こう会」を実施しています。ポールの貸し出しもしていますので、気軽に体験し
てみてください。




