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広報　常陸大宮　　　　平成２８年１２月号２

予算額

収入済額

74億8,000万円74億8,000万円74億8,000万円
56億6,662万6千円56億6,662万6千円56億6,662万6千円

41億3,779万2千円
15億5,938万9千円

28億5,651万3千円
5億9,633万1千円

26億7,760万円
12億9,075万円

26億7,160万2千円
9億5,476万1千円

19億585万9千円
8億3,739万円

13億9,702万4千円
4億7,547万8千円

10億8,581万1千円
4億2,789万1千円

14億9,144万9千円
3億8,736万8千円

46億3,396万8千円46億3,396万8千円46億3,396万8千円
29億3,117万7千円29億3,117万7千円29億3,117万7千円

34億3,413万6千円34億3,413万6千円34億3,413万6千円
7億6,114万円7億6,114万円7億6,114万円

28億5,950万円28億5,950万円28億5,950万円
0円0円0円

18億5,376万3千円18億5,376万3千円18億5,376万3千円
18億5,376万3千円18億5,376万3千円18億5,376万3千円

14億2,026万8千円14億2,026万8千円14億2,026万8千円
1億1,214万3千円1億1,214万3千円1億1,214万3千円

11億5,262万3千円 11億5,262万3千円 11億5,262万3千円 
0円0円0円

7億2,690万円7億2,690万円7億2,690万円
3億8,586万3千円3億8,586万3千円3億8,586万3千円

15億1,170万7千円15億1,170万7千円15億1,170万7千円
5億2,897万8千円5億2,897万8千円5億2,897万8千円

68億4,921万5千円
28億5,223万2千円地方交付税

市税

国庫支出金

市債

繰越金

県支出金

繰入金

その他

地方消費税
交　付　金

概　要
　平成２８年度の当初予算は、一般

会計が２２９億２，０００万円、特別会計

が１２７億９，０５０万円、企業会計（上

水道事業）の収益的収支の収入で

１３億８，４９１万８千円、支出で１３億

１，８３８万１千円、資本的収支の収入

で１億７，５８９万７千円、支出で５

億５，４４３万４千円でした。それに、

前年度からの繰り越し及び政策的

経費などの補正を加えた予算額は、

平成２８年９月３０日現在で、それぞ

れ一般会計が２５０億７，２８６万５千円、

特別会計が１３４億１，５４２万６千円、

企業会計の収益的収支の収入で１３

億８，４９１万８千円、支出 で１３億

２，５８８万１千円、資本的収支の収入

で１億９，５８９万７千円、支出で５

億９，３７４万６千円になっています。

特別会計の収支状況
支出済額収入済額予　算　額区　　　　　分

２４億５，８９４万６千円２５億６，４４７万円５８億６，８２４万円事 業 勘 定国民健康保険
特 別 会 計 ７，１２８万５千円７，６０３万２千円１億９，６００万円診療施設勘定

３億２，１９７万２千円２億３，３０３万円８億９，０４５万４千円公共下水道事業特別会計

３４３万８千円７，６４７万５千円９５０万円公 営 墓 地 特 別 会 計

２億２，００５万５千円２億１，６９０万円５億３，７７９万１千円農業集落排水事業特別会計

１９億５，３６２万３千円２３億７，９９５万３千円５０億４，６４０万４千円介 護 保 険 特 別 会 計

７４２万円２９万２千円２，２４０万円宅 地 造 成 事 業 特 別 会 計

２，１３２万９千円１，９１７万６千円４，５６０万円戸別浄化槽整備事業特別会計

２，９７６万２千円８，７４３万４千円３億４，７２６万４千円温 泉 事 業 特 別 会 計

１億４２６万６千円１億４，０６７万９千円４億５，１００万円後期高齢者医療特別会計

０円０円７７万３千円那珂地方公平委員会特別会計

歳歳歳歳歳歳歳歳歳歳歳入入入入入入入入入入入　予　算　額　250億7,286万5千円
収入済額　122億3,969万円（収入率48.8%）

※上記の予算額、収入済額及び支出済額は、平成28年９月30日現在のもので、平成
平成28年度上半期の

財政状況を
お知らせします

予算の収支状況

収支率収支額予算額区　分

４２．３％５億８，５５４万６千円１３億８，４９１万８千円収 入
収益

１８．７％２億４，７４０万３千円１３億２，５８８万１千円支 出

０．０％０円１億９，５８９万７千円収 入
資本

２４．４％１億４，４６５万３千円５億９，３７４万６千円支 出

　資本的支出額５億９，３７４万６千円に対して資本的収入額の不足額３億９，７８４万９千円は、当年度
分消費税及び地方消費税資本的収支調整額、過年度分損益勘定留保資金で補てんする予定です。

業務状況

４１，４２０人給 水 人 口

１７，６２０件給 水 件 数

２，３２３．４９０弱/９月末有 収 水 量

２０，３４１弱一日最大配水量

１７，６６９弱一日平均配水量

７１．８６％有 収 率

（地方公営企業法第40条の２第１項の規定に基づく公表）上水道事業会計の状況
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予算額

支出済額

74億8,000万円
56億6,662万6千円

41億3,779万2千円41億3,779万2千円41億3,779万2千円
15億5,938万9千円15億5,938万9千円15億5,938万9千円

28億5,651万3千円28億5,651万3千円28億5,651万3千円
5億9,633万1千円5億9,633万1千円5億9,633万1千円

26億7,760万円26億7,760万円26億7,760万円
12億9,075万円12億9,075万円12億9,075万円

26億7,160万2千円26億7,160万2千円26億7,160万2千円
9億5,476万1千円9億5,476万1千円9億5,476万1千円

19億585万9千円19億585万9千円19億585万9千円
8億3,739万円8億3,739万円8億3,739万円

13億9,702万4千円13億9,702万4千円13億9,702万4千円
4億7,547万8千円4億7,547万8千円4億7,547万8千円

10億8,581万1千円10億8,581万1千円10億8,581万1千円
4億2,789万1千円4億2,789万1千円4億2,789万1千円

14億9,144万9千円14億9,144万9千円14億9,144万9千円
3億8,736万8千円3億8,736万8千円3億8,736万8千円

46億3,396万8千円
29億3,117万7千円

34億3,413万6千円
7億6,114万円

28億5,950万円
0円

18億5,376万3千円
18億5,376万3千円

14億2,026万8千円
1億1,214万3千円

11億5,262万3千円 
0円

7億2,690万円
3億8,586万3千円

15億1,170万7千円
5億2,897万8千円

68億4,921万5千円68億4,921万5千円68億4,921万5千円
28億5,223万2千円28億5,223万2千円28億5,223万2千円 民生費

教育費

土木費

公債費

総務費

衛生費

消防費

その他

農林水
産業費

主な財産の現在高

公共施設敷地
4,915,786.55㎡

宅地
4,595.29㎡

山林、原野等
6,304,802.26㎡

建物
280,257.38㎡

基金及び出資金
131億7,167万5千円

車
203台

市債の状況

※現在高の上段（　）内の金額は、市債のうち合併特例事業債や過
疎対策事業債など、毎年度の元利償還額の一部を地方交付税で補
てんされる市債があり、それらの市債の残高から補てんされる金
額を除いて実際に市が負担する見込み額です。

民生費
156,930円

公債費
61,350円

教育費
94,806円

総務費
61,212円

土木費
65,449円

消防費
24,878円

衛生費
43,667円

農林水産業費
32,009円

その他
34,172円

○一般会計予算における
　一人当たりの額　　　　574,473円

○市税総額における
　一人当たりの額　　　　106,174円
＊上記の金額は、平成28年9月30日現在の住民基本台帳
人口43,645人で算出しています。

歳歳歳歳歳歳歳歳歳歳歳出出出出出出出出出出出　予　算　額　　250億7,286万5千円
支出済額　　　93億8,159万円(執行率37.4%)

27年度から繰り越されたものを含めています。

■問い合わせ■
財政課　財政グループ
緯５２‐１１１１（内線３７５）

実負担割合現   在   高会計区分

２３．３％（５８億５７万円）
２４８億９，５１６万円一 般 会 計

３０．０％（３，４９７万円）
１億１，６５７万円国保診療施設勘定

５７．８％（１７億３，９４３万円）
３０億９４０万円公 共 下 水 道 事 業

１００．０％（２億３，０７０万円）
２億３，０７０万円公 営 墓 地

４９．８％（１６億４，７２１万円）
３３億７６５万円農業集落排水事業

３０．０％（４５１万円）
１，５０２万円宅 地 造 成 事 業

５０．７％（７，２５０万円）
１億４，３００万円戸別浄化槽整備事業

３０．０％（４，２６９万円）
１億４，２３０万円温 泉 事 業

１００．０％（３９億８，８２９万円）
３９億８，８２９万円上 水 道 事 業

３７．８％（１３５億６，０８７万円）
３５８億４，８０９万円合　　　　計
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市特産品「常陸大宮さん」認証品を決定

市特産品認証制度「常陸大宮さん」とは

　市内で生産された農林水産物や加工品のうち、「常陸
大宮市らしさ」、「品質・価格」、「信頼性・安全性」、「市
場性・将来性」といった審査基準を満たしたものを、市
特産品「常陸大宮さん（産）」として認証するものです。
　生産拡大及び販売促進のための取り組みを推進し、地
域経済の活性化とイメージアップを図ることを目的とし
ています。

農林水産物 加 工 品

魅力ある常陸大宮の産品

生産者・事業者

生産拡大
販売促進

地域（市）

経済の活性化
イメージアップ

＊市の特産品【常陸大宮さん】
　として認証

〇特産品の認証決定まで

　今年度、新たに市特産品「常陸大宮さん」認証制度
を創設し、６月下旬から２か月にわたり公募を行いま
した。
　初募集となった今回は多数の応募があり、有識者等
で組織する「常陸大宮市農産物等地域ブランド認定制
度・６次産業化推進協議会」（１０月２６日開催）の審査を
経て、３２品目を「常陸大宮さん」として認証決定しま
した。

▲推進協議会での話し合いの様子

〇特産品発表会・認証書交付

　「常陸大宮さん」認証品発表会は、１２月５日に市
役所で開催。認証となった商品が展示され、生
産・製造している各事業者に、三次市長から認証
書の交付が行われました。
　認証期間は３年間で、認証品には「常陸大宮さ
ん」認証マークの表示ができる
ようになり、認証シールやミニ
のぼりなどが配付されます。
　また市では、認証特産品紹介
パンフレットの作成やホーム
ページへの掲載など、情報発信
を行っていきます。

■問い合わせ■　農林課　生産流通グループ　緯52‐1111（内線208）

▲認証書を手に記念撮影
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①奥久慈の恵　うまかっぺ（米）
（奥久慈うまい米生産協議会　
 大宮支部）
食味値８５以上の
品質。市場に少
量しか出回らな
い希少な地域オ
リジナル米。

②奥久慈なす
（JA常陸　大宮地区なす部会）

③原木生椎茸
（JA常陸　大宮地区椎茸部会）

年間２００ｔ超え
の生産実績を誇
り県銘柄産地に
指定。
濃い紫色で柔ら
かく身がしまっ
ているのが特
徴。

原木を使って手
間暇かけて育て
た肉厚な生椎茸。
定期的に厳しい
検査を行い、美
味しさと安心安
全を食卓にお届
け。

④奥久慈ねぎ
（JA常陸　大宮地区ねぎ部会）

堆肥や有機肥料にこだわっ
て生産。白身が長く、甘み
があるのが特徴。
県推進銘柄産地に指定。

⑤奥久慈の花桃
（JA常陸　大宮地区枝物部会）

共同促成室での集中一元管理
によって品質を向上。木肌が
きれいな1年枝を出荷するこ
とで減農薬栽培を実現。
＊平成28年度茨城県農業改革
推進大賞最優秀賞・県知事賞
のダブル受賞など受賞歴多数

⑥奥久慈いちご
（奥久慈いちご研究会）

「いばらキッス」・「ひたち姫」は
もちろん、自家交配したオリジナ
ル品種など常陸大宮ならではのい
ちごを楽しめる。

⑧ひたち姫スムージー・ 常陸  大  黒 スムージー
ひたち おお ぐろ

（いちごＢＯＸ）
自家栽培したいちご「ひ
たち姫」と、花豆「常陸
大黒」を贅沢に使用した
２種類のスムージー。

⑩ 瑞  穂 
みず ほ

 牛 
ぎゅう

（有限会社瑞穂農場）
自社農場で生まれた子牛を
出荷まで育てる一貫生産。
しっとりとした脂質が特徴
の良質な和牛。
＊平成27年度全国肉用牛枝
肉共励会で最優秀賞など受
賞歴多数

⑦ 舟  ヶ  作 ぶどう園のぶどう
ふね が さく

（舟ヶ作ぶどう園）
大粒の欧州系種無
しぶどうも多品種
栽培。味・色・形
にこだわりながら
約３０品種を生産。

⑨かわプラザGelato & Smoothieのジェラート
（元気な郷づくり株式会社）

地元瑞穂農場のミル
クや季節ごとの地元
の農産物を使った
ジェラート。

⑪瑞穂牛メンチカツ
（有限会社瑞穂農場）

瑞穂牛の旨味と粗切
り玉ねぎの甘みが存
分に楽しめる贅沢な
メンチカツ。
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⑱ 奥  久  慈  卵 
おく く じ らん

（株式会社ひたち農園）
独自の一貫流通システム
で新鮮さにこだわったブ
ランド卵。艶やかで美し
いオレンジ色の黄身と濃
厚なコクが特徴。

⑲石黒たまご園の平飼い有精卵
（石黒たまご園）

「よいヒナ、よいエサ、よ
い飼い方」がモットーの
平飼い有精卵。透き通る
ような黄色の黄身と弾力
のある卵白が特徴。

⑳ 環 の 花  平飼い有精卵
わ はな

（環の花）
自家配合の餌と有機野菜
を与えて開放鶏舎でのび
のび育った、元気で健康
な鶏の有精卵。

蔚環の花平飼い有精卵プリン
（環の花）

自家製の平飼い有精卵をふ
んだんに使った、濃厚で滑
らかなプリン。プレーンと
黒ゴマ豆乳プリンの２種
類。

⑬ちびまるなっとう
（丸真食品株式会社）

納豆の銘店がつくる「ひた
まる」パッケージの新商品。
奥久慈産の大豆（小粒）を
使用。

⑫えごま油
（岩崎荏胡麻生産組合）

岩崎地区を中心に栽培する
「えごま」を１００％生絞りした
えごま油。
道の駅常陸大宮「かわプラザ」
の人気商品の一つ。

⑭えごまうどん
（有限会社中橋製麺所）

地元産のえごまを練りこんだ
うどん。
ほのかなえごまの風味とツル
ツルした食感が特徴。

⑮ 藤  右  衛  門 らーめん
と う え もん

（有限会社中橋製麺所）
見た目はこんにゃく、食
べたらラーメン。
奥久慈産粉こんにゃくを
練りこみつつも、ラーメ
ン本来のおいしさを再
現。

⑯鮎のうるか干し
（株式会社かめや）

あゆをうるか（あゆの塩
辛）だれに漬け込み、丁
寧に干しあげている。
熟成されたうま味とほろ
苦さが特徴。

⑰あゆの塩焼き
（常陸大宮市観光協会）

「市の魚」に制定されてい
る「あゆ」の定番である
塩焼きは、市内道の駅、
飲食店、旅館などで販売。



広報　常陸大宮　　　　平成２８年１２月号７

雲 西  ノ  内  和  紙 （五介和紙）
にし の うち わ し

五介和紙にて漉かれた楮紙。丈夫で破れにくく仕上げています。

荏西ノ内和紙（紙のさと）
地元産那須楮を使用した和紙を絵手紙セット、読書セット、強性紙座布団に加工しました。強性紙は、こんにゃく糊
を表面に塗って乾かし石灰で煮る工程を繰り返すことで、水に強く破れにくく仕上げています。

鰻柚子きれい
（常陸大宮市温泉事業株式会社）
御前山産ゆず「多
田錦」を使った濃
縮ジュース。

姥さわやかゆずサイダー
（常陸大宮市温泉事業株式会社）

厩ゆずパスタソース
（常陸大宮市温泉事業株式会社）

御前山産ゆず
「多田錦」の風
味を最大限に
生かし、ほど
よい甘さに仕
上げたサイ
ダー。

御前山産ゆず「多田
錦」を使った調理が
簡単な無添加パスタ
ソース。

浦生クリーム大福
（有限会社菓子処ふるさわ）

柔らかくつきあ
げた餅に餡とク
リームを包んだ
常陸大宮の定番
手みやげ。

瓜おおみやマドレーヌ
（有限会社菓子処ふるさわ）

閏どら焼き（ひたまる焼印入り）
（有限会社菓子処ふるさわ）

奥久慈卵を使っ
たボリューム感
のあるマドレー
ヌ。

奥久慈卵を使用
した「ひたまる」
の焼印が入った
どら焼き。

「西ノ内紙」
１尺１寸×１尺６寸（３３cm×４８cm）と
いう伝統的な大きさの和紙

「一枚漉きはがき」
１セット１０枚入り

「半紙」
西ノ内紙の半分の大きさの和紙

「絵手紙セット」 「読書セット」 「強性紙座布団」

噂「 上  丸 」純米吟醸
カミ マル

（根本酒造株式会社）
老舗の蔵元「根本酒
造」の「久慈の山」
に続く新ブランド。
茨城県オリジナル酒
造好適米「ひたち錦」
を使用。

云奥久慈の恵うまかっぺ（酒）
（根本酒造株式会社）

食味値の高い地域オ
リジナル米である
「う ま か っ ぺ」を
１００％使用した純米
酒。

運久慈の山梅酒
（根本酒造株式会社）

地元産の梅「白加賀」
を銘酒「久慈の山」
に漬け込んだ梅酒。
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わたしたちのまちの民生委員・児童委員の皆さん

　任期満了に伴い、民生委員・児童委員が平成２８年１２月１日付けで改選されました。
　平成３１年１１月３０日まで３年間の任期となります。

●心配ごとを解決するお手伝いをします
　「言うことを聞かない我が子につい手をあげてしま
う」、「高齢の両親の介護に疲れた」、「子どもが家に引
きこもりがちだ」など、何かに悩んでいる時には、ぜ
ひ相談ください。

●安心して相談できるボランティアです
　民生委員・児童委員は、「民生委員法」、「児童福祉法」
によって設置された地域住民を支援するボランティア
です。すべての民生委員は、子どもに関わる問題を担
当する児童委員も兼ねています。

●秘密は守られます
　民生委員・児童委員には守秘義務がありますので、相談内容の秘密を守ります。また心配ごとを解決するため
に、福祉の制度など、様々な支援サービスを紹介します。また必要に応じ、関係団体・機関や福祉サービスとの
調整役を務めます。

▼大宮地区民生委員児童委員協議会
担　当　地　区連絡先氏　　名

旧栄町（１班～４班・９班～１０班・１２班
～１３班）５２‐６５００岩間　幸子

旧栄町（５～８班・１１班）５３‐１９６８益子　弘子
旧南町（１班～７班）、大林グランフォレ５２‐０２０６飯田　育代
旧南町（８班～１６班）、コーポちのね５２‐３２０６永井　福二
旧中富（１班～４班・７班・１３班・１５班
～１６班）５２‐２７０９駒田　啓子

旧中富（５班～６班・１４班・１７班）、旧西
町（８班～１２班）５２‐０６３６鴨志田ふみ子

旧抽ケ台（１班～８班・２０班・２３班・２４班）５２‐６３４４根本　仁子
旧抽ケ台（９班～１９班・２１班・２２班）５３‐６６６２渡辺　則子
旧上町５２‐１４１０薄井　　博
旧下町５３‐５５２９横山　弘子
旧北一、旧北二、旧寺町５２‐００６２黒部　靖子
旧北三５２‐１４３６堤　　一男
旧東富５２‐１３５７大曽根礼子
旧姥賀、旧高渡５３‐５５１８長山亜紀子
旧野中（１班～８班）５３‐２２３３大畑　　章
旧野中（９班～１５班）５２‐１２４６菊池まさ江
旧田子内（２班～４班・１０班・１３班・１５
班～２２班）５２‐１３９９吉田　利男

旧田子内（１班・５班～９班・１１班～１２班・
１４班）５３‐１２１１木村　一見

東野（仲坪・上合・新谷・上町東・上町
西・森）５３‐３８３２横山すみい

東野（蒲沢・第一・下町東・宿・下町
西・水引・梅田）５２‐０２８０桑原　明美

東野（原東・前善久・駅前・南善久・善
久・東原・泉団地・原内・梶住宅・原西）５２‐２３９５梶　　幸雄

八田（坪ノ内・高野・唐木田・三蔵・二
ツ塚）５３‐２３７８野上　孝子

八田（宮前・堰ノ上・愛宕山・西原・東
前・御陣屋１～３）５３‐２３９５増子　正子

若林（後坪・仲坪東・仲坪西・桜台・市
営住宅）５３‐２５２８宇野美千代

若林（前坪・清水・前引田・後引田）５２‐４６６１篠田　康予
上大賀全域５２‐１０４３相田はるみ
久慈岡全域５３‐０１８５大森　　猛
岩崎全域５３‐０５８９廣木　　保
鷹巣（原・田中第２・大坂平前・大坂平
後・瑞穂牧場・原団地・河井台団地・犬
追）

５３‐２２５７戸田　栄一

担　当　地　区連絡先氏　　名
鷹巣（戸の内・那須内・中坪・田中第
１・諏訪下・上坪東・上坪西・橋場前・
橋場後）

５３‐２４０９吉川　　誠

小祝全域５３‐１７３８廣木とよ子
辰ノ口全域５３‐００３７鈴木　和枝
塩原全域５３‐０３０６栗田　初美
小倉全域５３‐０５１４大越とし子
富岡全域５３‐０５４４神永三枝子
下岩瀬全域５２‐３５２１大和田典子
上岩瀬全域５２‐０９０２黒澤　　博
根本全域５２‐３７４６石川　　勇
泉本郷・泉新道（第１～第４・第１２・第
１３・第１５）・小林団地・警察官舎５２‐３７２１小沢　正之

泉新道（第５～第１１・第１４）・権現団地・
西建住宅・片根住宅・泉ニュータウン・
石川住宅

５３‐１０８８伊藤　澄子

宇留野台全域５３‐１５０２櫻井富美代
宇留野圷全域５２‐２５６６市野沢惠子
下村田全域５３‐２９２４松田　四郎
上村田全域５３‐５２０５冨山　薫孝
石沢（台・台東原・西浦・西浦東・東
原・赤城・ツインズコイズミ）５２‐２１９６齋藤　曉美

石沢（引田・圷・額山西・額山東・額山
上・宮の脇・梶内・台北組）

０９０‐１６００‐
０３３４冨山　克巳

小場（新町第一・新町元・新町親和・新
町中・古宿更生・古宿相互・宮本・宮
下・西城・内宿・城内）

５３‐５６７７安藤　茂樹

小場（宿道東・宿新生・共和・上町・富
士坂・滝沢・福山・富河原・高峯）５３‐３６８５猿田　惠陽

小野（中道・原第一・原第二・前山・雇
用促進住宅）５３‐２７５３宇留野はぎ子

小野（高ノ倉・宮下・宮内・塙・滝ノ
上・大林）５３‐２６９４秋山　　充

三美（宿上町・西坪・安戸・沖ノ谷）５３‐２５７２片岡里津子
三美（清水・中崎西・中崎東・宿下町・
富士・泉沢・宿中町・新富士）５４‐０８０８中﨑　徳一

西塩子全域５３‐４２２４大貫　弘子
北塩子（待合・小割・井戸の上・細内・
後坪・北塩子団地・小割団地）５３‐４５７４宇留野裕子

北塩子（下仲郷・上仲郷・下小貝野・上
小貝野・長井）５３‐４０１３圷　　洋子

照田全域・北塩子（宮の森団地）５３‐７６６７田口　豊子
（大宮・大宮西小学校区）５２‐５５４８堀江　勝義
（大賀・大宮北小学校区）５３‐１３８３浅川れい子
（村田・上野小学校区）５３‐３９２１小室　廣明
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担　当　地　区連絡先氏　　名

山方（元上町・仲町・下町・市の沢）５７‐２０９７小河原敬郎

山方（上小池・神奉地・下小池・台の内）５７‐２０５７髙村　壽夫

山方（和田・大久保・和田高山・東和田）５７‐６０７５三次　重雄

山方（新上町・新道・舘・根古屋・駒形
平・北皆沢）５７‐２２４８小林　隆子

山方（芝・サンコーポラス・南皆沢）５７‐６２２６柏　　保一

野上（小屋場・上町・金田・篠の沢・上
の原・元倉・上の台・向大林）５７‐２７９６阿久津光男

野上（原前・原下町・原道西・流田・羽
場前・羽場後・羽場新道・滝沢）５４‐４００８黒沢　公雄

舟生（舟生一・二・三、舟生沢・栄坪・
上長久保・下台）５７‐２０５１川野邊美惠子

舟生（沢口・下の坪・岡坪・関沢・舟生
岡）５７‐３２３２菊池三千春

西野内全域５７‐６６１７小野瀬　正

旧諸沢一区・北富田（秋葉・柳の草）５４‐４８５５中島　正彦

旧諸沢二区５７‐６３２１寺田　靖洋

旧諸沢三区５７‐６７４０木口甲子男

旧諸沢四区５７‐６４１３中郡　幸子

旧諸沢五区・北富田（田の平・笹山・大
崎・横手）５７‐６１９８細貝かね子

盛金（岡平・桧沢口）５７‐９０２８髙村　喜典

盛金（盛金宿一・二、平山）５７‐９１３３髙林　陽子

盛金（高井釣・後野・穴城）５７‐９４６９川野邊耕機

家和楽全域５７‐９２２２木村　　修

久隆全域５７‐９１８９大森　　明

長沢全域・長田上区（榎内・荒屋・大田
和・樅ノ木）５７‐３４８２圷　　岩夫

照田全域・長田下区（仲内・仲寺田・寺
内・カジヤ・羽出庭）５７‐３４３６海老根　裕

小貫全域５７‐３０２６猿田　潤子

照山全域５７‐６４４７木村　　悟

山方南小学校学区５７‐２１６７大串理恵子

山方小学校学区５７‐３１３４菊地かほる

▼山方地区民生委員児童委員協議会

　　　　　主任児童委員　
　　児童に関わる相談・支援を専門に担当します。

担　当　地　区連絡先氏　　名
小田野（小田野宿・小田野下郷）５８‐２２９９石川喜久江
小田野（小田野中郷・小田野上郷）５８‐２７９５田沢　誠一
鷲子（鷲子下郷・袋木）５８‐２６９４堀江みな子
鷲子（鷲子宿・仲島）５８‐２４２４小室　隆夫
鷲子（花輪・田沢・鳥居土）５８‐２３３９薄井　幼子
美和地域全域５８‐２５５８小室美智子
美和地域全域５８‐２３９２滝　　正大

■問い合わせ■　
福祉課　社会福祉グループ　緯52‐1111（内線133･134）
各総合支所市民福祉課
山　方　緯57‐2121　美　和　緯58‐2111
緒　川　緯56‐2111　御前山　緯55‐2111

▼御前山地区民生委員児童委員協議会
担　当　地　区連絡先氏　　名

野口１区（館・内古屋）５５‐２２５７小林　七重
野口２区（川端・下宿・中宿・上宿・内
原・内原台・西塙・市営住宅）５５‐２８５７小林　寿子

野口３区（滝若・津浪・西組）５５‐３５５９皆川　正一
野口平全域５５‐３７６１圷　　光麿
門井全域５５‐３６８１安藤　　保
下伊勢畑（光戸・下の下・紺茶・大栗・
細内）５５‐２４１４関澤　孝子

下伊勢畑（和田・古屋・久保・川畑・大
信・市営住宅）５５‐３１８１飛田　　緑

上伊勢畑全域５５‐２３９１疋田登志子
檜山全域・下伊勢畑（相川）５５‐２８７２青山　洋子
長倉全域（大倉を除く）５５‐２５７９栗田　玲子
野田全域５５‐３３３１羽石　和博
秋田全域５５‐２８２３鯉沼　信子
中居全域５５‐３２５８木内　文子
金井全域、長倉（大倉のみ）５５‐３９７９田仲　和子
御前山地域全域５５‐３７２４田中　茂治
御前山地域全域５５‐３９２２菊地　　弘

担　当　地　区連絡先氏　　名
那賀全域５６‐２０３６田中　陽子
下小瀬全域・小玉全域５６‐２３４３長山　順子
国長全域５６‐３６３７柏原惠美子
上小瀬（下郷）５６‐２０９８小室　節子
上小瀬（宿）５６‐２４１６大久保正比古
上小瀬（本郷）５６‐２７３９大津恵美子
上小瀬（川西）５６‐２６３１小瀬　忠志
上小瀬（西根）５６‐３２０５関谷　好子
大岩全域５６‐３０３７堀江　芳子
小舟（小舟上）５６‐２０７５内田　尚子
小舟（小舟下）５６‐２７９１長山喜代志
油河内全域５６‐３０８４川上りき江
小瀬沢全域・松之草全域５６‐３２９４三村　陽子
吉丸全域５６‐３３０６相川かつ子
入本郷全域５６‐３１６０川野邊　博
千田全域５６‐３１１６小室　孝子
緒川地域全域５６‐２２１９矢野　　忠
緒川地域全域５６‐２４９５宮田　則子

▼緒川地区民生委員児童委員協議会

担　当　地　区連絡先氏　　名

氷之沢（野沢）５８‐２２７６萩庭　幸子

氷之沢（元沢・表郷一・表郷二）５８‐２７３８橋本　勇夫

下檜沢（下郷・宿三・宿二・宿一）５８‐２８４７青栁　茂里

下檜沢（仲郷・仲檜沢）５８‐３１４４髙岡　　昇

下檜沢（上郷一・上郷二・上郷三）５８‐３８３３小泉ふさ江

上檜沢（下組）５８‐３００５大内　孝一

上檜沢（中組・上組）５８‐２７６１川西　久志

高部（三ツ木・下町・上町）５８‐２９７５大森　知子

高部（関山・谷熊）５８‐２４３６髙野　和子

高部（細草・大貝）５８‐３４３８小室　一郎

高部（東河戸下・東河戸上）５８‐２６００岡山　　壽

高部（入檜沢下・入檜沢上）５８‐３５７５岡﨑けい子

高部（仲河戸下・仲河戸上）５８‐３５５３河野　正明

▼美和地区民生委員児童委員協議会



会長さんから
お話を聞きました
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農家民泊とは
　修学旅行などを通じて、都市部の小中学生を受け
入れることです。近年では体験学習としての位置づ
けが増え、教育的配慮から「ホンモノ」を提供しな
がら民泊も行う、「宿泊型農林漁業体験」への関心が
高まっています。
　民泊の効果は二つあります。一つは、体験料など
が収入になる経済効果。二つ目は、子どもとの活動
をとおして生まれる感動や、手紙のやりとりからも
らう活力によって元気になる農家が多いことです。
また、地域の連帯や活性化などの効果もあるようで
す。

▲なめこの種駒の植え付け体験

どんなことをやるの？
　各地域で特色ある田舎の生活を体
験。野菜などの収穫体験や田舎料理
作り、養鶏場見学や川遊びなど、地
域性や家庭により様々です。

どこで、だれが？
　緒川全域と山方地域（盛金）で受
け入れをしています。受け入れ家庭
は各地域３０～４０軒ほどで、農業従事
者や、都会の子どもたちの受け入れ
に興味・関心のある人が中心です。

いつやっているの？
　今年は夏季シーズンを中心に、７
月～１１月にかけて各地域３回ずつ受
け入れをしました。
　緒川地域は今年で３年目、山方地
域は今年で２年目です。

盛金地区民泊体験推進協議会
会長　木村　　忠さん

〇家庭が活性して、その次に地域が活性〇
　民泊をはじめて、まず家庭内の会話が増えました。子供たちを迎える
ために相談をするようになり、受入家庭同士で情報の交換が行われ、地
域内の会話も増えました。私自身も受け入れをしていますが、子どもた
ちの喜ぶ顔を見ると元気をもらえたような気持ちになります。

〇苦労は成長〇
　他人の子どもを受け入れることは、気を遣いますし疲れます。私たち
も若くはないので大変です。そんな中、「もう慣れて、平気です」という
声も聞きました。苦労も多いですが、地域として成長している実感があ
ります。

▲収穫体験 ▲養鶏場の見学 ▲久慈川で魚釣り

■問い合わせ■　市民協働課　地域づくり支援グループ　緯52‐1111（内線125）
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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
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vol.30 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４月に採用され、介護高齢課に配属された野上綾香です。
以前から地元で働いていたので、市役所職員になり、再び常陸大宮市で地域
貢献できる喜びを感じています。
私は高齢者福祉事業や老人保護措置、長寿者褒状の業務をしています。

日々、様々な経験を積み理解を深めながらも、市民の方とのやり取りで説明が
足りなかった事など、未熟な面も痛感しています。しかし仕事をいく中で、窓
口対応や担当の業務が少しずつスムーズに出来るようになってきたことを、う
れしく感じることもあります。
これからも市民の皆さんの役に立てるよう、日々精進をしていきたいと思い

ます。 介護高齢課　野上綾香

はいかがですか
寒くなる季節に

日増しに寒さが募る季節。コタツやヒーターで暖まるより、人気のエクサ
サイズ教室に参加して身体の芯から暖まりましょう。
余分な暖房を止めて、みんなでひとつの部屋、場所に集まることでエネル
ギーを節約するのが「ウォームシェア」。
エコのためにも、自分の健康のためにも、エクササイズ教室へＧＯ！

【浅野佑介ヨガ教室】１２／１６～、参加者若干名募集中

前から興味があった
市のヨガ教室に、日ご
ろの運動不足解消も兼
ねて、妻も誘って参加
しました。
会場へ行ってみる
と、意外に若い女性も
多い中に男性もちらほ

らと、ちまたではヨガブームのようです。みんなで呼吸
を合わせてハイポーズ。何せヨガ初体験、横目で他の参
加者を見るとポーズが様になっていますが、窓に映った
自分の姿を見て、こんなものかなと妥協しながら、全７
回参加しました。
先生いわく、「呼吸を味わってください」。これは新鮮

なフレーズ。言葉のとおり心地良い疲労感を感じて、
あっという間に終了で
す。エアコン完備の快適
空間で快汗とリラックス。
マット抱えて、皆さん

もぜひ参加して『ヨギ＝
ヨガをする人』になりま
しょう。

▲篠田夫妻（両端）

▲みんなでハイポーズ

【ゴムバンドトレーニング教室】
〇参加者の声　岸明子 さん
ゴムバンドトレーニング教室っ
て何？初めて聞くネーミングに戸
惑いながら、参加の申し込みをし
ました。今ではたくさんの仲間と
ともに、先生の美しい姿勢を目指
し、ゴムバンドを使って体を動か
しています。
トレーニングの後は、デスク
ワークで凝り固まった肩と心がほ
ぐされ、朝はすっきりと目覚めて
います。

〇参加者の声　篠田定男 さん

▲岸さん（左）

講師の関先生葛

【３Ｂ体操教室】
日時：２月１日・１５日開催　１０時～１１時３０分
場所：西部総合公園体育館トレーニングルーム
講師：井上倫子さん（公益社団法人日本３Ｂ体操協会）
　３Ｂ体操は、用具を使って音楽やリズ
ムに合わせて行う体操で、子どもから高
齢者まで、気軽に楽しむことができます。
＊詳しくは「広報常陸大宮お知らせ版１
月１０日号」で。

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
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■問い合わせ■　歴史文化振興室　緯52‐1450

＜常陸大宮市史に求められるもの＞
常陸大宮市史の編さんが始まりました。審議会にお
いて有識者や市民など、様々な立場からの意見が「市
史編さんの基本方針」としてまとめられ、それに従っ
て組織された編さん委員会が、調査や研究、執筆にあ
たります。

市史は「まちづくり」の基本資料 ―　　茨城大学教授・市史編さん委員長　高橋　修

第一回の編さん委員会で、私が委員長に選出されま
した。近畿・東海・関東など、各地の自治体史の編さ
ん・執筆に携わってきました。その経験を活かして、
市民の皆さんの誇りになるような充実した「常陸大宮
市史」をまとめたいと思っています。よろしくお願い
します。
今日の自治体史編さんには、何が求められるでしょ

うか。もちろんわかりやすさや読み物としての面白
さ、目新しさも必要でしょう。斬新な装丁やレイアウ
トを考えてもよいかもしれません。しかし私が一番重
視したいのは、「 郷 

きょう

 育  立  市 」のスローガンを掲げる常陸
いく りっ し

大宮市の、将来にわたる「まちづくり」の基本資料と
してもらえるような市史を、ということです。

▲古代・中世部会長でもある高橋委員長

＜個性輝く客観的な市史＞
編さんにあたっては、史実に基づきながら常陸大宮
市の個性を輝かせたいと思っています。常陸大宮市域
では、八溝山系の麓、那珂川と久慈川にはさまれた特
徴ある自然環境のもとで、個性豊かな歴史と文化が育
まれてきました。弥生時代の人面付土器は、この土地
を象徴するユニークな造形です。
 囚 われの身ながら頼朝に 諫  言 した岩瀬与一太郎や、
とら かん げん

佐竹本家に反旗を 翻 
ひるがえ

した 部  垂 一族のような反骨の中世
へ たれ

武士たちの故郷でも
あります。近世には、 
紙生産が地域に富を
もたらし、水戸藩の
経済を支えました。
詳しくは、この誌

面で編さん委員の先
生方に紹介してもら
います。

▲近年の調査により中世の城
跡の発見も相次いでいます

そうした歴史を、学術
的・客観的に叙述をする
ためには、資料の調査・
収集を徹底して実施しな
ければなりません。今は
関心を持たれていない資
料でも、未来の市民や研
究者なら、そこから重要
な事実を解明できるかも
しれません。今、関心を
もたない資料にも、１００
年後には光が当てられる
かもしれないのです。
今回の編さん事業では、「史料編」６冊の他に報告書

等も刊行し、市民の活用に供するとともに、未来への
財産として残したいと考えています。

▲岩瀬与一太郎諫言図絵馬
（市内岩崎　春日神社蔵）
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＜平成28年度　常陸大宮済生会病院　救急患者受入状況＞
※救急受け入れの人数を月別に表しています。（休日・時間外を含む）
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しゃっくりのしくみと注意点しゃっくりのしくみと注意点 健  康
通  信
常陸大宮済生会病院

内科
仲田　真依子 先生

しゃっくりは、肺を動かして呼吸させる横隔膜が強く収縮して、息が早
く吸い込まれるのと同時に、声帯が急に閉じる現象です。この現象は、
しゃっくりの指令センターである、延髄のしゃっくり中枢に刺激が与えら
れるために起こります。

炭酸飲料を飲む、慌てて食べる、激しく笑う、咳をする等の刺激が、の
どに分布する 舌  咽  神  経 から、延髄のしゃっくり中枢へと伝わります。延髄

ぜつ いん しん けい

は、横隔神経を通じて横隔膜を収縮するよう、また迷走神経を通じて声帯
を閉じるよう同時に指令を出すため、しゃっくりが出るのです。ただ、こ
うした刺激で常にしゃっくりが出るわけではなく、しゃっくり中枢は普段
GABA　（ギャバ）　と呼ばれる神経伝達物質により、しゃっくりが出ない
よう脳から抑制を受けているので、この抑制よりも刺激が強くなると、
しゃっくりが出ることになります。

＜役割＞
しゃっくりの役割は不明ですが、生物が水中から陸上に上がり、えら呼吸から肺呼吸に切り替わる過
程で、肺に水が入らないよう気管を塞ぐ仕組みの名残という説があります。

＜止め方＞
しゃっくりは自然に止まるので、気にせずに待てばよいのですが、会議や宴会であいさつをしたり、
半日ほど続いて不自由を感じたりするような場合は、何らかの刺激を与えると止まりやすくなります。
たとえば、人さし指を両耳に入れて３０秒ほど強く押す、舌を３０秒ほど引っ張る、といった方法がありま
す。どちらも舌咽神経にしゃっくりを抑制する刺激が入ると考えられますが、絶対に止まるというわけ
ではなく、ぜんそくや心臓病、脳卒中などの人は避けた方がよいです。

＜注意が必要なもの＞
一方で、しゃっくりが長引く場合は注意が必要です。４８時間以上続くと「慢性」、１か月以上だと「難
治性」と分類されます。慢性や難治性の場合、吐き気や倦怠感、呼吸困難、不眠に悩まされることがあ
ります。また難治性の人が、脳梗塞や悪性腫瘍などを患っている例もあります。
しゃっくりが１か月以上続くような場合は、病院に相談してください。
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地域おこし協力隊の岩﨑です。
１１月３日に開催された「ふるさとまつりおおみや」で、茨城新聞の一日市民記
者として市の郷土芸能「岩瀬祭りばやし」と「御城太鼓」を取材しました。取材
では、お囃子の構成や歴史、見どころを知っただけでなく、演奏していた皆さん

からは、楽しみながらやっている様子が伝わってきまし
た。難しい事を考えず、やっている本人が楽しむ事が、
伝統芸能を伝承するには一番良いのではないかと思い
ます。
また一日記者では、１人の市民記者につき１人の新聞
社の記者がつきます。記事を書く作業では、決められた字数の中で感じた事をどう伝えれば
上手く伝わるのか、どんな言い回しなら読みやすいのかなどを考えました。難しい作業でし
たが記者からアドバイスをもらい、なんとか形にできました。学んだ事も多く、今後の活動
に必ず役に立つ有意義な体験でした。

繊維製品の洗濯方法は、衣類に付いているタグなどに表記されていて、その「取り扱い表示記号」を確
認して洗濯します。家庭用品品質表示法に基づく繊維製品品質表示規程の改正により、その衣類等の洗濯
表示が平成２８年１２月から変わりました。
近年、衣類などの生産や流通は、海外との取引が一般的に行われています。
また家庭洗濯で使用する洗濯機や洗剤類は多様化し、商業クリーニングの技術も進化するなど、繊維製
品を取り巻く環境は大きく変化しました。それらの変化に対応するため、日本工業規格JIS　L０００１として
新しい「取り扱い表示記号」を制定し、新しい表示記号は、国際規格（ISO　３７５８）の表示記号と同じ記号
を用いています。

衣類の取り扱い表示が変わります衣類の取り扱い表示が変わります！！

【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。

〇取り扱い表示記号やタグなどは，洗濯や手入れの情報源です
〇衣類の購入時にも取り扱い表示記号を確認して、洗濯の参考にしましょう
〇取り扱い表示記号を正しく理解して、洗濯の仕方を見直しましましょう

がゆく

 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

▲会場にはお囃子などの大幟旗が…

◀市民記者の委嘱を受ける岩﨑隊員と間瀬隊員

＜現行の洗濯表示（記号は例）＞ ＜新しい洗濯表示（記号は例）＞
洗濯の仕方 洗濯の仕方

アイロンのかけかた アイロンのかけかた クリーニングの種類

ドライクリーニング

タンブル乾燥 自然乾燥

ウェットクリーニング

クリーニングの種類

漂白の仕方 漂白の仕方乾燥の仕方 乾燥の仕方
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それがどうして天王から現在地に 遷 されたのでしょ
うつ

うか。答えは、江戸時代の元禄年間（１６８８～１７０４年）
に水戸藩によって行われた、一村一社制にあります。
この制度によって甲神社が 部  垂 村※一村の鎮守とな

へ たれ

り、素鵞神社は甲神社の摂社として現在地に遷された
と伝わっています（一説には現在地に遷座する前に上
町を経由したともいわれています）。

※部垂村・・・大宮村の旧称。天保１４年（１８４３）に大
宮村に改名。

さて、ここで出てきた天王という地名に、聞き覚え
のある方もいると思います。現在の姥賀地区に地名が
残る「天王」は、 牛  頭 天王を指しています。

ご ず

牛頭天王は、インドの祇園 精  舎 の守護神とも、 新  羅 
しょう じゃ しら ぎ

の牛頭山の神ともいわれる諸説ある神様で、日本では
神仏習合により、 素戔嗚尊 と同一視されていました。

すさのおのみこと

その牛頭天王は、もともと人々に疫病をもたらす疫神
とされていましたが、祀れば逆に疫病やその他の災厄
から護ってくれると考えられていました。そのため医
学の乏しい時代では、疫病への対抗手段として牛頭天
王を祀り、特に疫病の流行しやすい時期である７月
（旧暦６月）に祭事を行い、疫病退散・無病息災を祈願
してきたのです。

そしてそれは、現在行われている祇園祭でも変わり
ません。込められた願いを意識することで、祇園祭の
違った一面が見えるかもしれません。
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執 歴史文化振興室　緯５２－１４５０

 素  鵞  神  社 と 祇  園  祭 
そ が じん じゃ ぎ おん さい

本市の大宮地域で行われている祇園祭。
以前は４日間で行われていた祭事ですが、３日間へ
の短縮、自動車交通量増加による一時中断を経て、現
在は７月下旬の２日間に簡略化され、行われています。

祇園祭は 甲 神社周辺で行われるため、甲神社の祭事
かぶと

と認識されている方もいるかもしれませんが、正確に
は甲神社境内にある摂社　 素  鵞 神社の祭事です。

そ が

社伝によると、素鵞神社は征夷大将軍 坂上 田村麻呂
さかのうえの

が東北に遠征する途上に立ち寄った際に、子ども達が
神像らしきものを担いで騒いでいるのを見て、その神
像を「霊験あらたかなもの」として祀ったのがはじま
りとされています。

この素鵞神社は、昔からずっと現在地にあったわけ
ではなく、もともとは大
宮地域 姥  賀 地区の 天  王 ※

うば が てん のう

にあったとされていま
す。

※天王
１１８号旧道とバイパス
の交差点の東側一帯の地
域を指す。素鵞神社が
あったとされる場所には
現在第十区公民館があ
り、地元の有志による石
碑が建てられている。か
つては祇園祭の神輿がこ
こまで渡御した。

参考文献
大宮町史編さん委員会「大宮町史」１９７７、大宮町歴史民俗
資料館「大宮町の年中行事」２０００、大宮郷土研究会「大宮
の地名」２０１０、株式会社吉川弘文館「年中行事大辞典」２００９▲素鵞神社があったとされ

る第十区公民館に建てら
れた石碑

▲素鵞神社

▲現在の祇園祭の様子
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 因 姻鰯鰯鰯鰯鰯鰯鰯鰯鰯鰯

消防隊と救急隊が連携して救急活動を行います

第124回
FIRE   DEPARTMENT   HITACHIOMIYA
『常陸大宮市消防本部』 ＦＤＨ

消防署では、救急現場で傷病者の搬送に時間がかかる、交通事故現場などで救急隊
だけでは傷病者の処置が難しいなどの状況が予想される場合は、消防隊と救急隊が連携
して救急活動を行っています。実際には、救急車に加えてポンプ車などの消防車が同時
に出動し、それぞれの隊員が連携して活動しています。こうした連携活動をＰＡ連携※といいます。
また、救急要請現場が管轄する消防署の救急車がすべて出動中で、遠方の消防署から出動する場合には、

いばらき消防指令センターが、現場から直近の消防車を出動させます。そして消防隊は救急隊が到着する
までの間、救命活動を行います（傷病者の搬送は救急車が行います）。
市消防本部では、消防車でも救急に対応できるよう、ＡＥＤや応急処置資器材等を積載しています。

今月の 今月の 

QRコードからの投稿はこちら→

＜消防車がＰＡ連携で出動する場合はこんな時＞
・１１９番入電時に、傷病者の意識がない場合や心肺停止が疑われる時
・建物の２階以上に傷病者がいて、搬送が困難な時
・交通量の多い場所などで、傷病者や救急隊員の安全を確保する必要がある時
・ドクターヘリや防災ヘリを要請する時
・救急車の到着までに時間がかかると予測される場合に、消防隊が応急処置を行う時
・その他救急隊の活動を支援する必要があると判断した時

〇救急車を呼んだ場合にも、消防車がサイレンを鳴らして出動する場合があります。
消防車の「火災出動」と「火災以外の出動」は、サイレンの音で区別できます。
・火災の場合のサイレン音 → 『ウ～ウ～』＋鐘の音『カンカン』
・火災以外（ＰＡ連携・救助など）のサイレン音 → 『ウ～ウ～』

■問い合わせ■　消防本部　☎5４ －０１１９

※ＰＡ連携とは…
ポンプ車（Pumper）と救急車（Ambulance）が同時に
出場することです。双方の頭文字から「PA」という名前
がつきました。

今月のテーマ「道の駅常陸大宮かわプラザを楽しむ」
にお便りが寄せられました。　
「かわプラザの未公認応援団がいることを知ってい
ますか？その名も「久慈川原本家」。男10人兄弟と嫁
の集団で、男はドカジャン、女は手ぬぐいに割烹着で
かわプラザに出現。運が良ければ出会えます。
名刺を持っていて、

集めるとかわプラザの
インフォメーションで
素敵なものがもらえる
そうです。ぜひ探して
みてください。」
（市内小学生より）

２月号の情報を大募集!!
　２月号のテーマは、「４月からの新生活に向けて」
です。ご意見などをお寄せください。１月２０日（金）
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
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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

（12月１日現在・推計常住者）
総人口　41,910人　

（男　20,662人　女　21,248人）
世帯数　16,079世帯

広報　常陸大宮　12月　第147号
発行日　平成28年12月26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

（ウコギ科キヅタ属）

キヅ
タ

キヅ
タ

　林の中や原野などに生える常緑のつる性木本で、気根を出して
木や岩などにはい登ります。葉は長さ 3～７㎝で若い枝の葉は先
が浅く 3～ 5 裂しますが、花序をつける枝の葉は楕円形で裂けま
せん。花は10～12 月頃枝先に花序を出し、黄緑色で直径 1 ㎝ほど
の花を多数つけます。果実は直径 8～10㎜の球形で、翌年の 5～
6 月に黒紫色に熟します。公園などでグランドカバーに使われる
のは近縁のセイヨウキヅタです。

   （写真・データ提供　御前山ダム環境センター）

▲再会を喜び合う二人

はちくんと再会!!
１０月２２・２３日、友好都市協定を結んでいる秋田県大館市で開
催された、大館圏域産業祭に行ってきました。
産業祭では、大館市のマスコットキャラクター「はちくん」

に会い、久しぶりの再会を喜び合ったひたまる。はちくんは８
歳のオスで、メタボ体形を気にしてダイエット中とか。きりた
んぽなど美味しいものが並ぶ産業祭は、誘惑が多くて大変でし
た。それでも二人は両市のＰＲに奔走し、友情が深まった一日
となりました。
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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）

１１月２日から、ピラティス教室の後期がスタートしました。昼・夜の部
とも４０人の参加者が、熱心に佐藤仁美先生のレッスンに耳を傾けていま
す。また１１月９日には、秋の紅葉ハイキングと茨城県北芸術祭見学を実
施。４６人が参加して、“東北最南端の秘境”滝川渓谷の紅葉と旧上岡小学校
会場の前衛アートを堪能しました。
１２月３日には、クラブ会員の相互交流とクラブ活動宣伝のため、旧大場
小学校でクラブ祭を開催。認知症予防体操やストレッチ体操、コアトレー
ニング、小学生タグラグビー等の教室、小瀬高等学校吹奏楽部の演奏やＢ
級グルメの販売、お楽しみ抽選会などが行われました。

▲滝川渓谷ハイキングにて




