
広報　常陸大宮　　　　平成２８年１０月号１２

　９月の敬老の日にあたり、市長と副市長が１００歳以上のご長寿の方々を
訪問し、市及び市社会福祉協議会からの祝い金や記念品を贈りました。ま
た、今年度１００歳を迎えられる方には、内閣総理大臣と県知事からの褒状・
記念品を贈り、長寿をお祝いしました。
　１０月１日現在、１００歳以上の方は５０人（男性９人、女性４１人）で、昨年よ
り２人増えました。下の表は、平成２８年度中に１００歳以上を迎える皆さん
です。
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▲小口さん（野上）▲鈴木さん（長沢）

（敬称略）

氏　　名（住所）年齢氏　　名（住所）年齢

（上 村 田）冨　山　みさを１００（山 方）小野瀨　く　に１１１

（野 口 平） 澤 て う１００（東 野）塙　 毅１０６

（鷹 巣）卜 部 マ サ１００（西 野 内）立 原 と き１０４

（松 之 草）桑　名　千代子１００（檜 山）青　山　キクノ１０３

（上 小 瀬）郡 司　 信１００（下 町）大 槻 き み１０３

（高 渡 町）大 賀 残 米１００（下 檜 沢）石 川 魁 治１０３

（鷹 巣）圷　 ス テ１００（上 檜 沢）平 塚 定 １０３

（上 村 田）寺 門　 眞１００（上 町）萩 谷 ヨ 子１０３

（西 野 内）中　島　 つゑ１００（野 口 平）森 田 た ま１０２

（若 林）野 上 う め１００（栄 町）原　 花 子１０２

（鷹 巣）小 池 い ね９９（野 口 平）後 藤 み わ１０２

（辰 ノ 口）野 澤 ひ て９９（西 野 内）中 西 ア サ１０１

（上 小 瀬）關　　　キヨノ９９（小 貫）掛 札 も と１０１

（家 和 楽）神 長 政 雄９９（上 大 賀）大 森 き わ１０１

（鷹 巣）大 内 と き９９（西 野 内）大 森 き く１０１

（山 方）大 友 ト ミ９９（鷹 巣）相 澤 ふ よ１０１

（西 野 内）木　村　みつい９９（野 上）瀨 尾 さ き１０１

（長 倉）川　﨑　はやの９９（野 口）皆　川　ふみ子１０１

（若 林）長　山　よし ９９（若 林）立 原 は つ１０１

（小 場）小　林　喜美枝９９（田子内町）髙 石 枝１０１

（野 上）小 口 シ マ９９（上 町）髙 橋 保 夫１０１

（ 泉 ）樋 田 し ん９９（中 居） 　田　フミノ１０１

＊掲載を希望されない方の氏名は掲載していません。

市内100歳以上の皆さん

平成２８年１０月１日現在
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　茨城県北６市町を舞台とした国際的なアートの
祭典「茨城県北芸術祭」が、１１月２０日まで開催中。
　本市では旧美和中学校他３会場が舞台となり、
ふだん見ることができない気鋭の現代アーティス
トによる作品が展示されています。
　旧家和楽青少年の家を訪れた人は、「現代アー
トと聞くと分かりにくいイメージだったが、想像
の枠を超えた作品に感動した」と話していました。
　アートに興味がある人もない人も、ぜひ一度お
越しください。心を揺さぶる芸術作品に巡り合え
るかもしれません。

　道の駅常陸大宮かわプラザで、「本場の『西の内
紙』でMyうちわを作っちゃおう！」というワーク
ショップが開催されました。
　これは、本市特産の西の内紙（県指定無形文化財）
を身近に感じ、普段の生活で使ってもらおうと、和
紙文化展開プロジェクトチーム（菊池三千春代表）
が、文化庁の補助事業として実施したものです。
　この日飛び入り参加を含む２４組が、うちわ作りに
挑戦。お気に入りの写真をプリントしたり、自由に
絵を描いたりして、竹製のうちわの骨に和紙を貼り、

世界にひとつのオリジナルうちわを完成させました。
　参加者は西の内紙にプリンターで印刷できること
や、たっぷり糊を塗って濡らしても破れない丈夫さ
にビックリ。風合いだけではない、ホンモノの和紙
の実力を体感していました。
　１２月３日には、「西の内紙で作っちゃおう！」第二
弾として、ぽち袋作りを計画中。もらう人もあげる
人も、来年のお年玉袋はこれで決まり！　
　詳細が決まり次第、広報常陸大宮お知らせ版に掲
載します。

興味がある人もない人もアートの世界へＧＯ！9/17～

西の内紙で手作りうちわ作っちゃいました‼8/6

▲大人も子どもも真剣にうちわ作り ▲お気に入り写真のオリジナルうちわ（左） ▲世界にひとつのMyうちわ完成！

▲自然豊かな環境の旧美和中学校が展示会場に

▲旧家和楽青少年の家 ▲石沢地区空き店舗（上）
　道の駅常陸大宮（下）　

＜作品鑑賞パスポート＞
・一般：2,500円
・学生（高校生・大学生など）、高齢者（65歳以
上）：1,500円
・中学生以下と身体障害者等：無料
＊個別鑑賞券も各会場で販売中。
（旧美和中学校700円、旧家和楽青少年の家
500円）
＊無料で鑑賞できる会場もあります。



　10月15日、日本最古の組立式農村歌舞伎舞台「西塩子の
回り舞台」が、３年ぶりに大宮公民館塩田分館グラウンド
で開催されました。
　８月27日に地鎮祭が行われ、組立て作業が始まりました
が、今年は雨が多く作業は難航。公演日までの約２か月間、
保存会のメンバーや地域住民、ボランティアの皆さんが、
竹の切り出しから舞台の組立て、舞台背景描きなどに携わ
り、多くの人たちの力によってこの日を迎えました。
　当日は秋晴れとなった会場に約五千人が来場。出演した
のは、大宮北小学校４年生の児童、秩父歌舞伎正和会、常
磐津教室、楽の会、西若座の皆さん。出演者の迫真の演技
や堂々としたセリフ回しにおひねりの雨が降り、大きな拍
手が鳴り止みませんでした。また幕間には、市国際交流協
会の寸劇、西野内祇園囃子、舟生屋台ばやし、鷲子祭囃子
の披露があり、来場者を楽しませました。

常磐津「将門」常磐津「将門」

口上を述べる小口さ口上を述べる小口さんん

常磐津「子宝三番叟常磐津「子宝三番叟」」

こども歌舞こども歌舞伎伎
「白浪五人男 稲瀬川勢揃の場「白浪五人男　稲瀬川勢揃の場」」 舞踊劇「鏡岩舞踊劇「鏡岩」」

地芝居「三人吉三巴白浪地芝居「三人吉三巴白浪」」
市国際交流協市国際交流協会会
「SHIRANAMI「SHIRANAMI」」

会場は大にぎわ会場は大にぎわいい 常磐津「将門常磐津「将門」」

１４

ボランティア説明ボランティア説明会会

舞台背景制作舞台背景制作中中 地地 鎮鎮 祭祭舞台資材の説舞台資材の説明明

　10月９日、回り舞台を見学するツアー（まちづくりネットワーク主催）
が、保存会の協力で開催されました。このツアーは、公演を翌週に控え
る中、本公演をより楽しむために実施。実際に舞台が回る仕組みを間近
で見学でき、貴重な体験ができました。また歌舞伎の稽古をしていた子
どもたちへ、ツアー参加者から「本番も
頑張ってね」という声援が送られました。
　参加者からは、「実際に舞台の下に入っ
て回すところを見られてよかった」とい
う声が多く聞かれ、本公演がさらに楽し
みになったようでした。

常磐津「将門」

地芝地芝居居
「吉例曾我対面工藤館の場「吉例曾我対面工藤館の場」」

出演者のお練出演者のお練りり

１５

NHK「いば６」に出NHK「いば６」に出演演
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＜福祉避難所締結先＞

締 結 法 人 名所　在　地施　 設　 名№
社会福祉法人　若葉会鷹巣２２４３－１特別養護老人ホームみのり園１
社会福祉法人　永寿会泉４９７－１特別養護老人ホームドルフィン２
社会福祉法人　小瀬福祉会上小瀬４４２５特別養護老人ホームおがわ３
社会福祉法人　清河会西野内１５３７－１特別養護老人ホームサングリーンピア山方４

社会福祉法人　博友会
野口平１４６－１特別養護老人ホーム御前山フロイデガルテン５
抽ヶ台町８８９－１地域密着型介護老人福祉施設大宮フロイデドルフ６

道の駅常陸大宮かわプラザで、NHK水戸放送局
「月に一度はいばらナイト」の生中継が行われました。
中継では、地元の農産物や道の駅を応援してくれ

る市民の皆さんが市をPR。さらに西塩子の回り舞
台の紹介では、白浪五人男の衣装に身を包んだ大宮
北小学校の児童が、歌舞伎の口上を披露。照れなが
らも一生懸命なセリフ回しに、たくさんの拍手が上
がっていました。そして最後に、「みんなでいばら
ナイト！」の掛け声で、中継を締めくくりました。

道の駅で「いばらナイト」9/21
美和地域の上郷道路愛護会（会員48人）が、道路
の愛護に努め顕著な功績があったとして、国土交通
大臣から表彰されました。
上郷道路愛護会は、平成元年から県道上檜沢下小
川停車場線（下檜沢地内）の沿道清掃・除草・花壇
の手入れなどを行っていて、それらの活動に対し大
臣より感謝状が贈られたものです。
代表の成井文夫さん（写真前列中央）は、受賞の
あいさつで「今後も地元の協力を得て、できる範囲
で活動を続けたい」と話していました。

国土交通大臣賞を受賞8/26

▲表彰された上郷道路愛護会

市では、誰もが安全で安心に暮らせる災害に強いま
ちづくりを目指し、様々な応援協定を締結しています。
今回、県立小瀬高等学校と災害時における避難所等の
施設利用に関する協定を締結しました。また、社会福
祉施設を運営する５法人・６施設と、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、大規模な災害が発生した時、指定避
難所に避難した高齢者や障がいがある方など、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、市が要請し開設する避難所です。ただ
し、直接福祉避難所に避難することはできませんの
で、ご注意ください。
今後も、福祉避難所を確保していくよう努めていき

ます。今回協定を締結した施設は、次のとおりです。

8/31 災害時における避難所等の協定を締結しました

▲イベントひろばでオープニングを収録

＜指定緊急避難場所を兼ねる指定避難所＞

所　在　地施　設　名
上小瀬１８８１茨城県立小瀬高等学校

▲合同調印式を行った施設代表の皆さん
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夏休み期間中に、大宮・緒川・御前山公民館で
「公民館子ども体験講座」を実施。小学生延べ２０６
人が様々な講座に参加しました。
２年目となるこの取り組みは、今回から市内全

域が対象。２２講座・２４団体の協力を得て、大正琴
や茶道、陶芸など学校や家庭ではあまりできない
体験をすることができました。

8/3～
26 公民館子ども体験講座を開催しました

ご協力いただいた文化協会団体
　大正琴薫風・常陸大宮太極拳クラブ・竹の子クラブ・嫡
流剣詩舞電晃会・書道クラブ・書道第２クラブ・大宮愛碁
会・江戸千家茶道教室・池坊菊池社中・草木染めクラブ・
パッチワーククラブ・ひまわりクラブ・大宮手編みクラブ・
池坊中﨑社中・表千家茶道教室・常陸大宮吹奏楽団・きり
え愛好会・津軽三味線悠絃・陶芸クラブ・サロン花工房・
裏千家茶道教室・緒川弥七太鼓・墨龍書会・茶の湯愛好会

▲囲碁（大宮） ▲和太鼓（緒川） ▲書道（御前山）

今年度２回目となる、緒川地域民泊体験推進協議会
主催の教育旅行受入が実施されました。この事業は、
都会暮らしの子どもたちが、豊かな自然に囲まれた里
山に暮らす人々と生活を共にし、心温まる交流をとお
して生きる力を育む体験プログラムです。この事業を
取り入れる学校が年々増加していて、元気いっぱいの
子どもたちとの交流は、地域の活性化にもつながってい
ます。
今回は、つくば市立茎崎第一小学校の５年生１０９人。

人数が多く、受け入れが難しい状況でしたが、新しい
会員の加入や各家庭の受け入れ人数を増やすことで対
応しました。
期間中は天気に恵まれ、野菜や果実の収穫・稲刈り・

魚釣り・ハイキングなどを体験。食事は、地元の新鮮
な食材を使って子どもたちが自ら料理をし、その味に
舌つづみを打っていました。

農家民泊で交流9/14

滑収穫した野菜
を洗う子ども
たち
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大学の「地域課題入門」という授業で、常陸大宮市について学びました。授業は、
常陸大宮市の課題、特に公共交通について考え、提案を行うというものでした。私
の班は「手ぶらでも参加できる市内のバスツアー」、「読書ができる、病院予約がで
きるなどの便利なバス」等を提案しました。この授業をとおして常陸大宮市のまち
づくりに対する真剣な姿勢、楽しみながら地域活性化の活動をしている方々がたく
さんいることを知り、自分もここにもっと関わりたい！と考えるようになりまし
た。現在は、西塩子の回り舞台などのお手伝いをしています。常陸大宮市は、少子
高齢化・人口減少とそれに伴う問題を抱えているとのことですが、これからも様々
な活動に積極的に参加し、学生の輪を広げながら知識を深め、学生の視点から問題
に向き合っていきたいと思います。

茨城大学人文学部
１年　長永勇太

花立自然公園（美和地域）で、「第２６回花立山星ま
つり」が開催され、午後から小学生ポスターコン
クールの表彰式でスタート。はじめに明峰中学校の
演奏が披露され、たくさんの拍手が送られていまし
た。しかし途中から雨が降り出し、来場者は残念そ
うに空を見上げていましたが、後半には雨もやみ、
茨城県北芸術祭「だいちの星座」の鈴木・大木先生
による講演でまつりを締めくくりました。

恒例の「星まつり」を開催9/24

１１月のクランクインに先駆けて、市内で撮影が行われ、美しい田園風景の中
をボンネットバスが力強く走り抜けました。
物語の時代は高度成長期。ヒロインが地方（茨城県北西部の村）で育ち、都

会に出て自らの殻を破りながら成長していく姿を描きます。脚本の岡田惠和さ
んは、「日本の原風景がありながら、意外と知られていない茨城の魅力を全国に
伝えたい」とこの地域を舞台に選びました。
「ひよっこ」の放送は来年４月３日（月）～９月３０日（土）までの全１５６回の
予定です。ご期待ください。

9/6 ＮＨＫ連続テレビ小説「ひよっこ」の撮影が行われました

▲ 雨でもたくさんの来場者でにぎわいました

◀黄金色に輝く田園の中を走るボンネットバス

　お化け南瓜コンテスト（主催：かざぐるま出荷会）
が、緒川物産センターかざぐるまで開催されました。
　重量部門で優勝したのは、小野十三男さんの
１００．２kg。他にイケメン部門では本橋孝さん、ユー
モア部門では川野辺博さんがそれぞれ優勝し、表彰
されました。
　出品されたかぼちゃは、国営ひたち海浜公園や、
東京都豊島区の西武池袋本店などで展示される予定
です。

大きさや美しさを競う9/18

▲自慢のかぼちゃが並びました
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本市では２年に一度、オーストラリアの学生が市内
の中学生宅にホームステイする事業を行っています。
　今回は、９月２９日から１０月２日までの４日間滞在し
ました。来市した学生は、中学生海外派遣研修事業で
交流のある学校の生徒２４人です。
初日は市役所を訪問した後、市内の各中学校５校に

向かいホストバディと顔合わせをし、一緒に給食や授
業、部活動を体験。夕方には、文化センターで久慈書
道会による書道パフォーマンスを見学した後、歓迎レ
セプションで軽食を取りながらホストファミリーと交
流をしました。

9/29～ 常陸大宮市へようこそ！～ホームステイ受入事業～

▲迫力ある書道パフォーマンスを楽しみました ▲押し花にチャレンジ ▲また会おうね！ありがとう！

＜大宮中学校サッカー部＞
　県中学校総合体育大会第３位
【２日目】
　準々決勝　大宮中　２－１　神栖二中
【３日目】
　準 決 勝　大宮中　０－１　勝田二中

中学生が県総体で活躍‼教育長賞を受賞

＜卓球個人＞

四倉　鈴（大宮中３年）▶
個人戦シングルス１位

（関東大会出場）　

◀會澤　榛夏（大宮中３年）
　個人戦シングルス３位
　（関東大会出場）

佐藤　幸美（明峰中３年）▶
個人戦シングルス５位
（関東大会出場）

▲教育長賞を手に、笑顔の大宮中学校サッカー部

２日目は、紙のさとで漉き絵とサロン花工房の協力
で押し花を体験し、日本の文化に触れました。そして
３日目は、それぞれの家庭で自由に過ごしました。着
付け体験やバーベキューを楽しむ家庭もあり、受け入
れ家庭からは、「はじめは緊張したけれど、次第に会話
が増え、ふだん味わえない充実した時間が送れた」と
の声がありました。
最終日のお別れセレモニーでは、「また来るね」、「今

度はオーストラリアに行くよ」と再会を約束し、帰国
の途につきました。
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やすらぎの里公園で「市子ども会幹部研修会」が
実施されました。市子連の理事など役員の他に、茨
城大学生や高校生会のサポートのもと、各子ども会
から５２人が参加し、８班に分かれて活動しました。
午前中は「チームビルディングを作ろう！」で、
A４の色紙だけを使い、どれだけ高くできるかを班
で競い合いました。午後は、市の歌を班ごとに分担
して練習し、最後に全員で歌を繋ぎながらきれいな
ハーモニーを響かせることが
できました。
児童たちは、班の仲間と協
力し、目標を立て、意見を出
し合いながら課題に立ち向か
い、これからの子ども会の
リーダーとして、頼もしい存
在になりそうです。

子ども会リーダーを育成9/25

＜参加者の感想＞
・初めて会う人と仲良くなれてよかった
・協力する大切さを学べた
・今日学んだ事を生かして子ども会をもっと良くしたい

仲間と協力して制作中▶

　秋晴れの下、大子広域公園で「第６７回茨城県消防
ポンプ操法競技大会県北地区大会」が開催され、本
市の代表２チームがそれぞれ優秀な成績を収めまし
た。

県北操法競技大会9/25

ポンプ車操法の部
優勝

第１１分団
（美和地域）

小型ポンプ操法の部
第３位
第１３分団

（緒川地域）

＜優秀選手賞＞
・ポンプ車操法の部　　大森俊介・長岡秀典・大森正人
・小型ポンプ操法の部　三村正規

vol.28 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～
今年環境課に配属になりました、益子景です。
毎朝、職場まで車で３０分の距離を運転するのですが、季節ごとに染まる山々
を見ることができ、出勤時間も贅沢なドライブのように感じます。
環境課の業務は幅広く、一般ごみに関すること、公営墓地の管理、エコへの
取り組みや動物愛護業務など多岐にわたります。市民の皆さんと話す機会も多
く、住んでいるからこそ気づく視点からの意見は、日々の業務のモチベーショ
ンになっています。
今後も一つ一つの仕事に真摯に取り組み、先輩方の背中に追いつけるよう、
精一杯頑張ります！

▲久慈川水質調査にて

〈学校給食へ〉
常陸農業協同
組合
奥久慈の恵
うまかっぺ米
400㎏

（敬称略）



広報　常陸大宮　　　　平成２８年１０月号２１

　県立小瀬高校で、連携型中高一貫教育校の生徒交流事業「ふれあい
キャンパス」を開催しました。
　この事業の実施にあたっては、５月と８月に中高の教員が会議で内
容を検討し、さらに教科ごとに集まって何度も協議を重ねました。昨
年までの隔年の実施を今年から毎年開催することで、授業の質を高
め、生徒間の交流をさらに深めることを目指しました。

9/21 小瀬高校で生徒交流事業　～ふれあいキャンパス～

今回は第５回目の実施で、県内で唯一の
連携型中高一貫教育校である、小瀬高校・
明峰中学校・御前山中学校の教員が講師と
なり、各学校の生徒計３９０人に１６講座、計２
時間の授業を行いました。
講座は、「振り子の世界」や「人工イクラ

を作ろう」などの科学、英語を使っての漫
画や弓道体験、森林組合やバイオマス発電
等の見学など、多様な分野を用意。特色あ
る授業を受けることができたようです。
閉会式では「高校生と身近に交流できて

よかった」、「いろいろなことを教わること
ができて、有意義な時間が過ごせた」など
の感想がありました。

英語を使って弓道を楽しも英語を使って弓道を楽しもうう 人工イクラを作ろ人工イクラを作ろうう

振り子の世振り子の世界界 閉会行事（平塚生徒会長あいさつ閉会行事（平塚生徒会長あいさつ））

　平成２８年第１回常陸大宮市議会臨時会が８月１０日から１９日に開会され、次の議案（市長提出議案）の審議が行
われ、可決されました。
　○工事請負契約の締結について（第二中学校屋内運動場改築工事）

第１回市議会臨時会

まずは自己紹介かまずは自己紹介からら

平成２７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
○常陸大宮市特別職の職員で非常勤のものの報酬及
び費用弁償に関する条例及び常陸大宮市特別会計
条例の一部を改正する条例

平成２８年度予算
○平成２８年度那珂地方公平委員会特別会計予算

　平成２８年第３回常陸大宮市議会定例会が、８月３０日から９月２０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、同意及び可決されました。

第３回市議会定例会

平成２８年度補正予算
○常陸大宮市一般会計補正予算・特別会計（４会計）
補正予算・上水道事業会計補正予算

そ の 他
○那珂地方公平委員会規約の変更について
○市道路線の認定・廃止・変更について
○工事請負契約の締結について（辰ノ口橋橋梁耐震
補強工事）

○人権擁護委員の推薦につき意見を求めることにつ
いて　　平島　則子

○監査委員の選任について　　掛札　行雄
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▲開会式の様子

選手宣誓をする五十嵐陸音さん▶▶

秋季平成杯軟式野球大会

開　催　日：９月４・１１・２５日
主　　催：市軟式野球連盟（塩澤實会長）
会　　場：大宮運動公園市民球場　他３会場
参加チーム：２２チーム
優　勝　CLUBウイングス　準優勝　不二クラブ
最優秀選手賞　飯田　博之（CLUBウイングス）
優秀選手賞　　若杉　良平（CLUBウイングス）
敢闘賞　　　　鈴木　　駿（不二クラブ）

第１１回一般女子バレーボール大会

開　催　日：９月２５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：１１チーム
優　勝　グルービー　準優勝　ＪＢクラブ

▲優勝したCLUBウイングス

常陸大宮市長杯第1回東日本少年剣道錬成大会を開常陸大宮市長杯第1回東日本少年剣道錬成大会を開催催

　９月１１日、小中学生を対象とした常陸大宮市長杯剣
道大会が開催されました。これは、試合を通じて競技
力の向上と心身の練磨、相互の親睦を図り、将来を担
う健全な青少年の育成を目的としていて、今回が記念
すべき第１回開催となりました。
　大会は、東日本各地から１４４団体２６４チームが参加。
開会式では、上野剣道クラブの五十嵐陸音さんが、力
強く選手宣誓をしました。試合は、「いばらき少年剣
友会」が小学生低学年や中学生の部で優勝するなど、
県内選手の活躍が光る大会でした。

▲優勝したグルービー

第１２回常陸大宮市男女ダブルステニス大会

開　催　日：９月２５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、家和楽運動公園テニスコート

【男子ダブルス】
優　勝　清水　洋明・大内　和美
準優勝　会沢　幸洋・菊池　　司
第３位　西野　好彦・松岡　光男

【女子ダブルス】
優　勝　横塚　初江・貝　　智子
準優勝　金子佐久美・横須賀香菜子
第３位　石川　節子・梶山　千春 ▲それぞれ入賞した皆さん


