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5 大相撲常陸大宮場所４月 16 日開催
写真は【高安 対 嘉風】の取組（関連記事Ｐ２～３）

主な内容
　P2 ～ 3　  特集 大相撲常陸大宮場所
　P4 ～ 5　  平成 27 年度財務書類 4 表
　P6 ～ 14　まちのできごと
　P16　　　地域おこし協力隊がゆく
　P18　　　市史編さんだより



大相撲常陸大宮場所開催
　4月 16 日、快晴のもと桜が舞う西部総合公園体育館で、大相撲常陸大宮場所（主催：大相撲常陸大宮場所実
行委員会、一般財団法人常陸大宮市体育協会）が開催されました。今回は平成 27 年以来 2年ぶりの開催となり、
来場者は前回を超える 3,560 人でした。
　当日は、午前 8時の開館前から多くの人が詰めかけ、大相撲の人気と地方巡業への期待の高さがうかがえまし
た。取組の前には、会場入口で握手会が開催され、普段は近寄ることのできない力士と握手をしようと多くの観
客が順番を待ち、ロビーは大相撲に関連したグッズや、お弁当などを買い求める人で溢れていました。
　会場の外では、あきない組によりもつ煮込みや焼き鳥、飲み物などが提供され、観客に交じって力士も一緒に
列を作っていました。また、JA常陸大宮地区女性部の協力で、地元の食材で作ったけんちん汁とカレーライス
が力士たちに振る舞われました。茨城の郷土料理であるけんちん汁は力士たちに大好評で、次回巡業に来た時に
もぜひ作ってほしいと要望があったほどでした。
　また、桜吹雪の舞うグラウンドでは、力士たちが短距離走をしたりジャンプをしたりと、リラックスした表情
を見せ、常陸大宮市での巡業を楽しんでいました。　
　会場内の土俵では、力士たちの稽古や子ども相撲の稽古、髪結実演、十両、幕内、横綱の土俵入りなどが行わ
れ、取組が始まり茨城県出身の力士が登場すると、ひと際大きな声援が送られ、会場が一体となって勝負の行方
を見守りました。
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常陸大宮場所の歴史
　常陸大宮市域では昭和 11 年と昭和 28 年ごろ、昭和 60 年、平成 27 年に大相撲巡
業が開催されました。今回は 5回目の巡業でした。
板番付
　大相撲で用いられる力士の順位表である番付ですが、昭和 11 年の巡業で使われ
た板番付が下町の甲神社に残っています。板番付は、高さ 165㎝、巾 140㎝の大き
さの杉材で作られていて、根岸流の独特の文字で、力士や行司などおよそ 100 人の
名前が書かれていますが、墨色が薄くなり、すべての文字を解読することはできま
せん。なお、確認されている最古の板番付は、天明年間（1780 年代・相撲博物館蔵）
のものです。� ※広報常陸大宮平成 27 年３月号より引用

土俵作り
　巡業の前日、体育館中央に土俵が作られました。作業の一部を紹介します。

初切（しょっきり）
　相撲の禁じ手を面白おかしく紹介する見世物で、相撲の取り組みの前
に決まり手四十八手や禁じ手を紹介するために江戸時代から行われてい
ました。今回の巡業では、大洗町出身の天空海らが初切を行い会場を笑
わせました。

相撲甚句（すもうじんく）
　昔は甚句のことを型と呼んでいて、土俵の上で攻める型、守る型を見
せながら歌っていました。現在は化粧廻しを付けた力士６～７人が輪に
なり、１人ずつ歌う力士独特の唄のことをいいます。手拍子・足の音頭
に合わせて歌っています。

太鼓打ち分け（たいこうちわけ）
　昭和 44 年に相撲業界初の生存者叙勲を受けた「名人呼び出し太郎」
が披露をはじめたものです。太鼓には、寄せ太鼓・一番太鼓・はね太鼓
の３種類があります。

地方巡業豆知識

▲ 今回の巡業の板番付

▲ まわりを掘る ▲ 俵を置く

▲ 俵を埋める ▲ 表面を叩き固める

▲ 初切

▲ 相撲甚句

▲ 太鼓打ち分け
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平成27年度財務書類４表を公表します
　市の財政情報を分かりやすく開示するため、民間企業会計の考え方と会計実務を取り入れ、平成 27 年度決算
に係る財務書類４表を作成しました。
　市で行っている事業は、一般会計等以外にも上水道事業や下水道事業、国民健康保険事業などの公営事業会計
があります。このため、財務書類は一般会計等だけでなく公営事業会計までを対象とした市全体の全体財務書類
も作成しています。

貸借対照表（バランスシート）（H28.3.31）
（年度末時点において保有する資産、負債、純資産を表したもので、左右の合計がバランスをとっていることからバランスシートとも呼ばれます。）

財　　　産 財　　　源

区分 一般会計等 全体会計 市民 1人当たり 区分 一般会計等 全体会計 市民 1人当たり

資産の部（年度末の市の資産） 負債の部
（資産の財源のうち今後返済しなければならない金額＝将来世代の負担分）1.　固定資産 875億 10万円 1,184億5,780万円 269万円

有形固定資産 794億 860万円 1,104億9,346万円 251万円 1.　固定負債 291億 2,790 万円 418億 486万円 95万円

　事業用資産 300億 5,785 万円 300億 5,785 万円 68万円 地方債 240億 3,793 万円 342億 5,132 万円 78万円

　インフラ資産 491億 1,877 万円 793億 5,087 万円 180万円 長期未払金 － － －

　物品 2億 3,199 万円 10億 8,474 万円 3万円 引当金 49億 8,166 万円 53億 6,741 万円 12万円

無形固定資産 69万円 1,859 万円 － その他固定負債 1億 830万円 21億 8,613 万円 5万円

投資その他の資産 80億 9,081 万円 79億 4,576 万円 18万円 2.　流動負債 29億 7,191 万円 38億 4,215 万円 9万円

　投資及び出資金 15億 7,016 万円 8億 9,265 万円 2万円 1年以内償還予定地方債 24億 522万円 31億 3,142 万円 7万円

　投資損失引当金 △ 2億 4,293 万円 △ 2億 4,293 万円 △ 1万円 未払金及び未払費用 － 7,096 万円 －

　長期延滞債権 4億 8,525 万円 7億 4,396 万円 2万円 賞与等引当金 2億 1,171 万円 2億 3,177 万円 1万円

　長期貸付金 6億 8,083 万円 6億 8,083 万円 2万円 預り金 3億 5,497 万円 3億 5,497 万円 1万円

　基金 56億 1,682 万円 59億 926万円 13万円 その他流動負債 － 5,303 万円 －

　徴収不能引当金 △ 1,931 万円 △ 3,802 万円 － 負債合計 320億 9,980 万円 456億 4,700 万円 104万円

2.　流動資産 80億 5,854 万円 97億 1,168 万円 22万円

純資産の部
（資産を形成した財源のうち負債を除いた金額＝現在までの世代の負担分）

現金預金 22億 7,905 万円 37億 8,620 万円 9万円

未収金 7,142 万円 2億 954万円 1万円

短期貸付金 1,297 万円 1,297 万円 －

基金 56億 9,794 万円 56億 9,794 万円 13万円

棚卸資産 － 1,093 万円 －

徴収不能引当金 △ 284万円 △ 1,502 万円 －

その他流動資産 － 912万円 － 純資産合計 634億 5,884 万円 825億 2,248 万円 187万円

資産合計 955億 5,864 万円 1,281億6,948万円 291万円 負債 ･純資産合計 955億 5,864 万円 1,281億6,948万円 291万円

※現金預金には歳計外現金（預り金）を含むため、資金収支計算書の残高とは完全に一致しません。

資金収支計算書（H27.4.1 ～ H28.3.31）
（現金の流れを示すもので、その収支を性質ごとに区分することで、市がどのような活動に
資金を必要としているのかを表したものです。）

区　　分 一般会計等 全体会計 市民 1人当たり
１.　業務活動収支
　支出：人件費等
　収入：税収、国・県補助金

35億 4,799 万円 48億 7,495 万円 11万円

２.　投資活動収支
　支出：公共施設等整備経費
　収入：国・県補助金等

△ 39億 6,478 万円 △ 45億 3,458 万円 △ 10万円

３.　財務活動収支
　支出：地方債等償還額
　収入：基金取崩、その他

7億 1,675 万円 2億 6,267 万円 1万円

本年度資金収支額 2億 9,996 万円 6億 304万円 2万円
前年度末資金残高 16億 2,411 万円 28億 2,818 万円 6万円
本年度末資金残高 19億 2,407 万円 34億 3,122 万円 8万円
※現金預金には歳計外現金（預り金）を含むため、資金収支計算書の残高とは完全に一致しません。

常陸大宮市の連結範囲
区　分 会計名

全
体
会
計

一般

会計等

一般会計

公営墓地特別会計

温泉事業特別会計

公
営
事
業
会
計

公
営
企
業
会
計

上水道事業会計

公共下水道事業特別会計

農業集落排水事業特別会計

戸別浄化槽整備事業特別会計

簡易水道事業特別会計

宅地造成事業特別会計

そ
の
他

国民健康保険特別会計

（事業勘定、診療施設勘定）

介護保険特別会計

後期高齢者医療特別会計
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純資産変動計算書（H27.4.1 ～ H28.3.31）
（貸借対照表における純資産が平成27年度中にどのように変動したかを明らかにしたものです。）

区　　分 一般会計等 全体会計 市民 1人当たり
前年度末純資産残高 626億 1,511 万円 812億 1,992 万円 184万円
　純行政コスト
　財源
　　税収等
　　国県等補助金

△ 186億 6,749 万円
195億 1,576 万円
153億 6,876 万円
41億 4,700 万円

△ 281億 4,198 万円
294億 5,103 万円
216億 6,512 万円
77億 8,591 万円

△ 64万円
67万円
49万円
18万円

　本年度差額 8億 4,827 万円 13億 905万円 3万円
　固定資産等の変動（内部変動）
　資産評価差額
　無償所管換等
　その他

－
△ 451万円
△ 3万円

－

－
△ 1,067 万円

417万円
－

－
－
－
－

　本年度純資産変動額 8億 4,373 万円 13億 256万円 3万円
本年度末純資産残高 634億 5,884 万円 825億 2,248 万円 187万円
　全体会計では、純行政コスト281億 4,198万円に対して、税収等の財源が294億 5,103万円であったため、前年度
に比べ13億256万円増加しました。

行政コスト計算書（H27.4.1 ～ H28.3.31）
（平成27年度の１年間の行政活動のうち、各種証明書の交付や福祉サービスのように、資産の形成につながらない行政サー
ビスにかかる経費と、その対価としていただく使用料や手数料を対比させたものです。）

区　　分 一般会計等 全体会計 市民 1人当たり
経常費用
　業務費用
　　人件費
　　物件費等
　　その他の業務費用
　移転費用
　　補助金等
　　社会保障給付
　　他会計への繰出金
　　その他
経常収益
　　使用料及び手数料
　　その他

195億 7,525 万円
120億 5,746 万円
38億 4,639 万円
78億 8,397 万円
3億 2,710 万円
75億 1,779 万円
26億 6,669 万円
24億 3,195 万円
24億 1,081 万円

834万円
9億 4,637 万円
4億 4,036 万円
5億 600万円

304億 4,272 万円
146億 1,825 万円
41億 3,925 万円
97億 7,328 万円
7億 572万円

158億 2,447 万円
133億 6,024 万円
24億 3,195 万円

－
3,228 万円

23億 3,952 万円
16億 8,994 万円
6億 4,958 万円

69万円
33万円
9万円
22万円
2万円
36万円
30万円
6万円
－
－

5万円
4万円
1万円

純経常行政コスト 186億 2,888 万円 281億 320万円 64万円
臨時損失
　　災害復旧事業費
　　資産除売却損
　　投資損失引当金繰入金
　　損失補償等引当金繰入金
　　その他
臨時利益
　　資産売却益
　　その他

4,854 万円
－

4,824 万円
1万円
－

29万円
994万円
673万円
321万円

4,871 万円
－

4,824 万円
1万円
－

46万円
994万円
673万円
321万円

－
－
－
－
－
－
－
－
－

純行政コスト 186億 6,749 万円 281億 4,198 万円 64万円
　全体会計の経常費用は304億 4,272万円で、その半分は、補助金等や社会保障給付費の移転費用が占めています。
　純経常行政コストの281億 320万円は、人件費や社会保障給付などの経常費用から使用料及び手数料などの経常収益を
差し引いた差額で、この差額は、税金や補助金などで賄われています。

※�いずれの表も金額は四捨五入のため、合計が合わないことがあります。市民一人当たりの金額は、平成28年１月１
日の住民基本台帳人口（44,117人）を用いて算出しています。詳細は、ホームページをご覧ください。
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　NHK土曜スタジオパーク in 茨城が文化センター大
ホールから公開生放送されました。これは、茨城県北西
部が舞台となっている連続テレビ小説「ひよっこ」に
合わせて放送されたものです。
　当日は、司会の渡邊佐和子アナウンサー、渡辺直美
さん、足立梨花さん、ヒロインを演じている有村架純
さん、父親役の沢村一樹さん、母親役の木村佳乃さん
が出演し、多数の応募の中から当選した観客の大歓声
でみなさんを迎えました。
　番組が始まると３人のゲストから茨城弁や茨城県に
ついて話があり、それぞれが好きな茨城弁では、第 11
話で放送された木村さんの「いばらぎじゃないです、い

ばらきです」という台詞に会場も大いに盛り上がりました。
　また、番組の途中に、道の駅みわ北斗星で、「ひよっこ」で使用していたものと同じ種類の民具を展示している様子が
放送され、地元でも一生懸命「ひよっこ」を応援していることが紹介されました。
　放送終了後には３人を囲んでの取材が行われ、その中で有村さんは茨城の印象として「ごはんが美味しくて地元の人
がとても優しい」「方言が好きで温かさを感じます」と話していました。木村さんは、「自分が茨城出身のような気持ち
になっていて、茨城を身近に感じています」と話し、沢村さんは、「東京近郊の県の人は方言を恥ずかしいと思っている
人も多いが、この番組を通してそういう思いを変えたいと思っています」と話していて、「ひよっこ」の撮影を通して茨
城に強く愛着を持っている様子が感じられました。

土曜スタジオパーク in 茨城

▲ 観客と一緒に記念撮影

4/15

▲　スタジオの様子 ▲ 会場から大きな拍手が送られました

　また、市文化センターでの放送の感想としては、有村さんは「会場のみなさんと一緒に盛り上がって楽しかったです」、
木村さんは「明日からも頑張っぺ！という気持ちになりました」、沢村さんは「地元のみなさんが温かい気持ちで応援し
てくれていると思いました」と嬉しそうに話していました。
　最後に、本市の特産である鮎は好きですか？と質問したところ、３人とも「大好きです！」と即答されました。６月
１日から鮎漁が解禁となるので、ぜひ旬の鮎を食べに来てくださいと市の PRをして取材を終了しました。
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　茨城県北西部が舞台の連続テレビ小説「ひよっこ」の放送に合わせて、物語が始まる 1964 年ごろの生活で使用してい
た民具が、道の駅みわ北斗星２階ギャラリーと道の駅常陸大宮かわプラザ多目的室で展示されました。
　展示された民具は、実際の撮影で使っていたものと同種類のもので、炭俵、蓄音機、真空管ラジオ、手回し洗濯機、木槌（つ
ちんぼー）、芋こじ（芋洗い）、大助人形、縄もっこなど 25 点でした。なお、炭俵は実際の撮影で使用されたものです。

　また、道の駅常陸大宮かわプラザ内のレストランでは、「おらげの飯」と題して、1964 年ごろの県北地域で一般的に食
べられていたメニューを再現し、毎日限定 10食で提供しています。この味を通して 1964 年のあの頃にタイムスリップし、
当時に思いを馳せてみませんか？今後は「ひよっこ」のストーリーに合わせたメニューを提供する予定です。

常陸大宮市民具展～ 1964 年のあの頃～

▼おらげの飯

おらげの飯メニュー
　ごはん・味噌汁・たくあん
　きゅうりもみ・納豆・卵焼き
　茄子炒り

4/5～
5/18

▲ 展示された民具の一部

　東京元赤坂の赤坂御苑で春の園遊会が催され、各界の功績者およそ 2,000 人が天皇皇后両陛下や皇族方と和やかなひと
ときを過ごしました。
　三次市長は、全国の市町村長の中から招待された 45 人とともに出席し、天皇陛下から「ペリリュー島には慰霊に行か
れたのですか」とお声をかけられ、「大変緊張したが『はい、そうです』とお返事をさせていただいた。園遊会は人生最
良の日だった」と感想を話していました。

三次市長が園遊会に出席しました4/20

▲ 4 月 29 日放送ＴＢＳ“皇室アルバム”より
　 右端　三次市長

▲ 安倍首相と

▲ 左端　撮影で使われた炭俵
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第 1 回市議会定例会

条　　例

〇常陸大宮市地域創生基金条例

〇常陸大宮市職員定数条例の一部を改正する条例

〇�常陸大宮市職員の給与に関する条例の一部を改正する

条例

〇�常陸大宮市職員の勤務時間，休暇等に関する条例の一

部を改正する条例

〇�常陸大宮市職員の育児休業等に関する条例の一部を改

正する条例

〇�常陸大宮市移動通信用鉄塔施設の設置及び管理に関す

る条例の一部を改正する条例

〇常陸大宮市税条例の一部を改正する条例

〇�常陸大宮市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する

基準を定める条例の一部を改正する条例

〇�常陸大宮市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に

関する基準を定める条例の一部を改正する条例

〇�常陸大宮市地域包括支援センターの人員及び運営に関

する基準を定める条例の一部を改正する条例

〇�常陸大宮市温泉・温浴施設等の設置及び管理に関する

条例の一部を改正する条例

〇常陸大宮市立学校設置条例の一部を改正する条例

〇�常陸大宮市立幼稚園保育料徴収条例の一部を改正する

条例

〇�常陸大宮市上水道事業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を廃止する条例

平成 29 年度予算

○�常陸大宮市一般会計予算・特別会計（10 会計）・上水

道事業会計予算

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（5 会計）・

上水道事業会計補正予算

その他

○常陸大宮市総合計画基本構想及び基本計画について

○�専決処分の承認を求めることについて

　（指定管理者の指定について　おおみや広域聖苑）

　平成 29 年第 1回常陸大宮市議会定例会が、2月 27 日から 3月 21 日まで行われました。この定例会では、次の議案（市

長提出議案）の審議が行われ、それぞれ可決及び承認されました。
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　４月６日に市内小学校全 11 校、７日に中学校全５
校で入学式が行われました。
　今年度の新入生は小学生 271 人、中学生 361 人とな
り、それぞれ新たな希望を胸に新生活をスタートさせ
ました。

平成 29 年度新入生
小学校

学校名 男 女 計
村田小 10 23 33
上野小 12 17 29
大宮小 24 23 47
大賀小 12 4 16
大宮北小 3 3 6
大宮西小 29 35 64
山方小 5 6 11
山方南小 7 5 12
美和小 12 6 18
緒川小 5 9 14
御前山小 10 11 21
合計 129 142 271

中学校
学校名 男 女 計
大宮中 106 88 194
第二中 27 30 57
山方中 22 25 47
明峰中 23 24 47
御前山中 11 5 16
合計 189 172 361

　平成 28 年４月１日から平成 29 年３月 31 日における住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況について、下記のとおり公
表します（犯罪捜査等のための請求に係るものを除く）。

住民基本台帳の閲覧状況を公表します

№ 閲覧日 申請者 委託者 利用目的 閲覧地区

１
平成 28 年
５月 27 日

株式会社インテージリサーチ
　代表取締役社長　井上　孝志
東京都東久留米市本町１－４－１

国土交通省観光庁
　観光戦略課調査室長　堀　真之助

「旅行・観光消費動向調査」
実施のための対象者抽出

常陸大宮市野田・下
伊勢畑・秋田・中居・
金井

（85 件）

２
平成 28 年
６月 21 日

一般社団法人中央調査社
　会長　西澤　豊
東京都中央区銀座６－ 16 － 12
丸高ビル７階

株式会社朝日新聞社
　ブランド推進本部マーケティング部長
　　井之上　裕

「2016 年新聞及びウェブ利
用に関する総合調査（くら
しと情報についてのおたず
ね）」実施のための対象者
抽出

小倉

（24 件）

３
平成 28 年
６月 29 日

一般社団法人新情報センター
　事務局長　平谷　伸次
東京都渋谷区恵比寿１－ 19 － 15

NHK放送文化研究所
　世論調査部長　大滝　昭彦

「参院選の政治意識調査
2016」実施のための対象者
抽出

南町・東富町・八田・
三美・宮の郷・舟生・
盛金・氷之沢・松之草・
檜山

（12 件）

４
平成 28 年
９月 29 日

一般社団法人新情報センター
　事務局長　平谷　伸次
東京都渋谷区恵比寿１－ 19 － 15

一般社団法人日本家族計画協会
　理事長　北村　邦夫

「第８回　男女の生活と意
識に関する調査」実施のた
めの対象者抽出

野口

（22 件）

５
平成 28 年
11 月 25 日

株式会社日本リサーチセンター
　代表取締役社長　鈴木　稲博
東京都中央区日本橋本町２－７－１

国立大学法人お茶の水女子大学
　文教育学部長　菅原　ますみ

「パチンコ・パチスロ遊戯
障害全国標準サンプリング
調査（調査名：安全安心な
社会とレジャーに関する調
査）」実施のための対象者
抽出

下村田

（30 件）

６
平成 28 年
12 月 14 日

株式会社ビデオリサーチ
　代表取締役社長　加藤　讓
東京都千代田区三番町６－ 17

日本たばこ産業株式会社
　たばこ事業本部
　Ｍ＆Ｓ企画部長　西谷　圭一

「2017 年全国たばこ喫煙者
率調査」実施のための対象
者抽出

上町

（20 件）
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　全国町村会館（東京都）で、東京 2020 オリンピック・パラ
リンピック競技大会のパラオ共和国選手団事前キャンプに関す
る基本合意書締結式が開催されました。これは、県内自治体と
しては第１号のことです。
　式には、パラオ共和国からフランク・キヨタオリンピック委
員会会長及びバクライ・テメニル社会文化大臣、宮城県蔵王町
からは村上町長、本市からは三次市長が出席。事前キャンプの
実施にあたり、必要な施設や練習環境の提供と、パラオ共和国
選手団をおもてなしの心で迎え入れる等を内容とする合意書に
署名をしました。
　今後は、蔵王町と連携し、パラオ共和国選手団の事前キャン
プの実施に向けた調整を図りながら、オリンピアン・パラリン
ピアンによる講演やスポーツ教室の開催など、ホストタウン交
流計画に基づき、東京 2020 オリンピック・パラリンピックに
向けて様々な取組を進めていきます。

パラオ共和国と事前キャンプ実施の基本合意書を締結しました4/21

▲左から三次市長、フランク会長、
バクライ大臣、村上町長

　　　　パラオ共和国概要【外務省データ】
　　　　〇人口　21,097 人
　　　　〇面積　488 平方キロメートル
　　　　〇首都　マルキョク
　　　　〇言語　パラオ語・英語

パラオ共和国からの研修生を紹介します
　市では、ホストタウン交流計画に基づき、パラオ共和国から 3人の研修生を受け入れました。研修生は市内に居住し、
日本語や日本の生活、文化などを学びながら、市民の方々と積極的に交流を行うとともに、今後のパラオ共和国選手団
の事前キャンプの調整や本市とパラオ共和国との友好親善の推進に向けて、市役所で 1年間研修をします。その 3人に
インタビューをしました。

氏名：Jenny D Otei （ジェニー　オテイ）20 歳
日本に来た動機：�パラオで日本人観光客をよく見かけていて、日本に親近感を抱いていました。
この素晴らしい研修の機会で、日本の知識を増やし、東京オリンピック・パラリンピックでは、
母国と常陸大宮市をつなぐ「架け橋」となれるように頑張ります。将来は、この経験が事業を起
こすことに役立てることができればいいなと思います。日本でも働いてみたいです。
日本語習得以外で挑戦したいこと：時間があれば日本中を旅したいです。

氏名　Austein L Ngiraked （アンスティン　ニラケド）20 歳
日本で経験したいこと：1 日でも早く日本語を話したり、読んだり、理解できるようになりたい
です。そして、日本や常陸大宮市のことをパラオのみんなに伝えたいと思っています。また、日
本のお正月を経験したいです。パラオでは元旦に長生きを願ってうどんを食べる習慣があります。
紹介したいパラオの文化：第 1子が誕生したときのお祝い行事であるNgasech（ガアス、また
はベビーシャワーとも言います）を紹介したいです。これは母体の回復を目的とした、パラオの
とても伝統的な行事です。

氏名　Kenelly S Rekemel （ケネリー　レケメル）20 歳
好きなスポーツ：野球とバスケットボールです。パラオでは野球をベースボールと言わず、Yakiu
（ヤキュウ）と言い、学校の体育などでやります。Yakiu はパラオで大変人気のあるスポーツです。
将来の夢：この研修で、常陸大宮市のみなさんと会って仲良くなり、様々な体験をしながら、新
しい知識を吸収したいです。東京オリンピック・パラリンピックの際には、パラオと常陸大宮市
との人々の親交を深められるような人になりたいと思っています。

alii（アリー）
パラオ語でこんにちは
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防災監を紹介します４/３
　市では４月１日付けで、元陸上自衛官の小林公則さん
を防災監として採用しました。
　防災監は、近年全国各地で発生する大規模な自然災害
等をふまえ、本市における大規模な自然災害等に備える
ため、今年度新たに設けた職務です。防災に係る対応マ
ニュアルの作成や、自主防災組織の育成など、防災業務
全般を担当する一方、災害等が発生した際には、防災対
策の専門的な見地から危機管理監を補佐する役割を担っ
ています。小林さんは、国の認定する地域防災マネー
ジャーの資格を有し、災害派遣で培った豊富な経験を活
かして、本市防災機能の強化に取り組んでいます。任期
は３年間で、元自衛官を防災担当職員として採用するの
は、県北地区では初めてのことです。

　この度、常陸大宮市の防災監として採用された小林公
則です。４月３日に防災監の辞令を頂き、身の引き締ま
る思いです。
　防災監、市職員としての使命と地位・役割をよく自覚
し、誠心誠意、職務に精励してまいります。今後ともご
指導とご鞭撻の程、宜しくお願い致します。

▲  小林防災監

茨城を食べようDayレポート4/16
　「茨城をたべようDay」「茨城をたべようWeek」は、「茨城を
たべよう運動推進協議会」が素晴らしい茨城の農林水産物を県民
の方に知ってもらい、消費してもらうために制定しました。「茨
城をたべよう運動推進協議会」は、茨城県において地産地消を推
進する団体並びに地産地消活動を支援する団体で構成されてい
ます。
　家庭の日である毎月第 3日曜日を「茨城をたべようDay」、そ
こから始まる一週間を「茨城をたべようWeek」としています。
　IBS 茨城放送では、この運動をもっと知ってもらおうと県内を
まわり、各地の野菜などを紹介する番組を始めました。その記念
すべき第 1回目の放送が、道の駅常陸大宮かわプラザにおいて行
われ、常陸大宮市産のアスパラガスやロメインレタスなどが紹介
されました。

茨城大学人文学部
社会科学科 2 年

神田 紗帆さん

いっしょにまちづくり

▲ インタビューを受ける遠藤駅長

▲ 道の駅常陸大宮かわプラザの新鮮野菜

　４月16日、日立武道館（旧共楽館）で創建 100 周年を祝う郷土芸能公演が行われ「西塩子の
回り舞台」子ども歌舞伎の皆さんが出演したので、私もお手伝いしました。
　私が初めて常陸大宮市に訪れたのは、１年前の西塩子での田植え体験でした。農業に触れる
機会があまりなかった私にとっては新鮮な体験で、きれいな景色と美味しい昼食も相まって、常
陸大宮市に対して特別な想いを抱くようになりました。
　その後も「西塩子の回り舞台」のお手伝いや、茨城大学との連携で行われる集中講義に参加
するなど、積極的に関わってきました。西塩子に受け継がれてきた伝統文化に触れ、市を取り巻
く課題を見つめ活動に関わることで、この土地の魅力を伝えていきたいと強く思うようになりま
した。伝統の継承だけではなく、常陸大宮市はこんなに素敵で、訪れたくなる場所なのだと、よ
り多くの人々に発信していけるよう、今後も努力していきたいです。
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　平成 28 年度の１年
間、内科医師として勤
務された小野公平先生
に代わり、平成 29 年
４月１日から渡邉裕介
先生が着任しました。
　渡邉先生は、自治医
科大学を卒業後、北茨
城市民病院、自治医科
大学附属さいたま医療

センター等の勤務を経て、今回美和診療所に勤務するこ
とになりました。これまでの経験を活かし、美和地域を
はじめ市民の皆さんの健康の維持・向上に取り組んでい
きます。

　日本の伝統食であるそばの栽培について、生産性の向
上または経営改善の面から創意工夫を実践し、模範とな
るそば生産農家等を表彰する全国そば優良生産表彰事業
において、茨城県代表として参加した藤田博子さん（鷹
巣）が全国農業協同組合中央会長賞を受賞しました。藤
田さんは、ＪＡ常陸秋そば生産部会長として地域のそば
生産のけん引役として活躍するとともに、契約出荷にお
いては完全更新種子で栽培に取り組み「常陸秋そば」の
特徴を活かしています。今後もそばの生産を維持するこ
とで、農地荒廃防止と農村景観の保全につながり、地域
農業の振興に活躍されることが期待されます。

　常陸大宮市自衛官募集相談員委嘱式を行いました。自
衛官募集相談員とは、それぞれの地域での広報活動や希
望者に対し自衛隊に関する情報提供、志願者を自衛隊茨
城地方協力本部へ紹介するなど、自衛隊・市・地域との
パイプ役をボランティアで担っていただく方です。本年
度は 5名の方に委嘱を行い、任期は平成 31 年 3 月 31 日
までの 2年間です。

▲ （左）代理受賞の父 正美さん

（前列左）小泉 忠さん　（前列右）宇留野 信江さん
（後列左から）神永 克也さん　三村 勉さん
　　　　　　 疋田 勝義さん

全国農業協同組合中央会長賞を受賞3/22 自衛官募集相談員委嘱式4/18

美和診療所に新しい先生４/１ 退任行政相談委員感謝状贈呈式4/11

▲ 渡邉裕介先生

　安藤正之さんが平成 28 年度をもって行政相談員を退
任されました。安藤さんは行政相談員を 5期 10 年務め
られ、市民と行政の架け橋として活躍しました。その功
績を称えられ、行政評価事務所の田口所長から感謝状が
贈られました。

▲（左から二番目）安藤正之さん

■問い合わせ■　安全まちづくり推進課
　　　　　　　　安全まちづくり推進グループ
　　　　　　　　電話　52-1111（内線 112）
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　春の全国交通安全運動（4／ 6 ～ 15 まで）に合わせ、
下村田地域内国道 118 号線で交通安全街頭キャンペーン
が実施されました。市内では昨年 8月から交通事故死亡
者ゼロとなっており、この連続ゼロ期間記録を延ばそう
と、一丸となって呼びかけを行いました。
　キャンペーンに参加したのは、大宮警察署のほか、大
宮地区交通安全協会、大宮地区交通安全母の会連絡協議
会、大宮地区安全運転管理者協議会、常陸大宮高校の生
徒、ヤマト運輸のみなさんで熱心にチラシなどを配り、
交通安全の啓発をしました。

　第 3回ミニ四駆ひたちおおみや市長杯（主催：あきな
い組）が道の駅常陸大宮かわプラザで開催されました。
　当日は小雨が降り続いていましたが、屋根があるイベ
ント広場で行われたため、雨に濡れることもなく広々と
したコースが設置されました。
　約 30 人の競技参加者があり、難関コースを一番に制
しようと、熱戦が繰り広げられました。また、会場では
ミニ四駆販売やミニ四駆体験会、じゃんけん大会が催さ
れ大きな盛り上がりを見せました。

　久慈書道会社中展（主催：一般財団法人常陸大宮市体
育協会）が、くりえーとセンター大宮で開催されました。
幼児から高齢者までの約 70 人の門下生たちによる作品
を一堂に展示。どの作品も心がこもった力作ばかりで、
一瞬にして書の世界に引き込まれるようでした。
　この社中展は今回初めて行われたもの。出展者の１人
である中島さんは書歴約 15 年で、「久慈書道会のもう１
つの魅力である書道パフォーマンスに向けても日々精進
しています。この社中展を通じて書を身近に感じてもら
えれば」と話していました。

▲ チラシを配る常陸大宮高校生

▲ 真剣にミニ四駆を走らせる参加者 ▲ 社中展の様子

第３回ミニ四駆市長杯4/9 久慈書道会 社中展

一人でも　ちゃんと守るよ　交通ルール4/6 御前山ダム歩く会4/16

4/1
～9

　御前山ダム周辺には多くのヤマザクラが自生し、春に
は新緑と桜の花のコントラストが楽しめます。この素晴
らしい風景を多くの人に楽しんでもらおうと、御前山ダ
ム湖周辺歩く会（主催：御前山ダム環境センター）が開
催されました。
　4月にもかかわらず初夏を思わせる陽気の中、約 160
人の方が参加し、途中、オオムラサキの里づくりの一環
として榎の植樹を行いながら、約7kmのコースを全員
が完歩しました。
　また、地元ボランティアによるおにぎりと豚汁のサー
ビスがあり、楽しい一日を過ごしました。

▲ みんなで記念撮影
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Vol.35 職員のつぶやき ～職員リレートーク～

　昨年の４月に採用され、
教育委員会生涯学習課に
配属となった角田哲哉で
す。早いもので採用からす
でに１年が経ちました。
　入庁当初は、スポーツイ

ベントの企画等のほか、体育施設の管理等を行って
いました。現在は青少年健全育成関連の業務を受け
持っています。担当業務の内容はガラリと変わりま
したが、１日も早く新たな業務に慣れるよう頑張っ
ていきたいと思っています。まだまだ不慣れなとこ
ろも多くありますが、市職員としての自覚を持ち、
大きく成長できるよう業務に取り組んでいきますの
で、皆さんよろしくお願いします。

　生涯学習課図書情報館
の飯田麻由実です。先輩に
色々とご指導をいただき、
１年が過ぎました。
　本の貸出や返却、配架作
業などのカウンター業務

を担当していますが、利用者の方が楽しそうに本を
手に取ってくださる時にやりがいを感じています。
　最初は何をするにも緊張しましたが、そんな時に
は市のマスコットキャラクターひたまるを見ること
で心を和ませ、気持ちを切り替えていました。これ
からも、ひたまるに励まされつつ、業務に全力で取
り組んでいきたいと思います。

▲ 角田さん ▲ 飯田さん

　辰ノ口親水公園で、第８回さくら祭りが開催されました。
　当日は、あいにくの小雨でしたが、多くの団体から出店があり、桜とともに来
場者を美味しい食べ物や楽しいゲームなどでもてなしました。
　午後は、ベリーダンスの発表と川嶋志乃舞さんによる三味線の演奏があり、会
場も盛り上がりました。
　夜は、桜つづみのライトアップと花火大会が行われました。霧雨が降りしきる
中でも、夜桜と春の花火の競演を一目見ようと多くの観客が来場し、幻想的な春
の宵を楽しみました。

辰ノ口さくら祭り４/８

▲ 花火大会

　やすらぎの里公園でさくら祭りが開催されました。
　美しく咲いた枝垂桜、八重桜がたくさんの来場者を迎え
ました。イベントステージでは和太鼓演奏をはじめ、バン
ド演奏、歌謡ショー、音楽ライブ、ベリーダンス、吹奏楽、
フォルクローレ演奏※が行われました。
　また、多くの団体等からの出店があり、焼き鳥や小物類
などが販売され、ステージとともにさくら祭りを盛り上げ
ました。
　※�フォルクローレとは、ラテンアメリカの民族音楽の総

称です。

やすらぎの里さくら祭り４/23

▲ 出店ブースの様子
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常陸大宮市 文 書 館 だ よ り Vol.16

　本号では美和地域の旧檜沢村の合併についてご紹介
します。
◇明治の檜沢村
　旧美和村の東半分を占めた旧檜沢村は、緒川が村内
を南北に流れる谷間に集落が開けた村です。
　上檜沢・下檜沢・氷之沢の各大字がほぼそのまま江
戸時代の村にあたります。
　これらの行政村の明治以後の動きを追ってみましょ
う。まず、明治６年の大区小区制では高部・小田野・
鷲子の各村とともに第 11 大区４小区に組み入れられ
ました。同８年には大区小区制が改正されて小区の規
模が拡大しました。これに伴い、檜沢村域の３か村は、
大岩村や上小瀬村などとともに 12 か村で第４大区５
小区を構成することになりました。
　明治 11 年 12 月に大区小区制が廃止され、直ちに連
合村制に移行すると、上檜沢村及び高部村２か村連合
（戸長役場は高部村）、下檜沢村・氷之沢村・長沢村３
か村連合（同下檜沢村）になりました。明治 17 年の
改正後は上檜沢村・高部村・小田野村・鷲子村４か村
連合（戸長役場は高部村）、下檜沢村・氷之沢村・上
小瀬村・下小瀬村・小玉村５か村連合（戸長役場は上
小瀬村）と変遷しています。
　その後、明治 22年に市制・町村制が施行され、上檜
沢村・下檜沢村・氷之沢村が合併し、檜沢村となりま
した。

　檜沢村役場は、駐在所などとともに、下檜沢鹿嶋神
社の向かい側、下檜沢久保（現小室忍家敷地）に建て
られていました。下檜沢登屋の小室斌が私財を投じて
木造平屋建ての役場庁舎を建てたと伝えられています。
　その後、昭和 24、25 年頃には、手狭になった役場
の整備のため、下檜沢宿（現益子勝雄家敷地）に移転
しました。

◇昭和の合併と檜沢村
　昭和 28 年９月に町村合併促進法が公布され、茨城
県から檜沢村と嶐郷村との合併案が示されました。檜
沢村では小瀬村及び塩田村との合併を模索する動きも
ありましたが、小瀬村は八里村と、塩田村は大宮町・
山方町への分村合併が決する中で、嶐郷村との合併が
まとまることになりました。
　町村合併の理由としては「産業、経済、人情、風俗、
地勢等類似し交通、河川を同じくする両村を合併し、
その組織運営を合理的且能率的に運営し、地方自治法
の本旨に基づいて自治の充実と強化を計り（以下略）」
（「合併関係書類」美和村役場文書Ⅰ№ 40）とされて
います。こうして昭和 31 年９月 21 日付で新たな嶐郷
村が誕生し、同 26 日には公募によって村名を「美和村」
とすることが決まりました。
　旧檜沢村役場庁舎は、合併後も檜沢支所として昭和
43 年３月まで存続しました。

青栁章さん、木村三男さん、小室忍さん、益子勝雄さ
んに聞き取り調査にご協力いただきました。
【参考文献】　
塙泉嶺『那珂郡郷土史』宗教新聞社　大正 12 年、茨
城県総務部地方課編『茨城県市町村合併史』昭和 33 年、
『美和村史』平成５年
■問い合わせ■
常陸大宮市文書館　電話 52-0571

合併の経緯　－檜沢村―

▲ 明治の檜沢村役場の置かれた場所（下檜沢久保）

▲ 戦後に檜沢村役場の置かれた場所（下檜沢宿）

▲ 檜沢村役場に関する文書（当館蔵）
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　地域調査・情報発信担当の岩崎です。

　１年目は、地域のことを知るためにさまざまなイベントに参加・取材を行い

ました。その中で、自分が何をやってみたいのかが少しずつ見えてきました。

そこで、以前から関心のあった歴史について調べてみたいと改めて思うように

なり、２年目はより地域における歴史の情報発信に重きをおいて活動したいと

思います。

　最近では、道の駅常陸大宮かわプラザ・道の駅みわ北斗星で行われた「常

陸大宮市民具展～ 1964 年のあの頃～」のキャプション作成に関わりました。

民具を調べる中で、当時の生活や県北地域特有の呼称などを知り、非常に勉強

になりました。

　また、常陸大宮市に来てから初めて展示に関わり、展示をすることの面白さ

を実感できました。

　ところで、市内には佐竹氏の史跡が多くあります。友好都市である大館市と

の関係も佐竹氏との関わりのひとつです。『常陸の国といえば佐竹氏』、何かの

形で発信できたらと考えています。

No.13

がゆく
地 域 協 力 隊お こ し

▲ 展示物の調査

▲ 民具の紹介

環境インフォメーション
注意！不法投棄の被害は身近にあるかもしれません

○私有地にも不法投棄対策を
　道路のポイ捨てやごみ集積所に回収できないものを置くなど、不法投棄は様々な場所で発生しています。
　また、不法投棄は人目につきにくい土地や、手入れが行き届かない土地が狙われるケースもあります。不法投
棄された場合、行為者が判明しなければ土地所有者にも責任が及ぶため、決して安心はできません。投棄され処
理に困る前に、定期的な見回り、侵入防止柵や警告看板などの設置を行い、不法投棄を未然に防止できるように
心掛けましょう。
○不法投棄を見つけたら
　不法投棄を見つけたら不法投棄 110 番・市役所・大宮警察署または地区の環境保全推進委員長（副区長）へ通
報してください。
※�不法投棄 110 番の受付時間は平日 8時 30 分～ 17 時 15 分です。受付時間外は最寄りの警察署まで通報してく
ださい。
※トラブルに巻き込まれる恐れがあるため、写真撮影や行為者への声掛けは絶対にしないでください。
〈通報の際に提供いただきたい情報（分かる範囲で構いません）〉

■問い合わせ■　
　●市民生活部　生活環境課　生活環境 G　電話 52-1111（内線 123）
　●地域創生部　山方支所　電話 57-2121　　　美和支所　　電話 58-2111
　　　　　　　　緒川支所　電話 56-2111　　　御前山支所　電話 55-2111
　●不法投棄 110 番　電話 0120-536-380

・発見日時、場所　　・投棄されているものとその量
・捨てた人につながる情報（車の情報など）
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健 康
通 信
常陸大宮済生会病院
院長　河野　幹彦

［脂質異常症とは］

　脂質異常症とは、血液中の悪玉コレステロール（LDL-C）値、中性脂肪値、善

玉コレステロール（HDL-C）値に異常が認められる状態です。高い場合は高脂血症、

低い場合は低脂血症と呼んでいます。

［診断］

　検査前日の暴飲暴食を避け、10時間以上絶食した早朝空腹時に採血した結果で診断されます。

　下記のような場合は、動脈硬化が進む可能性が高く、治療が必要となります。

「脂質異常症」について「脂質異常症」について

　中性脂肪のみ少し高い場合には治療の対象になることはほとんどありませんが、値が 1000mg/dL 以上の場

合には、急性膵炎を発症する危険性があります。また、善玉コレステロールのみ低い場合は、動脈硬化が進む可

能性があります。善玉コレステロールのみ高い場合は、悪影響を及ぼすことはほとんどありません。

［治療］

　治療としては、まず食事療法と運動療法を行います。高悪玉コレステロールの場合、飽和脂肪酸（動物性脂肪

に多い）や卵類、菓子類、加工食品を減らし、野菜（キノコ、大豆類を含め）や海藻を多くします。乳製品にも

注意します。高中性脂肪も脂質や糖質、アルコールを減らし、野菜、海藻、青魚を多くします。高悪玉コレステロー

ル、高中性脂肪、低善玉コレステロールのいずれも過食を避け、体重の適正化に努めます。運動は、1回30分以上、

週 3日以上の有酸素運動（速歩など）が効果的です。善玉コレステロール増加には禁煙も有効です。食事療法

と運動療法で数値が改善しない場合には薬を使用します。

［管理目標値］

　悪玉コレステロールの管理目標値は、動脈硬化を促進させやすい原因（糖尿病・糖尿病予備軍・慢性腎臓病・

脳梗塞・末梢動脈疾患・高血圧・喫煙など）の保有数と年齢に応じて決められます。動脈硬化の危険性が低い方

から管理目標値を 160mg/dL 未満、140mg/dL 未満、120mg/dL 未満、100mg/dL 未満と設定し、必要に

応じてコレステロール低下薬を使います。

　中性脂肪の管理目標値は 150mg/dL 未満、善玉コレステロールの管理目標値は 40mg/dL 以上です。

①　高悪玉コレステロール（空腹時で 140mg/dL 以上）のみ

②　高悪玉コレステロールと高中性脂肪（空腹時で 150mg/dL 以上）の両方

③　高悪玉コレステロールと低善玉コレステロール（空腹時で 40mg/dL 未満）

④　高中性脂肪と低善玉コレステロール

⑤　高悪玉コレステロール、高中性脂肪、低善玉コレステロール

〈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）

4 月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
0

100
200
300
400
500

109

232

119

291

91

234 227

118 114 111

316

133

314

95

283

98

295

122

273

118

292 290

132

298

■　救急車以外
■　救急車
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「常陸大宮市の市史編さん調査（自然）を始めるにあたって」
茨城生物の会　桐原　幸一（自然部会長）

　常陸大宮市は県内で２番目の面積を持つ大きな市です。

東は阿武隈山地、北西は八溝山地に囲まれ、東側を久慈川、

西側には那珂川が流れています。

　一番高い北側の尺丈山（511 ｍ）をはじめ、東側を明
みょう

山
やま

、篭岩山、北西側には鷲子山、小瀬富士、小舟富士、高
たか

岩
いわさん

山、南側には山王山が周辺を囲んでおり、標高差は、南

側の久慈川沿いの標高が10ｍですから、約500ｍあります。

　気象も天気予報を注意深く見ていると、隣接する栃木県

の予報の方が的確に思えることがあり、常陸大宮市の自然

を構成する環境が、変化に富んでいて、複雑であることが

実感されます。

　また、奥久慈自然公園、御前山自然公園、鷲子山自然環

境保全地域などの貴重な自然もあり、こうした自然公園等

を挙げるまでもなく、常陸大宮市には貴重な動植物の生息

が記録されています。

　植物では、イワウチワ、カタクリなど、昔は普通に見る

ことが出来たものの、今ではすっかり数の減ってしまった

種が数多く生育しています。

　動物も、ムササビ、オオムラサキなど、昔は身近に見る

ことの出来た種が、今では姿を見かけることも少なくなっ

てきています。もちろん、陸上の動物だけでなく、久慈川

や那珂川には貴重な水生生物が生息したり、遡上したりし

ています。

　今回の春の調査で気付いた貴重な種の例を挙げてみま

す。それはトウキョウサンショウウオです。

■問い合わせ■　文化スポーツ課　 文化・スポーツ G

　　　　　　　　電話 52-1111（内線 344）

　トウキョウサンショウウオは、主に関東地方、特に茨城

県の低丘陵地に生息します。私たちが子どもの頃、沢の湧

き水が流れる細流で簡単に見つけることができ、ヤマド

ジョウなどと呼ばれていました。

　今回、調査してみると、埋め立てなどで多くの谷津など

が失われ、生息場所も個体数もかなり少なくなっていまし

た。この種は茨城県などで滅んでしまうと、地球上から消

滅してしまうことになります。改めて今回の市史編さんの

調査の大切さを感じました。

　自然調査ではみなさ

まの地区に入らせてい

ただきます。気づいた

ことはお気軽にお伝え

ください。また、こん

な動植物を見たなどの

情報を担当事務局にぜ

ひお寄せ下さい。

　調査結果は自然観察会などを開催することで、広くみな

さまにお知らせしようと考えています。地域の自然やそこ

に生息する動植物について知っていただき、大切にしてい

ただくことこそが、常陸大宮市の進める郷育立市につなが

ると思います。

▲ トウキョウサンショウウオとその卵のう
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FIRE DEPARTMENT HITACHIOMIYA
『常陸大宮市消防本部』

　 平成 29 年度 危険物安全週間推進標語

「あなたなら　無事故の着地　決められる！」
危険物安全週間６月４日（日）～ 10 日（土）

　６月４日（日）～６月 10日（土）は、危険物安全週間です。危険物安全週間とは、石油類をはじ

めとする危険物の事業所における自主保安体制の確立を呼びかけるとともに、広く国民の危険物に対

する意識の高揚と啓発を図る週間として、平成２年に消防庁が毎年６月の第２週の１週間（日曜日か

ら土曜日まで）と定めました。これは、気温が高くなり危険物の自然発火による火災が多くなる夏季

を目前にした、６月初旬に啓発活動を行うためです。

　ご家庭においてガソリンや灯油等、危険物の取り扱いには十分注意してください。

○危険物とは

　取り扱いを誤ってしまうと大きな災害、被害等を発生しかねない危険な化学物質があります。一般

的にこれらの危険な物質をまとめて「危険物」と呼んでいます。毒物、劇物、可燃性のものや不燃性

のものなどがありますが、いずれも液体か個体であり気体の危険物はありません。また、消防法上の

危険物とは、取り扱い方法を誤ると火災を引き起こす性質がある化学物質のことを言い、消防法と関

係法令により規制されています。

○私たちの周りの危険物

　私たちの周りには日常生活で使用する様々な危険物があります。ガソリン、灯油、軽油などの燃料

類をはじめ、マニキュア、除光液、へアースプレーなど危険物を含有した製品は、私たちの生活の中

ではなくてはならない身近なものになっています。危険物はその取り扱いや保管方法によっては大き

な事故につながりかねません。製品に記載された注意書きをよく読み、正しい取り扱いをしましょう。

■問い合わせ先■

常陸大宮市消防本部　予防課　電話 53-1156

ＦＤＨ　第129回
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QRコードから市のツイッターがご覧になれます

常陸大宮市の人口
（５月１日現在・推定常住者）
総人口　41,575 人

（男　20,515 人　女　21,060 人）
世帯数　16,083 世帯

再生紙と植物油インクを
使用しています。
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御前山ビオトープ周辺の植物等

Vol.33

がゆく
　４月19日、この日は道の駅みわ北斗星で行われていた民具展へやってきたひたまる。ここではNHKの連
続テレビ小説「ひよっこ」と同じ時代に使われていた民具が展示さ
れていました。この民具を使った昔の人の生活スタイルに、ひたま
るは想像を膨らませました。
　ひよっこは 1960 年代の茨城県北西部が舞台となっているドラマで
す。有村架純さんが演じるヒロインみね子が、自らの殻を破って成
長していく波乱万丈青春記！放送は今年の９月まで続きます。
　今後のドラマの展開がますます気になるひたまるでした。

※現在、民具展は終了しています。

（マメ科ジャケツイバラ属）
（写真・データ提供　御前山ダム環境センター）

▲ 興味津々なひたまる

　４月６日に山方農林漁家高齢者センターで開催された春のヨガ体験教室を皮切り
に、スポーツクラブひたまる25主催「浅野佑介ヨガ教室」がスタートしました。当
日は、天気が良かったため、屋外の芝生の上で桜の花を見ながらヨガを行いました。
　毎月第３土曜日に行っているノルディックウォーキング教室は今年度も引き続き
実施しています。（毎月第３土曜日午前９時に西部総合公園体育館玄関前集合）。道
すがら発見したキノコや山野草について説明する講師のトークも参加者に人気があ
ります。申込不要で、ポールの貸し出しもあります。（数量限定）お気軽にご参加く
ださい。
■問い合わせ■　
スポーツクラブひたまる 25 事務局　電話 55-9666
文化スポーツ課文化・スポーツＧ　電話 52-1111（内線 342）

ジャケツイバラ

　宮城県、山形県以南の本州、四国、九州に分布する落葉低
木で、ややつる状になります。枝や葉の軸には長く伸びた逆向
きの刺があります。5～ 6月頃、枝の先に長さ20～ 30㎝の花
序を伸ばし、直径 2.5 ～３㎝の黄色い花を多数つけます。果実
は長さ７～10㎝の豆果（とうか）で、秋に褐色に熟すと二つに
裂開します。中には長さ１㎝ほどの楕円形で黒褐色の種子が数
個入っています。
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