
▲みんな友達になったね！

▲（右）報告をする都竹さん

▲集中して作業をしています

お宝発見事業7/1 漆の魅力を体験7/2
　平成 29 年度「常陸大宮市のお宝発見事業」の第 1回を、
市内の小学 4～ 6年生 27 人の参加のもと実施しました。
　午前中は、市内にある納豆工場を見学。会社の概要や
納豆についての説明を聞いた後、実際に製造される様子
を見学しました。参加者たちは、説明を聞きながらメモ
をとったり、熱心に質問をしたりしていました。
　午後はジャガイモ掘り体験の予定でしたが、あいにく
の雨により、室内でのレクリエーションに変更。毎年こ
の事業に協力してくれている、茨城大学「子どもふれあ
い隊」によるいろいろなゲームを楽しみました。参加者
たちはこれからも、学校や学年の違う仲間と協力しなが
ら、様々な体験を通して、ふるさと常陸大宮市について
学んでいきます。

　山方地域の特産品である奥久慈漆の魅力に触れてもらう
ため、漆塗り体験教室の第1回目を実施しました。
　講師の山方漆ソサエティの皆さんと本間健司氏の親切丁
寧な指導のもと、市内在住の幅広い年代の12人が漆塗りを
体験しました。
　この全 5回の体験教室をとおして、小皿1枚と箸 3膳を
仕上げる予定で、今回は生漆に研

と

の粉
こ

とカーボンをよく練っ
て混ぜたものを塗る木地固め・下地の工程を行いました。
　下地の作業が終わった小皿と箸は、漆を固化させる専用
の「漆室」に入れられ、次回以降、漆を塗り重ねていく予定
です。

▲たくさんの人が参加しました

社会を明るくする運動7/3 自主防災組織リーダー研修会7/4
　「第 67 回社会を明るくする運動」に関する内閣総理大
臣からのメッセージが、那珂地区保護司会大宮分会会長
沢畑益雄氏ほか 2名から市長へ伝達されました。
　この運動は、すべての国民が犯罪や非行の防止と、過
ちを犯した人の立ち直りについて理解を深め、それぞれ
の立場で力を合わせ、犯罪や非行のない安全で安心な地
域社会を築こうとする全国的な運動です。

　自主防災組織リーダー研修会（主催：茨城県・水戸地方
気象台・常陸大宮市）が市文化センターロゼホールで開催さ
れました。
　地域防災の中核となる自主防災組織の新規結成や活動の
促進を図るため、その中心的な役割を担う防災リーダーの育
成を目的に開催され、市内外の自主防災組織関係者（自主防
災組織・消防団・市町村職員等）549名が参加しました。
　研修会では、県内の自主防災組織の事例発表などを通し
て、日頃の備え・訓練の重要性、防災情報の活用方法など
の確認をし、防災意識の向上を図りました。

▲（右）メッセージを手渡す沢畑会長

▲鷲子山上神社のカヤ（県指定天然記念物）

茨城県農業経営士の認定7/4 文化財パトロール7/5
　県総合福祉会館で、茨城県農業振興のけん引役となる
農業三士（農業経営士、女性農業士、青年農業士）の認
定・退任式が開催され、新たに都

つ づ く

竹大輔さん（野口）が
農業経営士として認定されたので、市長にその報告をし
ました。
　都竹さんは、約 10 年前に農地を借り受け、イチゴ農
家になりました。品質の高いイチゴ生産や新品種の育成・
導入に積極的に取り組み、市場への出荷と併せ、直売で
の顧客を確保し、経営を確立しています。今後のさらな
る活躍が期待されます。

　文化財とは、地域の歴史や文化を知るうえで必要不可欠
なものであり、先人たちの生きた証や教訓を私たちに教えて
くれる貴重な財産です。市内には、泉坂下遺跡をはじめ、数
多くの指定文化財や遺跡が所在しています。この貴重な文
化財を保護するため、本県及び本市では、文化財保護指導
員による文化財の巡視を実施しています。今年度の第1回
巡視が実施され、文化財・遺跡について異常のないことを
確認しました。なお、巡視は年3回予定されています。

◀面白い本は
あったかな？

小祝・エゴマの学校7/8 図書館巡回バス7/27
　市内小祝地区の畑でエゴマの学校（主催：小祝・エゴ
マの学校実行委員会）が開校しました。これは、岩崎地
区を中心に生産拡大を図るエゴマは、野菜等に比べて栽
培の手間が掛からないことに着目し、小祝地区の遊休農
地を活用した農業振興モデルの構築を目的に始めたもので
す。このプログラムのアドバイザーとして東京農業大学農
山村支援センターの学術研究員である中山幹生氏も参加。
　参加者は、地元の農家から指導を受けて、植え付けか
ら収穫、乾燥まで一連の農作業を体験し学ぶことができ
ます。第 1回目は、参加者と地元農家ら 20 人以上で約
1,000 本の苗を畑に植え付けました。今後は、芯止め・
葉採取、収穫、洗浄・乾燥という全 5回のプログラムが
予定されています。

　図書情報館事業「巡回バスに乗って行こう」の第 1日
目が行われました。この日は、大宮北小学校、大賀小学
校の児童 19人がそれぞれ本を読んだり、ＤＶＤを視聴し
たりして楽しく1日過ごしていました。
　受付カウンターでは、インターンシップの常陸大宮高校
生 3人に選んだ本の貸出をしてもらっていました。
　午後からは、歴史民俗資料館大宮館へ移動し「いずみ」
ちゃんをはじめとした泉坂下遺跡出土品や市の貴重な歴
史財産を見学しました。人面付壺型土器をはじめて見る
児童もいて、興味深く職員の説明を聞いていました。

▲暑い中力を合わせて植え付けました

いずみちゃんって
美人だね▶

■問い合わせ■
　道の駅常陸大宮かわプラザ　☎58-5038
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Vol.38 職員のつぶやき ～職員リレートーク～

▲第二中学校の授業の様子

▲歓迎会で本市の紹介ビデオを見る児童たち

▲みんな笑顔！おめでとう

授業力向上研修会7/14 教育長を表敬訪問7/20
　大館市友好都市交流事業の一環として、授業力向上研
修会を実施しました。
　秋田県は、子どもの個性や多様性を生かした授業実践
や家庭学習を重視した取組により、全国学力・学習状況
調査では、常に上位に位置しています。今回、大館市の
教員を招き、模擬授業を行いました。　
　授業は、第二中学校で比内中学校の青山まり子先生が
英語科を、大宮西小学校では城南小学校の米澤貴子先生
が算数の授業を実施し、市内の教職員が参観しました。

　常陸大宮リトルリーグの小学 5年生～中学 1年生の選
手が、7月 2 日と 9日に開かれた東関東連盟理事長旗争
奪大会（日本リトルリーグ野球協会東関東連盟主催）で
激闘を勝ち抜き見事優勝したので、その報告をするため
教育長を表敬訪問しました。
　優勝の栄誉を称え、教育長からは市教育長賞が授与さ
れました。

大館市児童交流7/28～30
　秋田県大館市立城南小学校の 6年生 12 人が、本市の歴
史や文化を学ぶため大宮小学校を訪れました。受け入れた
のは、大宮小学校の児童 11 人。
　初日は大宮小学校で歓迎会を行い、その後、御前山ダム
を見学しました。普段あまり訪れる機会のないダムで、職
員の説明に聞き入っていました。
　2日目は、大館市とゆかりのある部垂城跡や小場城跡を
見学しました。特に小場城では、堀や土塁を見ながら、当
時の城郭の様子を思い浮かべました。西ノ内紙での漉き絵
体験では、それぞれ個性豊かな絵を描き、たくさんの素晴
らしい作品が出来上がりました。

　このほかにも、パークアルカディア内で落ち葉や小枝を
使って工作をしたり、プラネタリウム館で星座の鑑賞もし
ました。
　はじめはお互いに恥ずかしがる様子もありましたが、
徐々に打ち解けていき、学校の話などで盛り上がりとても
楽しそうでした。お互いの市の歴史を学びながら交流する
ことができ、新しい発見や気づきがあったようでした。こ
れからも交流の輪が広がっていくことが期待されます。

大会名：第 17 回常陸大宮市民バドミントン大会　　　
主　催：市バドミントン連盟（助川光一会長）
開催日：平成 29 年 6 月 11 日（日）
会　場：西部総合公園体育館

【男子ダブルスAクラス】� 〔敬称略〕
　　優　勝　　下田　亮太・安斎　圭
　　準優勝　　加藤木　貴之・清水　桂太
　　第 3位　　堀　昭則・菊池　紀之　　　　　　
【男子ダブルスBクラス】
　　優　勝　　新妻　克悦・横田　和
　　準優勝　　岡崎　俊之・谷田部　好祝
　　第 3位　　助川　光一・佐藤　一彦　　　　　
【女子ダブルスクラス】
　　優　勝　　江原　玲子・大和田　明美
　　準優勝　　廣原　花音・佐藤　美優
　　第 3位　　堀口　綾香・目黒　優美
【ミックスダブルスクラス】
　　優　勝　　榎本　裕治・榎本　明子
　　準優勝　　菊地　亮太・大金　真理子
　　第 3位　　北見　佳久・佐々木　弘美
【初心者ダブルスクラス】
　　優　勝　　法師人　暢行・大竹　礼子
　　準優勝　　森田　久美・小林　なおみ
　　第 3位　　阿部　貴子・尾崎　雅之

スポーツ大会結果
大会名：第 13 回市長杯野球大会
主　催：市軟式野球連盟（菊池清一会長）
開催日：平成 29 年 6 月 4 日・11 日・18 日
会　場：大宮運動公園市民球場　他 3会場
参加チーム：23 チーム

　優　勝　CLUBウイングス� 〔敬称略〕
　準優勝　不二クラブ
　第 3位　石澤クラブ
　　　　　スターダストキッズ
最優秀選手賞　冨山　京兵（CLUBウイングス）
優秀選手賞　　若杉　良平（CLUBウイングス）
　　　　　　　生田目　駿（石澤クラブ）
　　　　　　　堀江　将汰（スターダストキッズ）
敢闘賞　　　　本田　龍也（不二クラブ）

大会名：第 20 回ミックスバレーボール大会
主　催：市バレーボール連盟（相田仁史会長）
開催日：平成 29 年 6 月 18 日
会　場：�西部総合公園体育館
参加チーム：18 チーム
　優　勝：大宮ユアーズ
　準優勝：JBクラブ
　第 3位：こはく
　　　　　フォルターズ
　最優秀選手賞　長谷川　直子（大宮ユアーズ）
　優秀選手賞　　山崎　雅子（大宮ユアーズ）
　長山　知亜紀（JBクラブ）、鈴木　みゆき（こはく）
　海老原　歩美（フォルターズ）

　こんにちは！総務課情報・統計グループの小室佑太です。

　主な業務は、庁舎内のシステム構築です。簡単に言うと職員が業

務を行うための環境の整備（パソコンや各種ツールの導入から保守

まで）をしています。あまり表に立つことはありませんが、なくて

はならない重要な業務です。

　昨年度までは民間企業に勤務していましたが、この度縁あって奉

職することとなりました。社会人としての前職の経験を活かしなが

ら日々邁進していきますので、どうぞよろしくお願いいたします。▲パソコンのことはお任せください！
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　6月 28 日、市高齢者クラブ連合会スポーツ大会が緒川運動公園で開催されました。

　小雨の振る中、日頃の成果を発揮しようと、市内各地区を勝ち抜いたチーム・個人による激戦が繰り広げられました。

　各種目優勝チームとグラウンドゴルフ上位 6名は、10 月開催予定のいばらきねんりんスポーツ大会に市の代表として

出場します（写真は各種目の優勝チーム・個人）。　

◎輪投げの部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◎ペタンクの部

　　優　勝　大岩高岩会（緒川）　　　　　　　　　　　　　　　優　勝　小倉長寿会（大宮）

　　準優勝　下小瀬ことぶき会（緒川）　　　　　　　　　　　　準優勝　天寿会Ａ（美和）

　　第 3位　塩田わくわく会（大宮）　　　　　　　　　　　　　第３位　舟生寿会（山方）

　　　　　　

◎クロッケーの部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◎グラウンドゴルフの部

　　優　勝　野田高齢者クラブ（御前山）　　　　　　　　　　　優　勝　小室　義男さん（緒川）

　　準優勝　天寿会（美和）　　　　　　　　　　　　　　　　　準優勝　大森　才次さん（美和）

　　第 3位　亀楽会（美和）　　　　　　　　　　　　　　　　　第 3位　湖口　よし江さん（山方）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第 4位　会沢　紀行さん（山方）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第 5位　山﨑　美知子さん（大宮）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第 6位　小松　進さん（大宮）

スポーツ大会結果

輪投げの部　大岩高岩会（緒川） ペタンクの部　小倉長寿会（大宮）

クロッケーの部　野田高齢者クラブ（御前山） グラウンドゴルフの部　小室義男さん（緒川）
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