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　この日は、つくば市教育局教育指導課の岡野先生と
同市総合教育研究所の加瀬先生を招き、明峰中学校で
模擬授業を行いました。先進的な市として有名なつく
ば市は、「教育日本一つくば」の原動力として、ICT教
育が積極的に行われています。
　授業は市内中学校の先生が参観し、２年１組で国語
の授業を展開。２～３人に１台のタブレットを活用し
ながら、主人公の人物像や心情に迫りました。

　本市では、郷育立市づくりの一つとして、平成２７年度から市内小中学校にタブレット型パソコンを順次導
入しています。

▲グループで話し合った後、タブレットに入力

ＩＣＴを活用した授業　～フューチャースクール推進事業～11/7

　第４回のお宝発見事業（主催：生涯学習課）を、
３２人が参加して道の駅常陸大宮かわプラザで実施し
ました。
　かわプラザに到着すると、まず遠藤駅長から道の
駅の概要や機能について説明があり、その後、様々
な体験活動が行われました。
　はじめは、さつま芋掘り体験。敷地内にある体験
農場で、大きな芋を協力して掘りました。
　次に、かわプラザ未公認応援団「久慈川原本家」
の久慈川原もろ美さんと那珂川原鮎子さんが講師に
なり、ストーンアート作り。川原で自分のイメージ
に合う石を拾い、絵の具で好きな模様や色を付け、
見事な芸術作品を完成させました。
　最後は、グループに分かれて施設内見学。直売所

やフードコート、遊具のある公園など、自由に見学
して、子どもにとって魅力的な施設になるための提
案やクイズを考えました。
　その後は歴史民俗資料館小祝館に移動。第１回で
制作した陶芸作品の野焼きの様子を、泉坂下遺跡に
学ぶ陶芸講座の生徒と見学しました。
　子どもたちは、魅力発信に力を入れている道の駅
を見学・体験したことで、自分自身も市の魅力につ
いて考えることができたようです。

常陸大宮市のお宝を学ぼう　～第４回お宝発見事業～10/30

道の駅への提案
・遊具があると良い
・川遊び（ボートや魚のつかみ取り等）ができると楽しい
・座って食事できる場所がもっとほしい

　はじめに物語のポイントについて説明があり、グループ討議
をしながらタブレットに意見を入力した後、電子黒板などで他
のグループの意見を確認。他の意見を知ることで気づきが生ま
れ、自分の考えを深めることができたようです。
　その後の全体会では、「タブレットの活用方法は、話し合いの
内容をまとめて後日生徒に配ったり、クラスの何％がどの答え
を選んだか円グラフで瞬時に表示したりすることもできる」、
「ICTを活用するためには先生の研修が不可欠。特別なもので
はなく、教材研究の中で活用していってほしい」などの話があ
りました。参加した先生からも多くの質問があり、今後、様々
な場面での活用がさらに期待されています。▲全体会での様子

▲さつま芋堀り体験 ▲どんな道の駅が魅力的かな ▲陶芸作品の野焼きを見学
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　皆さんは、「聞き書き甲子園」を知っていますか？
　全国の高校生が、森・川・海を生きる場としてき
た“名人”を訪ね、知恵や技術、人生を聞き書きし、
記録する活動です。農水省や認定NPO法人「共存の
森ネットワーク」などで構成する実行委員会が主催
し、毎年１００人の高校生が、１００人の“名人”から
「聞き書き」をします。
　今年度の名人の一人として、峯岸進さん（長倉）
が、川の手技部門で「川の名人」に認定されました。
峯岸さんは長年船大工一筋で、那珂川流域の伝統的
な木造の川舟を製造してきた高い技術が評価されま
した。峯岸さんのもとには新潟県の高校生が訪れ、
現代の生活とは違う、自然と人の暮らしのつながり
や価値観を学んでいきまし
た。
　これから名人だけでな
く、市内から聞き書き甲子
園に参加する高校生が現れ
ることも、大いに期待した
いものです。

　山方地域の特産品である奥久慈漆の魅力に触れて
もらおうと、漆塗り体験教室（主催：山方総合支所）
を７月から１１月にかけて、５回にわたり開催しまし
た。
　山方漆ソサエティーの皆さんと本間健司さんを講
師に、市内在住の１５人が小皿と箸の漆塗りを体験。
　小皿には漆工芸技法の一つである「 螺  鈿 」を施し

ら でん

ました。螺鈿とは、あわびや白蝶貝などの虹色に輝
く部分を切り出して漆器に装飾するもので、あらか
じめ千鳥の形に切り抜かれたものを使用しました。
　最終日は、小皿に施した螺鈿の表面の漆膜を彫刻
刀で削り取る作業を行い、完成。本来漆器は、長い
期間をかけて仕上げるものですが、講師の皆さんの
創意工夫により、短期間で実現できました。参加者

は、出来栄えに
大満足の様子で
した。

漆の魅力に触れる11/6 川の名人に船大工の峯岸さん10/1

▲螺鈿の表面の漆膜を取る作業

　ふれあい広場が西部総合公園で開催され、約４万
２千人が来場。ステージでは、友好都市を結んだ秋
田県大館市の「大館曲げわっぱ太鼓」が披露され、
躍動感あふれるバチさばきに多くの拍手が送られて
いました。またフィールドでは、子ども会対抗綱引
き大会や園児たちによるマーチングバンドが行わ
れ、たくさんの歓声が上がっていました。

　関東の嵐山といわれる御前山で、第１回トレイル
ラン大会が開催されました。これは本市と城里町に
跨る御前山と那珂川を活用して、誘客促進を図るた
めに企画されたものです。
　今回は、ロングコース２７kmや親子ハイキング６km
など４部門に約５００人が参加。水無川や登山道など
の未舗装道を、思い思いのペースで走りました。ま
たチェックポイントでは、運営ボランティアが飲み
物などを手渡し、選手をサポート。参加者は紅葉を
楽しみ、気持ちの良い汗をかいた一日となりました。

秋の御前山を走る11/6 第28回ふれあい広場11/3

▲水無川（皇都川）を走る参加者

“川の名人”に認定された▶
峯岸進さん

「大館曲げわっぱ太鼓」
 の動画はこちら→
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　美和地域で、「高部の街並みと尺丈山を巡る」ツ
アー（主催：森と地域の調和を考える会）を開催し
ました。
　市内外から約５０人が参加し、地元のボランティア
の説明を聞きながら、情緒ある高部宿の街並みの散
策と、市内一高い尺丈山（５１１．５ｍ）の登山を楽しみ
ました。尺丈山の山頂付近は紅葉が見ごろで、３６０
度の素晴らしい絶景を満喫。昼食は美和産きのこを
使ったきのこご飯と豚汁で、参加者はおいしい昼食
とともに秋の一日を味わっていました。

　連続テレビ小説「ひよっこ」の撮影が快調に進む
中、高萩市で茨城ロケ取材会が行われました。会場
には、有村架純さん（ヒロイン・谷田部みね子役）、木
村佳乃さん（みね子の母・谷田部美代子役）、古谷一
行さん（みね子の祖父・谷田部茂役）など６人の出
演者が出席しました。
　ヒロインの有村さんは、「９月末からの先行ロケ
で、稲刈りのシーンを撮影しました。この稲たち
（背後に広がる田んぼの稲たち）は、地元の方やス
タッフにお手伝いいただいて刈った稲です。がんば
りました。順調に撮影は進んでいます」と話してい
ました。稲刈りには、常陸大宮市民の有志も参加し
ています。今後も県北地域一丸となって、「ひよっ
こ」を応援していきます。

茨城ロケ取材会が開催されました！11/5 美和地域の魅力を発見11/5

平成27年国勢調査結果（確定）
　秋晴れに恵まれ、恒例の「ごぜんやままつり２０１６」
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、北原ミレイコンサートや
ヒーローショーのほか、御前山中学校吹奏楽部によ
る演奏などの芸能発表が行われ、会場を盛り上げま
した。

ごぜんやままつり11/13

▲ステージ発表の様子

▲（後列左から）古谷一行さん、木村佳乃さん、有村架純さん、
峯田和伸さん　（前列左から）宮原和さん、髙橋來さん ▲紅葉と秋の食にみんな大満足

　平成２７年１０月１日現在で行っ
た国勢調査の確定値が、総務省
統計局から発表されましたので
お知らせします。
　本市の人口は、４２，５８７人（男
２０，９５３人・女２１，６３４人）で、平
成２２年調査時から２，５９１人減少しました。また
世帯数は１６，００５世帯で、８２世帯減少しました。

表　常陸大宮市の人口と世帯数

増減率増減数平成２２年平成２７年　

△５．７％△２，５９１４５，１７８４２，５８７総数

△５．４％△１，１８８２２，１４１２０，９５３男

△６．１％△１，４０３２３，０３７２１，６３４女

△０．５％△８２１６，０８７１６，００５世帯数
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　９月１７日に開幕した「KENPOKU ART 2016 茨城
県北芸術祭」は、１１月２０日をもって無事閉幕を迎え
ました。
　６５日間にわたり開催され、当初の目標の３０万人を
大幅に上回る７７万６千人が来場。多くの方の来場と
開幕前からの地域の皆さん協力で、成功を収めるこ
とができました。

　閉幕にあたっては、道の駅常陸大宮かわプラザで
閉幕イベントを実施。イベントには、橋本県知事や
南條総合ディレクターなどをはじめとした芸術祭関
係者やサポーターなどが集い、同日に開催した芋煮
会の芋煮など市産食材を使用した料理を囲みなが
ら、互いの労をねぎらい合いました。

KENPOKU ART 2016茨城県北芸術祭が閉幕しました11/20

　道の駅みわで、新そばまつりが開催されました。
４００食限定の手打ちけんちんそばには長い列ができ、
３０分足らずで完売。
　また、芋串や焼きそばなど地元の食が味わえる模
擬店が並び、多くの人でにぎわいました。

　第１９回やまがた宿芋煮会が開催され、多くの来場
者でにぎわいました。
　今年の芋煮は、食材のメインである里芋の下準備
に、山方中学校の生徒と常陸大宮大使の渡辺ヘル
ムートさんが協力。昨年の７，０００食から１０，０００食に
作る量を増やしました。
　当日は１１時から給仕を開始。一時は芋煮を求める
人の列で、会場が一杯になりました。
　またステージでは、山方中学校吹奏楽部や常陸大
宮吹奏楽団の演奏、ゆるキャラクイズなどが催さ
れ、来場者は芋煮を食べながら、イベントを楽しん
でいました。他にも芋煮茶屋や３０を超える特産品販
売店などが盛況で、奥久慈の食を堪能した一日とな
りました。

関東一の大鍋で芋煮会11/20 北斗星新そばまつり11/23

▲そば打ち実演に見入る来場者

▲閉幕式では全員で記念撮影▲外では芋煮のサービスも▲挨拶をする三次市長

▲山方中学校吹奏楽部（下）と渡辺ヘルムートさん（上）

〈子育て支援へ〉
水戸ヤクルト
販売株式会社
絵本・玩具等
27点

（敬称略）
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緒川地域の市民や団体、小瀬高等学校の生徒など
約１，１００人が参加して、防災訓練を実施しました。
訓練では、茨城県北地方に震度６強の地震が発生

したと想定。住民や生徒などが参加しての避難訓練
や救急訓練、消防隊員による埋没車両からの救助訓
練などが行われました。
この訓練前日の午前６時ごろ、福島県沖を震源と

するマグニチュード７．４の地震（本市は震度４）が発
生したこともあり、参加者は緊張感をもって訓練に
参加していました。

小瀬高校で防災訓練11/23
大宮中学校の栗本真樹子先生が、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等の分野で、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。
県内では２７人が選ばれ、 

栗本先生は、学習指導の優
れた実績が認められての受
賞となりました。

優秀教職員表彰11/14

表彰された栗本先生▶

▲悪質商法の話をする河村氏

第５７回全国スポーツ推進委員研究協議会で、市ス
ポーツ推進委員会が優良団体表彰、また小林正之ス
ポーツ推進委員が３０年勤続で表彰されました。長年
の活動が認められたことで、今後のさらなる活躍が
期待されます。

スポーツ功労者表彰11/17

▲盾を受け取る野上委員長（右） ▲小林委員

▲表彰を市長へ報告しました

県勢の発展に著しい功績があった方々を称える茨
城県表彰式が開催されました。本市からは、多年に
わたり少年非行防止・健全育成活動に尽力された石
﨑信昭さんが功績者表彰を、また地域のボランティ
ア活動・地域福祉向上に寄与された市ボランティア
連絡協議会（石﨑育子会長）が、功績団体表彰を受
賞しました。

県功労者表彰11/14

まちづくり講座を開催11/15
商工観光課担当の「高齢者を狙う悪質商法と対処

法」の講座を、下町ふるさとコミュニティセンター
で開催しました。県消費者教育講師の河村静子さん
が悪質商法の実例を挙げ、対処法について詳しく説
明しました。受講者からは、「今後騙されないよう
に気をつけたい」という声が多く聞かれました。
まちづくり講座は、市民の学習機会の充実を図る

ことを目的として、市職員等が市内の公民館や集会
施設などへ出張し、講座を開きます。受講料は無料
です。ぜひご利用ください。
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常陸大宮駅前イルミネーション点灯式が行われま
した。午後５時、市長の点灯の合図で約１８，０００の電
球に一斉に灯りがともると、駅前の通りは光で鮮や
かに彩られました。この日は雨が降っていました
が、たくさんの家族連れや恋人同士が光のきらめき
を楽しんでいました。
このイルミネーションは、来年２月１９日まで行わ
れます。ぜひご覧ください。

▲雨の日は光が反射して美しさが２倍です

県と株式会社ひたちなかテクノセンターが主催す
る「いばらきデザインセレクション２０１６」のデザイ
ンセレクション部門ソーシャルデザインで、道の駅
常陸大宮かわプラザが、「茨城県の優れたデザイン
として評価できるもの」として選定されました。
「久慈川が生み出した水辺の風景を活かしている。
特産品の商品化や地域の人々が集まり、魅力を発信
し合う地域活性化のハブとして期待できる」と評価
されての受賞です。

この事業は、県の産業イメージやブランド力を高
める優れたデザインの商品や活動などを選定し、県
内外にＰＲするために行われています。
この他に、本市から根本酒造株式会社の「カミマ

ル」（旧屋号を冠した新鋭のブランド）と､道の駅常
陸大宮かわプラザで活動する「久慈川原本家」が選
定されました。
この３団体は、応募総数１０８中、選定２０件の一つと

して選ばれています。

３団体が「いばらきデザインセレクション」に選ばれました11/1

▲受賞した道の駅常陸大宮かわプラザ ▲根本酒造

常陸大宮駅前イルミネーション11/27

私は那珂高校に通いなが
ら、地元の常陸大宮市でさ
まざまな活動をしています。
小学６年生の時に、青少

年育成常陸大宮市民会議大
宮支部で実施された「ふる
さとに会いに行こう～常陸
大宮再発見プロジェクト
～」に実行委員長として参
加したことが、すべての活
動の原点です。この事業に参加したことで、市に
ついて考えるようになりました。
今年は、常陸大宮市を舞台にした映画「ホーム

タウン」を製作しました。「故郷」は英語で「Home
（家）Town（まち）」です。「地域が一つの家」と
いうテーマをもとに、地元で活動する若者の姿を
描きました。
映画以外にも、NPO法人あきない組のお手伝い
や、きらきらタウン☆ひたちおおみや実行委員会
に参加したりしています。私を育ててくれたホー
ムタウン常陸大宮市で、これからも積極的に活動
していきたいです。

那珂高校 ２年
益子侑也さん

▲久慈川原本家の皆さん

サンタから子どもたちに▶
プレゼント
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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２８年度常陸大宮市文化祭」が行われ
ました。１０月２３日の囲碁大会を皮切りに、各地域で作品展示や発表会等を開催。文化協会会員をはじめ学校
や一般の方も参加し、日頃の練習の成果を披露しました。
また芸能発表会・音楽祭・茶会・大宮地域美術展・華道展、高校生による映画上映が市文化センターで同

時に開催され、多くの来場者でにぎわいました。芸能発表会では、新たに大学教授による特別講演の開催、
太田二高・那珂高なぎなた部の演舞、音楽祭では、大宮中、第二中の合唱が花を添え、充実した文化祭とな
りました。

各地域で市文化祭が開催されました10/23～

第１２回ダンス発表会（１０/３０） 第４回芸能発表会（１１/１９） 第１２回音楽祭（１１/２０）

大宮地域　美術展・華道展
（１１/１８～２０）

山方地域　作品展・発表会
（１０/２８～３０）

美和地域　作品展
（１１/３～５）

御前山地域　作品展
（１１/１２・１３）

緒川地域　作品展・発表会
（１１/５・６）

開催日：１０月２３日
参加者：３０人
優　勝　山口　　稔（小　舟）
準優勝　軍司　　武（根　本）
第３位　髙安　勝美（笠間市）

開催日：１１月６日　　　参加者：３１人（うち小学生３人）
【１組】優　勝　菊池　達也（田子内町）／準優勝　桧山　雅人（那珂市）
【２組】優　勝　浅川　克巳（上大賀）／　準優勝　田中　　誠（下檜沢）
【３組】優　勝　根本　興也（山　方）／　準優勝　木村　　保（盛　金）
【４組】優　勝　中橋　　武（野中町）／　準優勝　佐藤　　強（小田野）

第12回

碁大会囲碁大会囲碁大会囲碁大会

第12回

将棋大会将棋大会将棋大会将棋大会

茶会（１１/１９・２０）
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第３６回常陸大宮市近郊中学校サッカー大会

開　催　日：１１月１２日、１３日
主　　催：一般財団法人常陸大宮市体育協会
会　　場：西部総合公園多目的グラウンド他２会場
参加チーム：１６チーム
優　勝：常陸大宮市立大宮中学校
準優勝：大子町立大子中学校
第３位：常陸太田市立瑞竜中学校
敢闘賞：常陸大宮市立明峰中学校

第１３回常陸大宮市民卓球大会

開　催　日：１１月２０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

常陸大宮市ベテランテニス大会

開　催　日：１１月２０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
優　勝：松本　三千男・生天目　英明
準優勝：荒井　稔・池崎　守

▲優勝したステップ ▲入賞した皆さん

第１９回ミックスバレーボール大会

開　催　日：１１月６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：７チーム
　優　勝：ステップ　　準優勝：ＳＯＹＡ

第３位準優勝優　勝
美和卓球クラブB球友クラブJr. B美和卓球クラブA球友クラブJr. A

【団体の部】

第３位準優勝優　勝
（明峰中）皆川　善樹（球友クJr.）小林　優斗（球友クJr.）會澤　龍生（Over Limit）樫村　悠希中学１年男子
（球友クJr.）野崎　雅翔（明峰中）岡﨑　和徳（Over Limit）瀧本　　亘（Over Limit）飯村　旬希中学２年男子
（球友クJr.）関澤　里菜（Over Limit）伊藤　萌夏（球友クJr.）菊池　結愛（球友クJr.）川西　唯加中学１年女子
（球友クJr.）菊池　心愛（球友クJr.）宇留野理沙（球友クJr.）小林　千鶴（球友クJr.）本橋　凜央中学２年女子
（球友クJr.）鯉渕　伸哉（美和卓球ク）小堀　健太（美和卓球ク）井野上賢太（球友クJr.）生田目智史男子シングルス
（球友クJr.）會澤　榛夏（球友クJr.）佐藤　幸美（美和卓球ク）岡山　千夏（球友クJr.）四倉　　鈴女子シングルス

【個人の部】

▲優勝した大宮中サッカー部
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第４回常陸大宮市スポーツ少年団駅伝競走

開　催　日：１１月２０日
主　　催：一般財団法人常陸大宮市体育協会他
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：低学年男子３０、低学年女子８チーム

高学年男子２４、高学年女子１５チーム

選手宣誓は、
　常陸大宮SHINING BOYSの

堀江陽心さん▶

第40回産経新聞社旗争奪大会 リトルリーグ野第40回産経新聞社旗争奪大会　リトルリーグ野球球

リトルリーグ東関東連盟茨城大会の３～５年生を中心としたマイ
ナー大会で、常陸大宮リーグが８年ぶりに決勝に進出しました。
常陸大宮リーグは二回１死二・三塁、六回無死一・二塁と好機を作っ

たもののあと１本が出ず。惜しくも常陸太田リーグに０−３で敗れま
したが、最後まで全力で戦い抜きました。

合計654321リーグ名〈
決
勝
〉

0000000常陸大宮

3×00030常陸太田 ▲準優勝の常陸大宮リーグ

≪高学年男子の部≫≪低学年男子の部≫
タイムチ ー ム 名順位タイムチ ー ム 名順位
２９分４７秒日立陸上クラブ１２１分０４秒笠間サッカースポーツ少年団Ａ１

３０分２５秒瓜連サッカースポーツ少年団Ａ２２２分２１秒山方サッカースポーツ少年団Ａ２

３１分４４秒大宮サッカースポーツ少年団Ａ３２２分３８秒大宮サッカースポーツ少年団Ａ３

３２分１４秒大宮サッカースポーツ少年団Ｃ４２３分４０秒瓜連サンダース４

３２分４４秒常陸大宮SHINING BOYS５２３分５４秒笠間サッカースポーツ少年団Ｂ５

３３分０６秒金砂郷クラブＡ６２３分５８秒常陸大宮市陸上競技スポーツ少年団６

≪高学年女子の部≫≪低学年女子の部≫
タイムチ ー ム 名順位タイムチ ー ム 名順位
３１分５８秒日立陸上クラブ１２２分２２秒常北ＭＢＣ　Ａ１

３２分４５秒常陸大宮フェアリーズスポーツ少年団Ａ２２３分５０秒あおいJr.ミニバススポーツ少年団Ａ２

３２分５７秒あおいJr.ミニバススポーツ少年団３２３分５８秒長堀ミニバス３

３３分４１秒常陸大宮市陸上競技スポーツ少年団４２４分５１秒常北ＭＢＣ　Ｂ４

３３分５３秒常北ＭＢＣ５２５分０３秒あおいJr.ミニバススポーツ少年団Ｂ５

３４分２３秒金砂郷クラブ６２５分２３秒金砂郷ミニバススポーツ少年団６

 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


