
広報 常陸大宮

主な内容

Ｐ2～ 6	 国体リハーサル大会
Ｐ8～ 9	 介護事業紹介
Ｐ10 ～ 12	 まちのできごと
Ｐ13	 みんなのスポーツ・エクササイズ
Ｐ19 ～ 21	 ＦＤＨ

2018

66
No.165

いきいき茨城ゆめ国体

リハーサル大会試合競技

（島根県対茨城県）



広報 常陸大宮 平成３０年６月号２

５月２６日、２７日に西部総合公園体育館で第５９回都道府県対抗なぎなた大会〈第７４回国民体育大会（いきいき茨
城ゆめ国体）なぎなた競技リハーサル大会〉が開催されました。
当日は、全国から約２４０人の選手が出場し、来年のいきいき茨城ゆめ国体へ向けて、大きな盛り上がりを見せま

した。試合結果と大会の様子を紹介します。

▲本県代表の入場行進 ▲力強く選手宣誓をする
本県代表宇地原美咲選手

▲開会式後の公開演技
常陸大宮大使の堀馨予さん演出による

かお よ

なぎなたに着想を得た創作バレエ

▲市内中学生も大きな役割を果たした開会式
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多くのボランティアの皆さんにご協力を頂きました！

▲市食生活改善推進員の皆さんによる郷土料理けんちん汁
が振る舞われました

▲素晴らしい演奏で大会を支えた大宮中学校吹奏楽部

▲会場の中と外で無料ドリンクコーナーを設けました

▲高校生ボランティアといばラッキー ▲係員の入念な打ち合わせ



広報 常陸大宮 平成３０年６月号４

▲演技競技の部

なぎなた競技本県代表選手

左から水谷晴佳選手、
みずたにはる か

服部ゆかり選手、
はっとり

渡部真衣選手、
わたなべ ま い

宇地原美咲選手、
う ち はら み さき

新島希美選手、
にいじまのぞ み

石川郁子監督
いしかわいく こ

▲試合後監督から指示を
受ける選手たち

▲試合競技の部

石川 郁子監督

五段新島 希美大将

三段宇地原美咲副将

五段服部ゆかり中堅

二段渡部 真衣次鋒

三段水谷 晴佳先鋒

試合競技の部 出場選手

石川 郁子監督

五段服部ゆかり打

三段宇地原美咲仕

演技競技の部 出場選手
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都道府県名種目得点順位

東京都２４優勝

京都府２１２位

福井県１８３位

兵庫県１５４位

熊本県１２５位

山形県９６位

島根県６７位

秋田県３８位

演技競技の部 結果
都道府県名種目得点順位

島根県２４優勝

香川県２１２位

熊本県１８３位

東京都１５４位

京都府１２５位

埼玉県９６位

大分県６７位

佐賀県３８位

都道府県名総合得点試合演技順位

東京都３９１５２４優勝

京都府３３１２２１２位

島根県３０２４６３位

熊本県３０１８１２〃

香川県２１２１０５位

福井県１８０１８６位

兵庫県１５０１５７位

山形県９０９８位

埼玉県９９０〃

試合競技の部 結果 総合成績

▲演技競技の部と総合成績で優勝した東京都代表 ▲試合競技の部で優勝した島根県代表

▲なぎなたと剣道の異種交流試合 ▲閉会式の様子
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石川監督
演技競技の部では、３回戦の兵庫県までよくまと
められたと思いますし、惜敗でした。簡単には勝て
ませんが、やってきたものをしっかりと出せたと思
います。試合競技の部では、優勝した島根県と初戦
でしたが、完敗でした。これまでの練習が全く通用
していないとは思っていませんが、最後の詰めが甘
いのは痛感しました。これからは、最後まで細かく
丁寧に稽古を積んで行きたいです。今回負けたこと
をきちんと受け止め、次につなげたいと思っていま
す。今後の課題は、選手１人１人がどの相手に対し
ても最後の最後まで戦いを貫ける強さを持つことで
すね。皆さんにサポートして頂いているお礼は、結
果でお返しします。

石川監督
国体では上位を目指します。国体までの結果は通過

点なので、一喜一憂せずに、持てる力を発揮しながら
チームの強化を図っていきたいです。
新島選手
地元での開催ということを力に、またここまで来ら

れたのも皆さんのお陰であることを胸に戦いたいです。
宇地原選手
たくさんの人がこの国体に関わってくださっていま

す。結果で恩返しをしたいです。
服部選手
このリハーサル大会をとおして、指導者や大会をサ

ポートしてくださる皆さんの力を感じました。茨城国
体を選手だけの国体にせず、皆さんと力を合わせて成
功させたいと思います。
渡部選手
本県での開催はとてもプレッシャーを感じています

が、楽しみたいと思います。
水谷選手
地元で素敵な会場をお借りして、たくさんの人にサ

ポートしてもらって大会を開催できるので、コートで
感謝を伝えたいです。

文化スポーツ課国体準備室 飯塚富次室長
たくさんのボランティアの皆さんのご協力を頂き、

大きなトラブルもなく無事にリハーサル大会を終える
ことができて良かったと思います。
来年の国体では、係員として従事している皆さんが

よりスムーズに動き、来場してくださるお客様に的確
な案内やおもてなしが出来るよう指示を明確にしてい
きたいです。
引き続き大会運営のためのボランティアを募集して

いますので、市民の皆さん、ぜひ力を貸してください。
また、観客として当日会場へ足を運んで頂き、４５年振

りの本県での国体の雰囲気を楽しんで下さると嬉しい
です。会場を観客の皆さんで満員にするのが目標です。

来来来来来来来来来来来来来来来来年年年年年年年年年年年年年年年年のののののののののののののののの国国国国国国国国国国国国国国国国体体体体体体体体体体体体体体体体にににににににににににににににに向向向向向向向向向向向向向向向向けけけけけけけけけけけけけけけけ来年の国体に向けててててててててててててててててて

各各各各各各各各各各各各各各各各県県県県県県県県県県県県県県県県代代代代代代代代代代代代代代代代表表表表表表表表表表表表表表表表ももももももももももももももももおおおおおおおおおおおおおおおおももももももももももももももももててててててててててててててててななななななななななななななななししししししししししししししししにににににににににににににににに大大大大大大大大大大大大大大大大満満満満満満満満満満満満満満満満各県代表もおもてなしに大満足足足足足足足足足足足足足足足足足

いきいき茨城ゆめ国体なぎなた競技大会
日時：平成３１年９月２９日（日）～１０月１日（火）
会場：西部総合公園体育館

▲選手控室にあった三重県代表と愛媛県代表の
皆さんからの心温まるメッセージ

■問い合わせ■ いきいき茨城ゆめ国体常陸大宮市実行委員会事務局
（常陸大宮市教育委員会文化スポーツ課国体準備室内） TEL0295‐53‐6501 FAX0295‐53‐6502

～大会情報～
第７３回国民体育大会関東ブロック大会

なぎなた競技会（少年の部）
平成３０年７月２２日（日）午前９時～ 西部総合公園体育館
※今年、福井県で開催される第７３回国民体育大会の出場権
を掛けた大会です。
本県代表の高校生が出場します。ぜひお越しください！
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情報公開・個人情報開示状況をお知らせします情報公開・個人情報開示状況をお知らせします

「常陸大宮市情報公開条例」及び「常陸大宮市個人情報保護条例」に基づき、平成２９年度における開示請求及び
開示の実施状況についてお知らせします。

市が保有する行政情報の開示請求は、市民の方や市内にお勤めの方であればどなたでも請求することができま
す。開示が原則ですが、個人のプライバシーや公益を守るため、特定の個人が識別される情報や市が行う事務事
業に著しい支障を生じるおそれのある情報などは、非開示または一部開示となることがあります。また、行政情
報が存在しない場合等においては対応できないことがあります。

▲

情報開示請求手続きについて
閲覧や複写したい行政情報があるときは、当該情報を保有する部署に請求書を提出してください。
閲覧については無料ですが、複写を希望する場合は手数料が必要となります。

■問い合わせ■ 総務課 庶務・法制グループ 緯52‐1111（内線319）

●個人情報開示実施状況 （単位：件）

不服申立ての
件数

開示又は非開示の決定件数実施状況

実施機関名
情報不存在非開示

開 示
うち
一部開示

うち
全部開示

００００５５市 長

計任意的開示
申出件数開示請求件数実施状況

実施機関名
８４４市 長
３３０教育委員会
１０１農業委員会
１２７５計

●情報開示請求の件数 （単位：件）

※任意的開示：
市情報公開条例に定める開示請求権者以外の方からの請求があった場合

●情報開示実施状況 （単位：件）

不服申立ての
件数

開示又は非開示の決定件数実施状況

実施機関名
情報不存在非開示

開 示
うち
一部開示

うち
全部開示

０００４４８市 長
０００１２３教育委員会
０００１０１農業委員会
０００６６１２計

計訂正・消去及び
利用停止の請求件数開示請求件数実施状況

実施機関名
５０５市 長

●個人情報開示請求の件数 （単位：件）

情報公開・個人情報開示状況をお知らせします
平成29年度
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高齢者高齢者ととその家族その家族をを支えます!支えます!高齢者とその家族を支えます!
在宅の高齢者とその家族が、安心して充実した生活が送れるよう、介護保険サービスでは補えない市独自の
様々な事業を実施しています。主な事業について紹介しますので、内容をご確認のうえご利用ください（市内に
住民登録をしていることが要件になります）。
なお、各事業の利用にあたっては事前に申請が必要です。利用したいサービスの詳細、申請方法については、
市役所長寿福祉課または各支所までお気軽にお問い合せください。

福祉タクシー事業
医療機関に通院する場合、各種福祉行事への参加、または市役所・支所及び公の施設等を利用する際のタクシー
利用料金を一部助成します。
○対象者
一般の公共交通機関の利用が困難、または下肢不自由で
次のいずれかの条件に該当する方
１ 満６５歳以上の方
２ 身体障害者手帳の交付を受けている方
３ 療育手帳の交付を受けている方

○利用範囲
１ 医療機関に通院するとき
２ 市役所（支所を含む）や市内の公の施設等を利用す
るとき

※福祉タクシーを利用する際に、上記利用範囲以外の施設等への一時的な立ち寄り（買い物等）が可能です。
ただし、発着地は自宅または利用範囲の施設に限ります。

○利用方法
市役所または各支所で利用の申請をして、利用券の交付を受けてから、指定のタクシー会社に連絡をしてご利
用ください。

寝具類等洗濯乾燥消毒サービス事業
敷き布団、掛け布団、綿入れかいまき、毛布等のクリーニングの利用料金を助成します。

○対象者
次のいずれかの条件に該当する方
１ おおむね６５歳以上のひとり暮らしの方
２ 高齢者のみの世帯に属する方

○対象の寝具類及び利用者の負担 ○利用の限度
１ 敷き布団・掛け布団・綿入れかいまき １枚につき２００円 原則として年２回まで
２ 毛布 １枚につき１００円

○利用方法
市役所または各支所で利用の申請をして、利用券の交付を受けてから、指定のクリーニング店へ寝具類をお持
ち込みください。

訪問理美容サービス事業
寝たきり等で理美容店に行けない方に対し、訪問によるサービスを提供し、その費用の一部を助成します。

○対象者
在宅のおおむね６５歳以上の寝たきり、または認知症の方で、常時臥床の状態にあるか、または日常の生活の大
半を他の者の介護を必要とする状態が今後も続くと認められる方（長期入院者を除く）
○利用者の負担 ○利用の限度
１回につき２，０００円 年６回まで

○利用方法
市役所または各支所で利用の申請をして、助成券の交付を受けてから、指定理美容店に予約後ご利用ください。

高齢者位置情報サービス利用助成金交付事業
○対象者
認知症により、徘徊行動のおそれがある６５歳以上の高齢者を介護する家族で次のいずれにも該当する方
１ 高齢者が在宅であること
２ 家族も市内に住所を有すること（同居でなくてもよい）

利用者負担タクシー利用料金
４００円１，０００円以下
８００円１，００１円～２，０００円
１，２００円２，００１円～３，０００円
１，６００円３，００１円～４，０００円
２，０００円４，００１円～５，０００円

３，０００円を控除した額５，００１円～

○利用者の負担



広報 常陸大宮 平成３０年６月号９

○利用者の負担
助成上限１０，０００円を超えた額、またはそれ以下で１００円未満の額
○利用方法
市役所または各支所で申請書に必要事項を記入してください。その際、初期費用の内訳が明記されている契約

書または領収書等の写しを添付してください。

家族介護用品（紙おむつ等）支給事業
在宅で高齢者等を介護している家族等に介護用品を購入するための助成券を交付します。
○対象者
次のいずれかの条件に該当する方を在宅で介護している方
１ 申請日現在６５歳以上で、要介護３以上の認定を受けている方
２ 身体障害者手帳（１級、２級）の交付を受けている方
３ 特定疾病該当者（６５歳未満の介護保険認定者）
※在宅の場合に限ります。（入院・入所中及びショートステイが月の半数を超える場合は、対象になりません）

軸 雫宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍

○利用の限度
年間６０，０００円分
ただし、次の要件すべてにあてはまる方は、年間７５，０００円分
◇申請日現在６５歳以上の方
◇要介護３以上の認定を受けている方
◇前年度の市民税が非課税の世帯に属する方

○利用方法
市役所または各支所で利用の申請をして、助成券の交付を受けてから、指定の販売店で介護用品を購入してく

ださい。
※助成券を利用して購入できる介護用品は「紙おむつ、尿取りパット、使い捨て手袋、清拭剤、ドライシャン
プー、おしり拭き、防水シーツ、防水シート」です。それ以外のものは購入できません。

はり・きゅう・マッサージ施術費助成事業
１枚１，０００円のはり・きゅう・マッサージ助成券を交付します。
○対象者
次のいずれかの条件に該当する方
１ ７０歳以上の方
２ 身体障害者手帳（１級、２級）の交付を受けている方
３ ６０歳以上で身体障害者手帳（３級～６級）の交付を受けている方
○利用者の負担 ○利用の限度
利用料金から１，０００円を控除した金額 年１０回まで
○利用方法
市役所または各支所で利用の申請をして、助成券の交付を受けてから、指定施術機関でご利用ください。

配食サービス事業
栄養のバランスがとれた食事を提供し、その費用の一部を助成するとともに、安否確認を行います。
○対象者
老衰・心身の障がい及び疾病等の理由により調理が困難で、次のいずれかの条件に該当する方
１ おおむね６５歳以上でひとり暮らしの方
２ 高齢者のみの世帯に属する方
３ 在宅の身体障害者
○利用者の負担 ○利用の限度
１食３００円 週７回以内
○利用方法
市役所または地域包括支援センターで利用の申請をしてください。その際はアセスメント票（申請の際に作成）

の提出が必要となります。
○担当地域包括支援センター
大宮地域の方：南部地域包括支援センター ☎５３‐６８１０
山方・美和・緒川・御前山地域の方：北部地域包括支援センター ☎５７‐３３２６

■問い合わせ■
長寿福祉課 高齢者支援グループ ☎52‐1111（内線175）
各支所 山方 ☎57‐2121 美和 ☎58‐2111 緒川 ☎56‐2111 御前山 ☎55‐2111

※上記のほか、お近くの民生委員児童委員にもお気軽にご相談ください。
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県立小瀬高等学校で福祉コースと市内福祉施設による
デュアルシステム提携協定書調印式が開催されました。
福祉分野でのデュアルシステム（実習と学習を組み
合わせた職業訓練制度）の実施は、県内でも唯一の取
り組みです。
この日は、茨城大学の 原紀恵教授をはじめ、県教
育委員会、市保健福祉部、福祉施設、福祉コースの生
徒が出席しました。
福祉コースの３年生を代表して、鈴木涼太さんが、

「このような学習の場を提供して下さる福祉施設と学

緒川総合センターで、自然を知り楽しみながら野草
の香りと普段味わえない味を知ってもらうことを目的
に野草を味わう会（主催：市環境市民会議）を開催し
ました。
当日は、緒川薬草研究会の協力で予め採取した野草
で山菜おにぎり２種と天ぷら、おひたし、よもぎ団子
などで野草のお弁当を作りました。その後、参加者全
員で２種のハーブティーとともに野草のお弁当を楽し
みました。

野草を味わう野草を味わう会会5/3

校に感謝します。学校で学んだことを実習先で生か
し、実習先で学んだことを学校だけでなく、地域や施
設で生かしたいと思います。」と、意欲溢れる表情で力
強く決意表明をしました。
デュアルシステム２年目となる今年度は、昨年の課

題を改善し、実習時間数の確保や内容を計画したうえ
で取り組む予定です。働きながら学ぶ、学びながら働
くことにより、高度な技能と豊かな人間性を持った職
業人として、高齢化率が高いこの地域を支える人と
なってくれることでしょう。

小瀬高等学小瀬高等学校校デュアルシステム提携協定書調印デュアルシステム提携協定書調印式式4/24

世界で活躍できる選手の育成を目的とした静ヒルズ
レディース森ビルカップが、静ヒルズカントリークラ
ブを舞台に開催され、激戦の末、プロ３年目の安田彩
乃選手が初優勝を果たしました。
安田選手は、小学生時代にもプレーしたことのある

同カントリークラブでの優勝に、「残り３ホールはど
う打ったか覚えていません。でも思い出のあるコース
で優勝できてとてもうれしい。」と感想を述べていま
した。安田選手には、本市、那珂市から副賞として両
市の特産品が贈られました。

▲野草のお弁当

▲決意表明する鈴木さん ▲調印式終了後の記念撮影

ＬＰＧＬＰＧＡＡ5/11

▲副市長から副賞が贈られました
◀野草の説明をする
　守田先生
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鷲子のピジョン美和の森で第３２回赤ちゃん誕生記
念育樹キャンペーンが開催されました。　　
当日は澄み渡った青空の下、抽選で選ばれた約

１００組の家族が参加し、赤ちゃんと苗木の健やかな
成長を願って植樹を行いました。

育児と育樹育児と育樹　心はひとつ心はひとつ5/12

栃木県那須烏山市で第８回八溝そば街道そばまつ
りが開催されました。
本市では、原子力災害に備え、那須烏山市など７

市町と協定を締結しています。協定を機に両市の交
流を深めようと、本市から常陸そばの会が初出店し
ました。常陸そばの会では、もりそばと舞茸そばを
２日間で約１，０００食提供。来場者からは、「たいへん
美味しかった」など好評でした。

八溝そ八溝そばば街道そばまつ街道そばまつりり5/1 9・20

▲皆さん素敵な笑顔ですね！

▲常陸そばの会の皆さん

緒川地域のオカリーナの森野外音楽堂で、宗次
郎さんによるコンサートが開かれました。
今回は、野外音楽堂ステージ及び座席リニュー

アル後の初公演を記念し、ヴァイオリニストの今
井博子さんをゲストにお迎えしました。
市内外から訪れた２００人の観客が、新緑の森の
中に響き渡る澄んだ音色に聞き入っていました。
なお、コンサートは秋にも開催を予定していま

す。

宗次郎宗次郎 森の音楽森の音楽会会5/20

▲爽やかな風の中演奏を楽しみました

講師にグリーンアドバイザーの小瀬梅子さんを招
いて、緑のカーテン作り講習会が開かれました。緑
のカーテン仕立てにする植物は、ゴーヤや朝顔な
ど。丁寧な説明のあと、苗を使った実技を行い、土
の作り方、支柱の立て方、摘心の仕方、追肥につい
て学びました。参加者は積極的に質問をするなど、
熱心に講習を受けていました。打ち水と同じ効果が
あるといわれる緑のカーテン、皆さんも「食べてお
いしい、見て美しい、環境にやさしい」家庭ででき
る温暖化対策に挑戦してみましょう。

▲成長が楽しみですね！

緑のカーテン作緑のカーテン作りり講習会講習会5/25
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第７１回日本推理作家協
会賞短編部門賞に 降 

ふる

 田 
た

 天 
てん

さんの「偽りの春」が決
定しました。降田天さん
は、あらすじ担当の 萩  野 

はぎ の

 瑛 さん（本市出身）と執
えい

筆担当の鮎川楓さんの作
家ユニット。日本推理作
家協会は、江戸川乱歩に
よって探偵作家クラブと
して発足しました。
この名誉ある賞を受賞

した萩野さんからコメン
トをお寄せ頂きました。
萩野さんおめでとうござ
います。

日本推理作家協日本推理作家協会会
短編部門賞受短編部門賞受賞賞5/28

▲写真１

▲萩野瑛さん　　　　
　（撮影：小林川ペイジ氏）

開　催　日：平成３０年５月３日（木）・４日（金）
主　　　催：一般財団法人常陸大宮市体育協会
会　　　場：西部総合公園体育館
 御前山トレーニングセンター
参加チーム：２４チーム

第１４回常陸大宮市近郊中学校女子バレーボール大第１４回常陸大宮市近郊中学校女子バレーボール大会会

常陸太田市立金砂郷中学校優　勝
常陸大宮市立大宮中学校準優勝
常陸大宮市立第二中学校

第３位
常陸太田市立瑞竜中学校

ひたちなか市立大島中学校優　勝
小美玉市立美野里中学校準優勝
ひたちなか市立勝田第一中学校第３位

開　催　日：平成３０年５月１９日（土）
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
参加チーム：８チーム

第６回常陸大宮市近郊中学校女子ソフトボール大第６回常陸大宮市近郊中学校女子ソフトボール大会会

ヒスイ製 大珠 とは、大きなヒスイの
たいしゅ

 珠 の飾りのこと
たま

をいいます。縄文時代中期（約５千年前）のもので、
日本列島各地で発見されています。そのすべてが新潟
県の糸魚川産であり、５千年前の流通を知る上で重要
な手がかりとなっています。下村田地区の 坪 

つぼ

 井  上 遺跡
い うえ

（現在のイオン常陸大宮店周辺）で発見されたヒスイ製
大珠（写真１）は全部で８点もあり、一つの遺跡から
発見された数としては国内最多です。ヒスイのような
貴重品は、当時は 威  信 

い しん

 財 （権力を表すもの）として扱
ざい

われたと考えられているため、坪井上遺跡が重要な場

所であったことが分かります。 
また、遺跡からは地元の土器に混じり、新潟地域の

 火  焔 型土器が発見されている点も非常に貴重な事例で
か えん

す（写真２）。こうした理由から、坪井上遺跡のヒスイ
製大珠が全国的にも大変重要なものであるとして、東
京国立博物館の特別展「縄文」（７/３～９/２）で、縄
文のビーナスや火焔型土器といった、教科書に載って
いるような数々の国宝とともに展示されます。
この機会に、縄文時代の文化に触れてみてはいかが

でしょうか？

市内で発見されたヒスイ製大市内で発見されたヒスイ製大珠珠がが東京国立博物館で展示されま東京国立博物館で展示されますす7/3～

▲写真２

～萩野さんより～
シャーロック・ホームズがきっかけでミステリーの面白
さに目覚めましたが、アニメではない小説のホームズとの
出会いは、下町にあった福祉センターの図書貸し出しス
ペースです。
これからも、小説の面白さ楽しさを知っていただけるよ
う作品を作っていきますので、書店や図書館で私たちの名
前を見かけたときは、ぜひお手に取ってみてください。
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■問い合わせ■　文化スポーツ課　文化・スポーツグループ　☎５２ - １１１１（内線３４２）

カ ーカ ー ルル 

２０１８年ピョンチャン冬季五輪で日本女子代表が銅メダルを獲得し、カーリングブームが起きたことは記憶に新
しいですが、このカーリングを体育館でもできるようにアレンジしたニュースポーツがユニカールです。

ユニカールはどんなスポーツ？

私がユニカールに出会ったのは、１０年くらい前でしょうか？私は今年３月まで常陸
大宮市のスポーツ推進委員を委嘱され、市や地元美和地域の生涯スポーツの推進に携
わってきましたが、その中でユニカールという聞きなれない種目の研修を受けること
になりました。実際にやってみると、それなりのプレーはできるのです。初心者だか
らと恥ずかしい思いをしにくいのはユニカールの良い点かなと思いますが、やり込ん
でみると、上級者には勝てません。微妙な戦略やストーンの投げ方の強弱で勝負が左
右されるのです。研修では、車椅子の参加者もいました。みんなで、頭も使いながら
楽しむスポーツ、ユニカール。これからも楽しんでいきたいです。（高部・河西和文）

愛好者の声

体育館等の床に専用のカーペットを敷き、１チーム
３名、２チーム６名で試合を行います。
両チームのプレイヤーが交互にストーンを投げ、ス

トーンを弾いたり援護したりして、相手チームのス
トーンよりもセンターサークルに近づけることを競う
ゲームです。相手のストーンを弾き出したり、自分の
ストーンの置き場所で相手を邪魔したり、戦略的要素
が強く、飽きずにいつまでも楽しめるニュースポーツ
です。

ユニカールは、２０１９年いきいき茨城ゆめ国体で、隣
の城里町でデモンストレーション種目として実施され
ますが、本市にもかねてからユニカールに取り組んで
いる方々がたくさんいます。
スポーツクラブひたまる２５では、ユニカールの用具

を２セット所有し、旧大場小学校体育館で毎週金曜日
に練習会を行っています。参加するためにはクラブへ
の入会が必要ですが、無料で見学や体験をすることも
可能です。

ゲームのやり方 本市のユニカール事情
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 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

常陸大宮市
HITACHIOMIYA

Twitter
@hitachiomiya_

こちらのQRコードからどうぞ

常陸大宮市

常陸大宮ライオンズクラブ様　１０万円

＜奨学基金へ＞

〈事例〉
パソコンを操作していたら、突然警告音が鳴りだし、止まらなくなった。
画面に出ていた「対策をする」という表示のあった電話番号に連絡したら、
電話の相手が１万円払えば音を消してくれると言うので、仕方なくお願い
し、クレジットカード番号を教えた。相手の指示に従いパソコンを操作した
後、遠隔操作により警告音と画面は消えたが、不審である。

〈アドバイス〉
〇突然の警告音や警告表示にも慌てないこと！
→警告音や表示が出ると驚いてしまいますが、ウェブサイトを閉じれば、警告画面とともに消えるこ
とが多くあります。警告音や画面を消す方法は、独立行政法人情報処理推進機構（IPA）のホーム
ページが参考になります。

〇画面に表示された連絡先には絶対に電話しないこと！
→警告音や警告表示は不安感をあおり、ウイルス削除などとしてウイルス対策ソフトなどのインス
トールやサポートサービスの契約をさせて料金を請求することが目的です。また、それらに併せて
クレジットカードなどの情報を提供してしまう可能性があります。

〇普段から信頼できるセキュリティソフトで対策を！
→普段から信頼できるセキュリティソフトをインストールして、ソフトを最新のものに保つことを心
掛けながら予防対策をしましょう。

「ウイルスに感染した」という偽警告で「ウイルスに感染した」という偽警告で　　

セキュリティソフトを購入させる手口に注意セキュリティソフトを購入させる手口に注意！！
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市民課の渡部真衣です。住民
票や印鑑証明など諸証明の発行、
転入・転出、婚姻や死亡などの
届書の受理、マイナンバーカー
ドの交付などを行っています。
不安や疑問を抱えていらっ

しゃる方もいるので、丁寧に説
明し、スッキリしてもらえたと
きは達成感があります。これか
らは、お客様を長い時間お待た
せしないように、もっと早く正
確に仕事ができるように頑張り
たいです。

▲左から相田さん、渡部さん
　渡部さんはなぎなた国体強化選
手でもあります

こんにちは！市民課の相田貴
之です。市民課での仕事は、各
種証明書の発行や婚姻や出生と
いった届出の受理、パスポート
や個人番号カードに関してなど
多岐にわたります。
市民の皆さんと接する中で

日々受け取る「ありがとう」や
「お世話様」の言葉に元気をもら
いながら、充実した毎日を送っ
ています。　
これからもどうぞよろしくお

願いします。

ニュースポーツと絵画の活動をしている木村勉です。ニュースポーツとして県
では高齢者向けに１１種目程度指定しています。児童生徒若年者ともに楽しめるも
ので、健康増進と交流も深めることができます。室内競技、室外競技があるので
ぜひ経験のある友人から話を聞いてみてはどうですか。
絵画では昨年１１月２６日の美和工芸ふれあいセンターでひたまる先生ワーク
ショップを開いた時に、５人のインドネシアの青年が絵画体験（色を主にした水彩
絵の具の流動性）をしていました。約１時間集中して絵を描いていて「楽しいね」と
いう会話も交わされていて、この体験を通して絵心が開いたなと思いました。
■問い合わせ■　５７‐６６４１

がゆく
こんにちは。松原枝里です。活動３年目を迎え、地域に根差す活動に力を入れ始め

ています。この春から長倉で、和綿を育てて、はんてんを作り、その過程を様々な人と
体験して共有しようと「ほわもく」という活動を始めました。この活動は地域の方の
「地域の人たちが繋がりを取り戻し、活性化に繋がるような活動を作りたい」「生活に張
り合いと喜びを持てるようにしたい」という想いをきっかけに始まりました。
ほわもくの第１歩として、５月６日（日）に和綿の種まきイベントを行いました。市

内外から５人が参加し、楽しく種まきを行う事ができました。その後、種まきから１０
日が過ぎた頃に和綿が発芽！生まれて初めて見る和綿の芽は本当に可愛らしいです！
今後は、この活動が地域に繋がりを生み、生活に豊かさを添えるきっかけになるよ

うにしっかりと育てていきます。次回の活動は、７月１日（日）の草刈りと摘心です。
参加をご希望の方は０５０-６８６９-４７５５（松原）までご連絡ください。また、ブルーベリーと
じゃがいもの収穫体験もできますので、ご興味のある方は併せてご連絡ください。
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之志良波神社、
の し ら は

天
あめの

速玉
はや たま

姫
ひめの

命神社、稲村神社です。市内
みこと

には立野神社１社しかないのです（写真１）。

【立野神社の由来と現在】
さて、立野神社（写真２）ですが、上小瀬３５１番地に
鎮座します。緒川小学校の北側にあたり、背後には大
きく蛇行する緒川が流れています。上小瀬のＴ字路か
らは、御前山方面に向かって１つ目の信号を右折し、
４５０メートルほどのところです。
社伝によれば、１４００年近く前、大化２（６４６）年に久

く

自国造
じのくにのみやつこ

であった物部氏の一族、
もの のべ

立野連が祖神を祀った
たちののむらじ

のが始まりとされています。ただ、その場所は現在地
から１キロ余り離れた西塩子との境の立野山の山腹で
あり、その後、天正年間（１５７３～１５９２）に佐竹氏の一
族である小瀬庄三郎義隆が現在地である白幡山の鹿島
神社に合祀して立野鹿島神社と称し、小瀬の総鎮守と
したといいます。その後、いつの頃からか立野神社と
呼ばれるようになりました。
御祭神は級長津

し な つ

彦命
ひこのみこと

・級長戸辺
し な と べの

命で、風の神とされ、
みこと

風を防ぐことから五穀豊穣の神、嵐除けの神としても
地域の人々に信仰されてきました。二百十日（９月１
日頃）の「嵐除け」は最も重要な祭祀だそうです。
末社は１１社あり、そのうちの１社、素鵞神社の祇園

そ が

祭では神輿の渡御があり、賑わいます。その際の祭囃
子は市の無形民俗文化財に指定されています。
取材に行ったときは枝垂桜が満開でした。花や紅

葉、祭りなど、折々に楽しめそうです。

【謝 辞】取材では宮司の戸澤務さんにお世話になり
ました。ありがとうございました。
【参考文献】横井悦心「第九章 神社・寺院」『緒川村
史』緒川村１９８２年、緒川村文化財保護審議員『神社棟
札調査書』緒川村教育委員会１９８９年、緒川村郷土文化
研究会「立野神社（上小瀬）」『おがわの文化』第２４号、
緒川村郷土文化研究会２０００年

■問い合わせ■
文化スポーツ課
文化・スポーツグループ ☎52‐1111（内線344）

市内唯一の式内社・
しき ない しゃ

立
たて

野神社
の じん じゃ

写真１ 延喜式神名帳（浪華書肆、寛政７年刊本。国立国会図書館デジタルコレクションから）

写真２ 立野神社拝殿

【「式内社」とは】
立野神社は市内唯一の「式内社」です。「式内社」は

「延喜式内社」ともいい、「延喜式」の中に記されてい
えん ぎ しき ない しゃ

る神社のことです。
実は、この「式内社」であるということはすごいこ
となのです。やや長くなりますが、説明を加えます。
「律」（刑法）と「

りつ

令」（行政法）によって治められて
りょう

いた古代（奈良・平安時代）において、律令の修正・
補足のための法令が「格

きゃく

」、施行細則が「式」と呼ばれ
しき

ました。藤原不比等らが養老２（７１８）年に「大宝律
ふ ひ と たい ほう りつ

令」
りょう

を改正・編修した「養老律
よう ろう りつ

令」以後、根本法典である
りょう

律令は改正せずに、必要に応じて格や式を出して政治
を行なったのです。それらは法令集のように編さんさ
れており、編さんの年代により「弘仁

こう にん

格
きゃく

式」「
しき

貞
じょう

観
がん

格
きゃく

式」
しき

「延喜
えん ぎ

格
きゃく

式」と呼ばれ、「三代格式」と総称されます。
しき

「延喜式」は、平安時代中期の延喜５（９０５）年、醍醐天
だい ご

皇の命により左大臣藤原忠平らが編集を開始し、延長
５（９２７）年に完成しました。全５０巻あり、そのうち巻九
と巻十が「神

じん

名
みょう

帳」といわれ、当時の官社（律令制のも
ちょう

とで神祇官または国司の祀るべき神社）の一覧表です。
「神名帳」には全国で３１３２座（祭神の数）、２８６１社
（神社の数）が記載されていますが、これが「式内社」と
いわれる神社です。それらは約１２００年前に実在したこ
とになりますし、その時代に存在した神社のうちのご
く一部が国レベルで祀るべき神社として選定されてい
るわけです。「式内社」であることは、由緒正しい、格
の高い神社ということになるのです。
常陸国では２８座、２７社が登載され、うち久自（久慈）
郡内では７座（７社）が登載されています。そのうち
の１社が立野神社というわけです。ほかの６座は那珂
市の静神社と常陸太田市の長幡部神社、薩都神社、天

なが はた べ さと（さつ） あめ
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健診結果が気になったら健診結果が気になったら健診結果が気になったら

かがやきだよりかがやきだより vol.8vol.8
高血圧について説明します

高血圧が続くと血管が痛みます。

左のグラフは、市の健診結果から血圧が高い人の状
況を示したものです。健診受診者は減少しています
が、Ⅱ度高血圧（※）以上の人数は平成２８年度に増加
しました。

また、その中で半数以上の人が未治療でした。
（※）Ⅱ度高血圧とは、収縮期血圧１６０以上または拡
張期血圧１００以上をいいます。
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健診結果説明会を実施しています。結果の見方や数値の上がる理由を一緒に考えましょう。
また、健康相談（木曜午前）で健診結果についてお話しします。結果をご持参の上ご相談ください。

■問い合わせ■ 健康推進課 ☎５４‐７１２１
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救急車以外
救急車

※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）
〈常陸大宮済生会病院 救急患者受入状況〉

血管がつまりやすくなる！血管がつまりやすくなる！

動動脈脈脈脈硬硬硬硬動動動脈脈脈硬硬動動脈脈硬硬脈脈脈脈硬硬硬硬動動動動動動動 化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化動脈硬化動脈硬化
脳梗塞
心筋梗塞
透析

脳梗塞
心筋梗塞
透析

血圧が高くなる原因は、肥満、塩分の過剰摂取など生活習慣が強く影響しています。

動脈硬化を進めるⅡ度以上の高血圧を放置しないことが大切です。
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私は近世（江戸時代）史を専門としており、取り組
んでいるテーマの１つとして、領主による林野行政が
あります。
日本は森林資源が非常に豊富な国で、常陸大宮市に
ついても、総面積３４，８３８haのうち森林面積は２１，６９１ha
（森林率は６２．１％）となっています。そのうち２，５４７ha
が国有林です（平成２９年度「茨城の国有林」茨城森林
管理署発行）。
江戸時代には幕府や藩が直轄する御林があり、それ
が現代の国有林にも引き継がれています。
常陸大宮市域は水戸藩領でしたので、市域には藩の
御林が存在しました。水戸藩の藩有林は「御立山」と
いわれ、藩の利用目的により管理方法も異なりまし
た。最も多いのが用材目的で、その管理事務は郡奉行
所の役人が担当します。そして、現場で直接管理にあ
たったのは山横目（または大山守）―山仕立掛（庄屋格）
―山世話役（組頭格）―小山守（または山守）らの村吏で
す。山横目は数村から十数村を一区域として任命さ
れ、有力な庄屋が兼帯することが多く、主な仕事は植
林、山林の見廻り、下草刈り、立山の木の伐出に立ち
会うなどで、その実施は小山守をはじめ配下の村役人
を指揮して行っていました（『水戸市史』中巻１）。

水戸藩の御林を管理した村人たち

■問い合わせ■
文化スポーツ課
文化・スポーツグループ ☎52‐1111（内線344）

近世史部会専門調査員 坂本 達彦
（國學院大學栃木短期大学 日本文化学科教授）

このように江戸時代の林野行政は、村人にも任され
ていたため、藩有林の行政を調べるには、藩の役所に
残された史料のみではなく、山横目などを務めた村役
人の家に残されたものも調査・研究しなくてはなりま
せん。
過日は、常陸大宮市文書館で保管されている若林・

永山春代家文書を閲覧・撮影してきました。写真は文
政９（１８２６）年のもので、小山守七兵衛は妻と死別し、
家には老母と子供がいることを理由に退役を願ってい
ます（同家文書１４１）。家庭の事情で小山守職の辞職を
願っています。このような記録も村役人の家に残され
ているのです。
今後は当館や茨城県立歴史館に所蔵されている史料

とともに、未調査の古文書も調査し、新たな事実を発
見していきたいと思っています。
市民の皆様には、情報提供などご協力を賜ると思い

ます。よろしくお願いします。

▲乍恐以書付奉願上候事
（長山春代家文書１４１，常陸大宮市文書館蔵）

刈

侃

瓦

冠

苅苅苅苅苅苅苅苅苅苅苅苅苅苅苅苅苅苅苅苅苅苅苅苅苅苅苅

苅苅苅苅苅苅苅苅苅苅苅苅苅苅苅苅苅苅苅苅苅苅苅苅苅苅苅

乾
乾
乾
乾
乾
乾
乾
乾
乾
乾
乾
乾

乾
乾
乾
乾
乾
乾
乾
乾
乾
乾
乾
乾

お知らせ
市史編さんだよりVol.１９（広報３月号掲載）で
案内した『常陸大宮市史研究』第１号は現在、歴
史民俗資料館大宮館と文書館で販売中です（５００
円）。ご希望の方はぜひ足を運んでみてください。
※市史研究は完売後、インターネット上での公開
を検討しています。
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第142回
FIRE DEPARTMENT HITACHIOMIYA

『常陸大宮市消防本部』 ＦＤＨ

この防火標語は、火災予防思想をより広く普及させることを目的に、総務省消防庁と一般社団法人日
本損害保険協会が行っているものです。
５３回目を迎えた今回は、全国から１８，１５１点の応募がありその中から、「忘れてない？サイフにスマホに

火の確認」が選ばれました。身近にあるサイフやスマホのように、火の確認も忘れずに確認することを
心がけましょう。

平成30年度全国統一防火標語

６月５日、当消防本部で救助隊市長特別査閲が実施されました。６月１４日に開催された第４５回茨城県
消防救助技術大会に向けて、日々訓練している救助隊がそれぞれの種目を披露しました。

救助隊市長特別査閲

引揚救助 ロープブリッジ救出 ほふく救出
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第45回茨城県消防救助技術大会に出場！！

６月１４日に第４５回茨城県消防救助技術大会が開催されました。当本部では、茨城県立消防学校で引揚
救助とロープブリッジ救出、２４日に当本部でほふく救出の種目に出場しました。

消防の精鋭部隊とされる救助隊が、県内の消防
本部から集結し、陸上の部（８種目）、水上の部
（８種目）に分かれて訓練を行う大会です。速さは
もちろんのこと、正確さも重要視され、日々鍛え
ぬいた技術を競い合います。各種目で上位に入賞
したチームは７月に東京で開催される関東地区指
導会に出場でき、さらに上位に入賞したチームは、
全国大会へ出場できます。今年度の全国消防救助
技術大会は、８月に京都府で開催される予定です。
（結果については次号でお知らせします。）

消防救助技術大会とは？消防救助技術大会とは？
◆引揚救助（標準所要タイム２分３０秒）

５人１組（要救助者を含む）で、２人の隊員が
空気呼吸器を背負って、高さ７mの壁を降り、意
識のない要救助者を搬送して、塔の上にいる残り
２人の隊員がロープで引揚げます。救出に向かっ
た隊員も腕の力で登って脱出する訓練です。

今大会出場した種目は3種目今大会出場した種目は3種目
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■問い合わせ■
消防本部 ☎54‐0119

◆ロープブリッジ救出（標準所要タイム１分１５秒）
４人１組（要救助者を含む）で、水平に張られた２０mのロープを渡り、要救助者をロープに吊り下げ

てけん引し、救出に向かった隊員も脱出する訓練です

◆ほふく救出（標準所要タイム１分１０秒）
３人１組（要救助者を含む）で、１人の隊員が空気呼吸器を背負って８mのトンネルをくぐって反対

にいる要救助者に接触して、要救助者と一緒に脱出する訓練です。
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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
（6月１日現在・推定常住者）

総人口 40,893人
男 20,164人
女 20,729人

世帯数 16,075世帯

（ （

広報 常陸大宮 6月 第165号

▲ゆるキャラみんなで記念撮影！

４月２９日にイオンタウン水戸南で開催された
「いばキャラ祭り２０１８」に登場したひたまる。県内
の各市町村や企業のゆるキャラたちが集まり、
各々のテントブースやステージ上で観光PRなど
が行われました。常陸大宮観光大使によるステー
ジPRでは、ひたまるに関するクイズを出題し、正
解者にゆずサイダーなどをプレゼント！他市町村
のゆるキャラやお客さんとの撮影も行い、市の魅
力をたくさんPRしたひたまるでした。

発行日 平成30年6月25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

TEL0295（52）1111 FAX0295（53）6010

E-mailhishokou＠city.hitachiomiya.lg.jp

URL http://www.city.hitachiomiya.lg.jp/

祖母に教わった、フルーツ＆ベジタブルカービングが特技です。フルーツ＆ベジ
タブルカービングとは、野菜や果物に専用ナイフで花や鳥を彫刻するタイの伝統工
芸です。
結婚後は、義父母がやっていた田んぼなどの農作業やお茶摘み、牛の世話を手伝
いながら、日本の文化や習慣を教わりました。時々、辛
いことや悲しいこともありましたが、大好きなカービン
グをして気分転換を図りました。今では、タイへ帰省し
て２週間程度過ごすと、空気がきれいで広い常陸大宮に
戻りたくなってしまいます。
これまでタイからの高校生のホームステイを受け入れ
たり、勉強の手伝いをしたりと、タイの子ども達をサ
ポートしたこともありました。
今後は、カービングやタイ料理、タイ語を教えること
で、地域の中で自分を表現する場を持ちたいです。

氏 名 鈴木ポンサイさん
住 所 田子内町
出 身 国 タイ
家族構成 夫
市内在住歴 ２１年
仕 事 玉ねぎの出荷準備等
趣味・特技 カービング

ビーズアクセサリー作り
好きな食べ物 白米・マグロの刺身 ▲ポンサイさん作


