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　マイナンバー制度の施行を受け、交付が始まった
マイナンバーカード。このカードを使ったサービス
のひとつとして、全国のコンビニエンスストアなど
で各種証明書の交付が可能となりました。
　交付がスタートした２月１日、セブンイレブン常
陸大宮石沢店で、三次市長が店内の多機能端末機
（マルチコピー機）を操作して証明書を取得しまし
た。実際に操作した市長は、「思ったより分かりや
すい操作で、誰でも簡単に発行できると思う。ぜひ
利用してほしい」と話していました。
　このサービスは、全
国のコンビニエンスス
トア約５万４千店舗で
利用することができま
す。

　おおみや消防広場（辰ノ口地内）で、恒例の消防
出初式が行われました。式では、消防団協力事業所
や長年消防団活動に貢献された方などを表彰。また
団員の服装確認や車両点検の後、分列行進が披露さ
れ、防火・防災への誓いを新たにしました。
　今回表彰された消防団協力事業所とは、市と事業
所が連携して、消防団員の確保や活動環境の整備を
行うことを目的とし、平成２２年１２月に制度が制定さ
れました。現在市内２７事業所が登録され、地域防災
力の維持・向上に努めています。

災害のない一年を願って1/8 コンビニで証明書交付スタート2/1

住民票を取得した▶
三次市長　

　市教育委員会では、地方教育行政の組織及び運営
に関する法律に基づき、教育委員会に関する事務の
管理及び執行状況の点検・評価を行っています。
　評価委員として、茨城大学教育学部教授の望月厚
志氏、元県職員の新家洋一氏・武藤賢治氏の３人に
委嘱し、平成２７年度の活動状況及び実施した事務事
業のうち８事業について、点検・評価を実施しまし
た。
　その結果、教育委員会会議の開催状況、協議、報
告等は適正に執行されているとの意見が出されました。

教育委員会で事業等を点検・評価11/24

　点検評価対象の８事業については、「拡充」４事業、
「現行どおり」４事業と評価されました。「拡充」と評
価された事業のうち、「フューチャースクール推進事
業（小学校・中学校）」では、学校のどんな場所でもコ
ンピュータ等が使用できる環境を整えることは、子ど
もたちの情報処理・活用能力の育成上必要であるとい
う意見が出されました。また、「家庭教育学級事業」で
は、家庭教育の重要性は認識されているものの、多く
の保護者や家族がその方策を理解していないと考えら
れ、より一層注力すべき事業で拡充との意見が出され
ました。その他の意見等については、市ホームページ
をご覧ください。
　市教育委員会では、今後も毎年教育行政点検評価を
実施し、教育委員会活動の透明性を高め、市民の方か
ら信頼される教育行政を推進していきます。

▲タブレットを活用した授業（明峰中学校）

詳細は常陸大宮市ホームページで⇒
http://www.city.hitachiomiya.lg.jp/page/
page002467.html
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　茨城県庁で、平成２８年度茨城県統計功労者表彰式
が開催されました。式では、統計功労者の表彰、感
謝状の贈呈のほか、叙勲・褒章受章者の紹介、また
統計グラフコンクール入賞者の表彰が行われまし
た。
●茨城県知事表彰
　宮崎　利貞さん（八　田）
　大曽根正子さん（鷹　巣）
　浅川　弘道さん（上大賀）

●茨城県統計協会総裁表彰
　細貝　裕さん（西野内）、長山　典雄さん（上小瀬）
　金子　健さん（長　田）、大賀　陽一さん（東富町）

●総務大臣表彰（家計調査）
　相田喜一郎さん（中富町）

●総務大臣表彰（平成２７年国勢調査）
　佐藤　郁さん（大　岩）、内田　健一さん（高　部）
　関　邦子さん（姥賀町）

　内閣府が主催する「子供と家族・若者応援団表彰」
で、平島則子さん（南町）が、内閣府特命担当大臣
から子育て・家族支援部門で表彰されました。これ
は、子どもや若者、子育てを担う家族を支援する活
動において、顕著な功績があった企業や団体・個人
に贈られます。
　平島さんは、読み聞かせや朗読などに長年携わ
り、いばらき昔ばなし大学再話研究会の代表も務め
ています。また市人権擁護委員や青少年育成市民会
議推進委員なども歴任し、様々な取り組みが評価さ
れ今回の受
賞となりま
した。

内閣府から表彰されました12/26 県統計功労者表彰1/18

　台風・地震などの災害の発生や、そのおそれがあ
る場合に、市から茨城放送に対し、緊急情報の放送
を要請する協定を結びました。これは、茨城放送の
エリア内のＡＭ波・ＦＭ波を通じ、避難勧告など市
民への安全に関わる大切な情報を、迅速かつ確実に
伝えることを目的としています。
　防災行政無線やテレビのデータ放送、携帯電話へ
の緊急速報メール等とともに、茨城放送のラジオを
通じて、非常時の情報伝達の手段を増やし、市民の
皆さんへ情報を伝えていきます。

茨城放送と災害時協定を締結1/18

▲調印式の様子

  

【「避難準備情報」の名称が変更になりました】

　災害の発生時に市が発令する情報の名称が、
以下のとおり変更になりました。情報の内容を
よく確認して、身を守るための行動をしましょ
う。

※「避難準備情報」に「高齢者等避難開始」が加
えられました。これは、昨年の台風１０号の水
害時に、高齢者施設において適切な避難行動
がとられなかったため、内閣府が名称を変更
したものです。
　避難に時間を要する人（高齢者・障害者・
乳幼児連れの方等）は、早めに避難を開始し
ましょう。

▲賞状と記念の盾を手にする平島さん
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　本市と大館市は、交流事業のひとつとして両市の地域
資源を活用した産品開発事業を進めています。今回、大
館曲げわっぱ伝統工芸士組合（佐々木悌治会長）の職人
４人が、西の内紙や奥久慈漆塗りの現場を視察。また、
本西の内紙保存会（菊池三千春会長）など本市の職人た
ちと、コラボ産品についての意見交換会を行いました。
　会議では、産品の特性を活かした商品開発についての
具体的なアイデアなど、活発な意見が交わされました。

　佐々木会長は、「視察したことで、西の内紙漉きが長年研
究と工夫を重ねた素晴らしい技術であることがわかり、見
識が深まった。今度は大館曲げわっぱの製作現場も見ても
らいたい」と話していました。

▲西の内紙　紙のさと資料館を視察

▲かわプラザで行われた意見交換会

サポートボランティアと
して、「常陸大宮市小学生
のお宝発見事業」に数年前
から参加しています。初め
は「小学生の子どもたちと
楽しくふれあいたい」とい
う思いで活動していまし
た。
しかし次第に子どもたち
に愛着がわき、この事業を
とおして成長してほしいと思うようになりまし
た。この事業は、常陸大宮市のお宝、すなわち魅
力のある場所や人、歴史、遺跡や文化などを見た
り体験したりして学ぼうというものです。このよ
うな経験をした子どもたちが成長して、市を背
負っていくことを想像すると頼もしく感じます。
今後もこの事業に参加し、子どもたちの「学び」
をサポートしていきたいと思います。

茨城大学教育学部 
２年　平山　稜さん

　企業等約４０団体が参加して、『連続テレビ小説「ひ
よっこ」番組タイトル使用に関する説明会』を開催
しました。
　説明会を開催したのは、昨年１０月に県北６市町で
発足した茨城県北「ひよっこ」推進協議会。番組タ
イトルやロゴを活用した商品が、地域の知名度向上
や観光・産業振興に繋がるため、地元企業には積極
的な商品開発を期待しています。説明会では、株式
会社ＮＨＫエンタープライズから手続きや使用条件
等について説明があり、参加者から多くの質問の声
が上がっていました。
　この春から「ひよっこ」関連の商品が、地域を盛
り上げてくれそうです。

「ひよっこ」タイトル使用説明会1/12

▲説明会には多くの団体が参加しました

常陸大宮市・大館市友好都市推進協議会Facebook

こちらのＱＲコードから⇒

大館曲げわっぱと紙漉きの職人が交流
1/16
  ～17
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　毎年１月２６日は文化財防火デーです。
　昭和２４年のこの日、法隆寺金堂の壁画が焼損する
火災が起きました。これを機に火災があった１月２６
日が、文化財防火デーと定められました。そしてこ
の前後に、毎年全国的に文化財防火運動が展開され
ています。
　本市においても、教育委員会と消防本部が合同で
市内４０か所の文化財所有・管理者を訪問し、消防設
備の点検や防災指導を実施しました。
　さらに今年は、常弘寺（石沢地内）で消防訓練を
行いました。常弘寺は、親鸞聖人の二十四輩第二十
番の霊場で、昔から多くの人々に信仰を受けてきた
由緒あるお寺です。本堂には、阿弥陀如来立像と聖
徳太子立像があり、２体とも県指定文化財になって
います。
 

　訓練には、お寺関係者、隣接する若草幼稚園の園
児及び職員、東消防署、教育委員会が参加。まず初
期消火訓練では、檀家の皆さんが力を合わせてバケ
ツリレーをしました。その後、隣接する若草幼稚園
の園児達は火事の知らせを聞き、落ち着いて避難を
しました。園児の避難後、消防によるお寺への放水
訓練が行われ、迫力ある水しぶきに歓声が上がって
いました。
　火災は、数百年もの間地域で守られてきた宝を一
瞬で奪ってしまいます。今回の訓練は、身近にある
貴重な文化財の存在を再確認し、もしもの時に迅速
な行動が取れるよう備える機会となりました。
　皆さんの回りにも多くの貴重な文化財がありま
す。私達のふるさとの貴重な宝を火災等から守るた
め、今後も市民の皆さんのご協力をお願いします。

▲バケツリレーで初期消火 ▲放水を見守る園児たち ▲防火設備点検等見回り
　（佐伯神社：野口地内）

　茨城新聞創刊１２５周年を記念して、「雪村　謎の生涯を
追う」と題した講演会が、市文化センターで開催されま
した。これは茨城新聞社が主催し、講師として冨山章一
茨城県郷土文化研究会会長が招かれました。
　講演では、日本を代表する偉大な水墨画家であり、本
市が生誕の地との定説がある「雪村」の出生から旅立ち、
画聖への道などを紹介。現在は雪舟ほど知られていない
ことなどから、今後、雪村の謎に満ちた部分の整理や、
誰もが納得する情報収集の必要性などについて話があり
ました。
　会場は用意した席が足りなくなるほどの盛況で、市民
や県内各地からの来場者は、講師の分かりやすく丁寧な
説明に聞き入っていました。

▲雪村について語る冨山章一氏

貴重な文化財を火災から守ろう1/25

「雪村　謎の生涯を追う」講演会を開催1/21
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2017年パラオ共和国クロスカントリー大会
                                派遣選手選考競技会

第6回常陸大宮クロスカントリー大会兼第6回常陸大宮クロスカントリー大会兼
みんなで楽しくグリーンウォーキングみんなで楽しくグリーンウォーキング

　１月１５日、水戸グリーンカントリークラブ山方コースで、常陸大宮ク
ロスカントリー大会が開催されました。空気が冷たく澄み渡った青空の
もと、整備された芝生の上を約２千人のランナーが駆け抜けました。ま
た、ゲストランナーとして為末大さん、野口みずきさん、箱根駅伝優勝の
青山学院大学から森田歩希選手などが参加し、大会を盛り上げました。
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≪部 門 別 の 結 果≫
３　位２　位１　位部　　門種　目

菅谷　来未（栃木県）蓮田隆之助（城里町）大和田　潤（笠間市）フリーラン

1000m 鯉沼　梨玖（大子町）木村　祐介（常陸大宮市）川又　大知（常陸太田市）小学男子（３年以下）

圷　　知世（常陸大宮市）添田　結衣（福島県）佐藤　舞歩（福島県）小学女子（３年以下）

大和田　陸（笠間市）添田　祥平（福島県）吉田　翔眞（福島県）小学男子（４年以上）

2000m
圓谷　仁渚（福島県）西槇　杏莉（福島県）長坂　柊花（岩手県）小学女子（４年以上）

矢板　慈生（常陸大宮市）大津　歩睦（常陸大宮市）大辻　頌悟（ひたちなか市）中学男子

長坂　桜花（岩手県）鹿志村しいな（ひたちなか市）安藤　優花（北茨城市）中学女子

金子　鉄平（東海村）西槇　駿祐（福島県）小玉　瑞葵（福島県）中学男子

4000m

吉田　萌未（東京都）外山こころ（常陸大宮市）木村　心優（古河市）中学女子

木村　　元（常陸太田市）菊地　　廉（日立市）綿引　大樹（日立市）高校男子

鈴木アンジェリカ（福島県）竹村　智絵（笠間市）市川　琴乃（水戸市）高校女子

若菜　優雅（福島県）塩澤　裕也（福島県）大森　湧太（大子町）一般男子（１８歳以上）

佐藤　亜美（常陸大宮市）綿引しずか（常陸大宮市）伊豫田　歩（土浦市）一般女子（１８歳以上）

東　　浩司（つくば市）鈴木　宏之（つくばみらい市）瀬戸　隆行（福島県）一般男子（４０歳以上）

飯田　久子（那珂市）小薗　孝子（常陸太田市）本城　幸子（高萩市）一般女子（４０歳以上）

北　　　厚（千葉県）橋口　大希（千葉県）久留戸黛良（千葉県）高校男子

6000m

谷藤　千夏（千葉県）石川　英沙（千葉県）小幡　美貴（千葉県）高校女子

兼子　卓也（福島県）渡邉　優介（栃木県）金塚　洋輔（山形県）一般男子（１８歳以上）

豊嶋眞樹子（鉾田市）荒井　芽衣（水戸市）桑原　絵理（福島県）一般女子（１８歳以上）

根本　　強（那珂市）吉岡　　修（千葉県）大辻　竹仁（ひたちなか市）一般男子（４０歳以上）

今野　祥子（常陸太田市）馬場　則子（福島県）髙橋　雅子（東海村）一般女子（４０歳以上）
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開 催 日：１２月２４日
主　　催：山方体育協会（木村則義会長）
コ ー ス：山方宿通り（山方総合支所前～ＪＲ山方宿駅の折り返し）
参加チーム：低学年の部１１チーム、高学年の部１０チーム

毎年恒例の山方宿若あゆ駅伝が、12月24日に開催されました。山方宿
通りを往復する走路には、選手の家族や関係者などが大勢駆け付け、寒
空の下、必死にタスキをつなぐ選手たちに声援を送っていました。

 

▲低学年の部優勝の「Lucky７EX２」 ▲高学年の部優勝の「ファイブスターズ‼」

≪低学年の部：小学１年～３年≫
優　勝　Lucky７EX２ （水谷心哉、後藤陽心、後藤航大、鈴木康介、桜井蓮、棚谷心翔）
準優勝　スカイ・レディバー  （木村祐介、髙村芽衣、井坂蓮、増子遼、菊池すず、圷知世）　
第三位　南風ドリーム６ （木村光汰、海老根嘉斗、金子陽奈乃、川井杏夏、鈴木敬也、大森翔太朗）

６区５区４区３区２区１区区間賞
圷　　知世菊池　すず川井　杏夏菊池　心音太田　千咲石井麗乙女女　子
棚谷　心翔鈴木　敬也鈴木　康介後藤　航大海老根嘉斗木村　祐介男　子

≪高学年の部：小学４年～６年≫
優　勝　ファイブスターズ概 （後藤遥生、桐原叶登、川井拓真、野上晴杜、鈴木雄翔）
準優勝　Reach the top！ （猿田莉子、鈴木輝、木村奈央、木村祐介、木村知世）
第三位　ドナルド・トランプ！ （木村俊太、鈴木龍生、バルザーブライアン、増子滉太、武石澪穏）

５区４区３区２区１区区間賞
木村　知世藤田　梨桜木村　奈央鈴木　　輝猿田　莉子女　子
鈴木　雄翔増子　滉太小林　雅紀橋本　龍征後藤　遥生男　子

第 18回山方宿若あゆ駅伝大会を開催第 18回山方宿若あゆ駅伝大会を開催


