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結婚応援サポーターになったきっかけ
石澤さん
　─仕事をしている時から出会いの仲介をしていて、
退職後は仲人業をやろうと思っていた。ある時、仲
人さんの仕事を見る機会があり、人のためになるそ
の仕事にさらに魅かれていたところ、県マリッジサ
ポーターの募集があったので申し込んだ。
山﨑さん
　─旧大宮町時代に民生委員児童委員協議会で縁結び
サポーターという結婚支援活動に携わり、県の結婚
支援相談員を知った。退職を機に人の役に立ちたい
　という思いから県マリッジサポーターに登録をした。
川野さん
　─地域や職場での身近な人たちの未婚化、晩婚化が
目立つようになってきて、これをどうにかしないと
いけないと思うようになった。過疎化が進み人口減
少が進んでいくことを食い止めたいという大きな思
いがあった。ちょうど職場の先輩が定年後に県マ
リッジサポーターをやっていて、一緒にやらないか
と誘われ、活動を始めた。

婚活事情（男性編）
川野さん
　─３５歳から３９歳ぐらいの男性は、対象となる女性を
見つけやすいが、４０歳を過ぎると徐々に相手を見つ

けにくくなってくる。男性の方が結婚したいという
思いが切実だが、現実は厳しいものがある。

山﨑さん
　─女性の生活力や地位が向上してきている中、男性
が非正規での雇用も多いため、婚活をしていてもお
見合いまで進むことが難しく狭き門となっている。
男性はお見合いまでは非常に前向きだが、お付き合
いするとなると、相手を誘うとか電話で話をするこ
とをためらい、積極性に欠けてしまうことも多い。
結婚したい気持ちはあるが行動力が伴わない。

婚活事情（女性編）
川野さん
　─昨今、女性が本気で結婚を考えるのが３０歳ぐら
い。女性は会う前に男性のプロフィールだけで判断
することも多い。ぜひ本人にお会いして欲しいと思
う。

石澤さん
　─女性にどんなタイプが好みなのか聞くと、具体的
なイメージを持っていない場合が多い。また、お見
合いをしてもその日のうちに決断をする人が多く、
なかなかお付き合いに進まない。

川野さん
　─１００％完全だと思う相手は難しいので、まずはお
付き合いから始めて欲しい。

石澤令子さん（長倉在住）
　平成２１年８月から県マリッジサ
ポーターとしても活躍中。自宅を開
放し、年に数回婚活パーティーを開
催している。

山﨑静雄さん（下村田在住）
　平成２３年９月から県マリッジサ
ポーターとしても活躍中。市でも結
婚相談員として３年間活動した。

川野和彦さん（鷲子在住）
　平成２４年９月から県マリッジサ
ポーターとしても活躍中。平成３０年
度マリッジサポーター県北地域活動
協議会会長。

　今年度、市の委嘱を受け、結婚活動（婚活）の支援に理解と熱意のある市内在住の３人が結婚応援サポー
ターとして活躍しています。３人に結婚応援サポーターの活動や婚活事情などインタビューしました。

結結婚婚応応援援ササポポーータターーにに
ごご相相談談くくだだささいい

結結婚婚応応援援ササポポーータターーにに
ごご相相談談くくだだささいい

結婚応援サポーターに
ご相談ください
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婚活を考えている皆さんへ
川野さん
　─男性には、外見内面も含めた自分の魅力を磨くよ
うに努力して欲しい。女性は、相手はこの人だと決
める力を付けることが必要。
山﨑さん
　─親が心配しても私たちがお世話をしても、本人の
結婚に対する熱意と行動力がなければ結果は出な
い。婚活では何歳までに結婚して、何歳までに子ど
もをもうけたいという人生設計を立てて、婚活
ファーストで取り組む姿勢が実を結ぶ。お見合いや
パーティーの時にアドバイスするのが、「出会った
ら３時間後にお互いに連絡を取る」「３日以内に会う
約束をする」「３週間以内に必ずデートをする」とい
う３つの法則。これを実践すると成功することが多
い。
石澤さん
　─お見合いをしたら、男性は女性を喜ばせるような
力が必要だと思う。カフェでお茶を飲むのもいい
が、２人で出掛けて男性が女性を感動させるような
場面を見せると、お互いの気持ちが近づくのではな
いか。そのためには、デートをすることが決まった
ら、下調べをしておくことが大切。
山﨑さん
　─デートはユーモアも交え楽しいデートを心がけ
て、話の中で女性がどんなことが好きなのか傾向を
つかむこと。また、プロフィール写真から受ける印
象が大きいので、きちんとした写真を撮ることも大
事。写真１枚でその人の婚活の本気度が分かる。
川野さん
　─女性が、「この人だ」と決める力を養うには婚活
　パーティーで多くの人と出会うのが一番いいと思う。
　自分にはどんな人が合うのか考えを固められる場に
なるのではないか。婚活は楽しく結婚を諦めないこ
と。選ばれる人になるように自分を磨いて欲しい。

山﨑さん
　─私たちが支援できるのはお見合いまで。そこから
先は、本人の熱意や行動力が結果の明暗を分ける。
積極的に行動した人が成婚に繋がっている。結婚し
たいと思う人と出会ったら２人で会う機会を多く
持って、お互いに距離を縮めていくこと。お誘いを
待つのではなく、自ら行動を起こして欲しい。

石澤さん
　─女性は、男性の良いところや尊敬できる部分を見
てよく理解するよう努力すること。また自身の趣味
や生活の充実も大切だが、婚活中は婚活に力を入れ
るよう努めて欲しい。

山﨑さん
　─出会いがないという方に伝えたい。休日に家に居
るのでは出会いはない。積極的に同世代の人がいる
場所に外出し、各種スポーツやサークルなどに参加
する。外出する時には服装や身だしなみに気を付
け、必ず鏡を見てから出掛けること。また、日頃か
ら話題作りを心掛け、相手には目配り気配り思いや
りを持って接することがとても大事。

日曜結婚相談会では
川野さん
　─毎回１日当たり３～４人相談者が来る。相談会の
認知度が上がってきたのか、女性の相談者も増えて
いる。出会いの場は作れるので、まずは相談に来て
欲しい。

山﨑さん
　─市の結婚応援サポーター制度を説明して、会員登
録すれば出会いの場の設定ができるということを話
している。登録料、紹介料、成婚料などすべて無料
で行っているので、費用の面でも心配はない。

石澤さん
　─紹介する人には責任を持っているし、これまでト
ラブルもないので安心して相談して欲しい。

■問い合わせ■　こども課　こどもグループ　緯52‐1111（内線137）

日曜結婚相談会
日時：毎月第３日曜日　９時から１６時（受付時間９時から１５時）
場所：おおみやコミュニティセンター
　　　相談無料。（事前予約制）男女を問わず、本人のほか家族の相談も可能です。
　　　相談内容は秘密厳守ですので、安心してご相談ください。
　　　平日の相談は、希望があった場合のみ日時と場所を調整して実施します。

婚活イベント開催中
詳細は、市ホームページ、
広報常陸大宮お知らせ版
をご覧ください。
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概要
　平成３０年度の当初予算は、一般
会計が２１９億１，０００万円、特別会計
が１１９億９，６３０万円、企業会計（上
水道事業）の収益的収支の収入で
１３億４，５３５万２千円、支出で１２億
７，４００万円、資本的収支の収入で
３億６，８２４万６千円、支出で７億
９，９００万円でした。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３０年９月３０日現在で、それぞれ
一般会計が２３０億１，３４１万７千円、
特別会計が１２３億６１３万６千円、企
業会計の収益的収支の収入で１３億
４，５３５万２千円、支出で１２億８，５９６
万７千円、資本的収支の収入で４
億１，４０４万６千円、支出で９億
３，７５５万２千円になっています。

歳入　予　算　額　230億1,341万7千円
収入済額　111億9,943万9千円（収入率48.7%）

　　（※上記の予算額、収入済額及び支出済額は、平成３０年９月３０日現在のもので、

平成30年度上半期の

財政状況を
お知らせします

※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
で補填される市債があり、それらの市債の残高から補填される
金額を除いて実際に市が負担する見込み額です。

民生費
164,851円

公債費
70,097円

教育費
59,400円

総務費
62,386円

土木費
50,641円

消防費
29,620円

衛生費
47,699円

農林水産業費
28,381円

その他
30,040円

一般会計予算における
一人当たりの額　　　　　543,115円

市税総額における
一人当たりの額　　　　　111,851円
＊上記の金額は、平成30年９月30日現在の住民基本台
帳人口42,373人で算出しています。

市債の状況
実負担割合現在高区分

２１．４％（５１億３，８８４万円）
２４０億１，３２５万円　一 般 会 計

３０．０％（２，７８１万円）
９，２６９万円　国保診療施設勘定

５９．０％（１８億２，３８６万円）
３０億９，１２９万円　公 共 下 水 道 事 業

１００．０％（２億１，６９０万円）
２億１，６９０万円　公 営 墓 地

５０．８％（１４億４，３２６万円）
２８億４，１０７万円　農業集落排水事業

２９．９％（３，４９０万円）
１億１，６７１万円　戸別浄化槽整備事業

３０．０％（８，０４１万円）
２億６，８０３万円　温 泉 事 業

７７．６％（２７億８，５３０万円）
３５億８，９３０万円　上 水 道 事 業

３３．７％（１１５億５，１２８万円）
３４２億２，９２４万円　合 計

予算額

収入済額

70億3,680万円70億3,680万円70億3,680万円
51億4,706万7千円51億4,706万7千円51億4,706万7千円

29億7,022万円
9億2,446万6千円

26億4,346万3千円
10億719万1千円

25億1,696万9千円
9億2,844万8千円

21億4,582万6千円
6億5,099万8千円

20億2,115万1千円
9億2,456万8千円

12億5,510万4千円
4億3,598万5千円

12億260万4千円
4億9,477万8千円

12億7,284万6千円
3億5,588万1千円

47億3,946万1千円47億3,946万1千円47億3,946万1千円
29億8,075万円29億8,075万円29億8,075万円

24億2,422万4千円24億2,422万4千円24億2,422万4千円
8億4,378万2千円8億4,378万2千円8億4,378万2千円

21億8,677万7千円21億8,677万7千円21億8,677万7千円
1,120万円1,120万円1,120万円

19億5,862万4千円19億5,862万4千円19億5,862万4千円

12億8,278万1千円12億8,278万1千円12億8,278万1千円
8,812万6千円8,812万6千円8,812万6千円

11億8,536万3千円11億8,536万3千円11億8,536万3千円
11億8,536万3千円11億8,536万3千円11億8,536万3千円

7億3,270万円7億3,270万円7億3,270万円
4億2,529万4千円4億2,529万4千円4億2,529万4千円

14億6,668万7千円14億6,668万7千円14億6,668万7千円
5億1,785万7千円5億1,785万7千円5億1,785万7千円

69億8,523万4千円
29億3,621万7千円地方交付税

市税

国庫支出金

市債

繰入金

県支出金

繰越金

その他

地方消費税
交　付　金
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特別会計の収支状況
支出済額収入済額予算額区分

１７億２，７６７万８千円２３億８，５０９万７千円４９億４，６６３万１千円事 業 勘 定国民健康保険
特 別 会 計 ７，２１９万７千円１億４７７万３千円１億８，５００万円診療施設勘定

３億１，８２０万５千円２億６，６９６万２千円８億７，９４２万３千円公 共 下 水 道 事 業 特 別 会 計

２３６万４千円８，５３０万４千円２，４７０万円公 営 墓 地 特 別 会 計

２億２，０７７万３千円２億８，５８０万７千円５億７，４７８万３千円農業集落排水事業特別会計

１９億９，７８４万４千円２３億８，２００万円５０億６，８７５万４千円介 護 保 険 特 別 会 計

８万円４９７万１千円８１０万円宅 地 造 成 事 業 特 別 会 計

１，９１３万円２，２６７万４千円５，２４０万円戸別浄化槽整備事業特別会計

３，０８４万８千円６，８８６万円８，０７４万５千円温 泉 事 業 特 別 会 計

１億１，９８９万４千円１億５，９２２万５千円４億８，５００万円後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計

３万１千円８５万９千円６０万円那珂地方公平委員会特別会計

予算の収支状況
収支率収支額予算額区分
４４．７％６億１５４万８千円１３億４，５３５万２千円収入

収益
１７．９％２億３，０７５万６千円１２億８，５９６万７千円支出

３０．０％１億２，４２５万５千円４億１，４０４万６千円収入
資本

２９．２％２億７，３４１万７千円９億３，７５５万２千円支出
資本的支出額９億３，７５５万２千円に対して資本的収入額の不足額５億２，３５０万６千円は、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填する予定です。

業務状況

３９，９３８人給 水 人 口

１７，５４５件給 水 件 数

２，２７１，８３４㎥/９月末有 収 水 量

２３，２５２㎥一日最大配水量

１９，６２２㎥一日平均配水量

６３．２７％有 収 率

主な財産の現在高

公共施設敷地
4,762,355.09㎡

宅地
7,877.66㎡

山林、原野等
6,445,288.59㎡

建物
282,112.81㎡

基金及び出資金
143億1,227万7千円

車
205台

歳出　予　算　額　230億1,341万7千円
支出済額　　86億5,853万2千円（執行率37.6%)

平成２９年度から繰越されたものを含めています。）

（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

■問い合わせ■
　財政課　財政グループ　
　緯52‐1111（内線376）

予算額

支出済額

70億3,680万円
51億4,706万7千円

29億7,022万円29億7,022万円29億7,022万円
9億2,446万6千円9億2,446万6千円9億2,446万6千円

26億4,346万3千円26億4,346万3千円26億4,346万3千円
10億719万1千円10億719万1千円10億719万1千円

25億1,696万9千円25億1,696万9千円25億1,696万9千円
9億2,844万8千円9億2,844万8千円9億2,844万8千円

21億4,582万6千円21億4,582万6千円21億4,582万6千円
6億5,099万8千円6億5,099万8千円6億5,099万8千円

20億2,115万1千円20億2,115万1千円20億2,115万1千円
9億2,456万8千円9億2,456万8千円9億2,456万8千円

12億5,510万4千円12億5,510万4千円12億5,510万4千円
4億3,598万5千円4億3,598万5千円4億3,598万5千円

12億260万4千円12億260万4千円12億260万4千円
4億9,477万8千円4億9,477万8千円4億9,477万8千円

12億7,284万6千円12億7,284万6千円12億7,284万6千円
3億5,588万1千円3億5,588万1千円3億5,588万1千円

47億3,946万1千円
29億8,075万円

24億2,422万4千円
8億4,378万2千円

21億8,677万7千円
1,120万円

19億5,862万4千円

12億8,278万1千円
8,812万6千円

11億8,536万3千円
11億8,536万3千円

7億3,270万円
4億2,529万4千円

14億6,668万7千円
5億1,785万7千円

69億8,523万4千円69億8,523万4千円69億8,523万4千円
29億3,621万7千円29億3,621万7千円29億3,621万7千円 民生費

公債費

総務費

教育費

土木費

衛生費

消防費

その他

農林水
産業費
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まちのできごと県民球県民球団団
茨茨城城アストロプラネッアストロプラネッツツ10/17 文部科学大臣か文部科学大臣からら表彰表彰10/25

　株式会社茨城県民球団茨城アストロプラネッツの
山根将大代表取締役と長峰昌司ゼネラルマネー
ジャーが、独立リーグ「ルートインBCリーグ」への
参入を報告するため市長を表敬訪問しました。ルー
トインBCリーグとは、２００７年に開幕した北信越・北
関東から東北・近畿にまでの１０チームが所属するプ
ロリーグです。今後、茨城アストロプラネッツの試
合を市民球場で行うことなどが期待され、身近でプ
ロの活躍を見られそうです。

　上久保医院の上久保一夫先生が、文部科学大臣か
ら表彰されました。上久保先生は、旧玉川小学校、
旧塩田小学校、そして大宮北小学校の学校医を長き
にわたり務められたことから、その功績が認められ
たものです。

市内企業市内企業がが花器とテントを寄花器とテントを寄贈贈

　市内に本社がある２企業と常陽銀行が小瀬高校と
大宮西小学校で寄贈式を行いました。
　タビーコーポレーション株式会社（代表取締役齊
藤博幸社長）は、小瀬高校卒業生が多数在籍し活躍
されている縁から小瀬高校に花いけバトルで使用す
る花器を寄贈。この花器を制作したのは、常陸大宮
大使の陶芸家菊地弘さんで、土の表現の広がりを感
じるデザインになっています。小瀬高校の玄関口に
飾ってありますので、訪問の際はぜひご覧ください。
　大宮西小学校には、株式会社三和建材（代表取締
役戸倉明彦社長）がテントを１張寄贈しました。

　本社近隣に所在する大宮西小学校の教育環境をサ
ポートすることで、将来活躍できる人材が育って欲
しいとの思いから今回の寄贈となりました。寄贈さ
れたテントは運動会等の各種イベントなどで利用さ
れます。
　これらの寄贈は、株式会社常陽銀行の寄贈サービ
ス付私募債「未来の夢応援債」を利用したものです。

▲頑張ってください！

▲左から川又寛実校長、戸倉明彦社長、山﨑修支店長

▲おめでとうございます

▲左から小瀬高校生、菊地弘さん、山﨑修支店長
　齊藤博幸・千加子夫妻、常井安文校長

10/29・30

寄贈サービス付私募債とは
　企業が銀行保証付私募債を発行する際、銀行が受
け取る手数料の一部で図書やスポーツ用品等を購入
し、企業が指定する学校等に寄贈する社会貢献型金
融商品のこと。
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まちのできごと常陸大宮ライオンズクラ常陸大宮ライオンズクラブブ
かからら車両寄車両寄贈贈11/9 県功労県功労者者表彰表彰11/13

　スポーツをとおしての青少年健全育成を目的とし
て常陸大宮ライオンズクラブ（黒澤明雄会長）から、
車両が１台寄贈されました。寄贈された車両は、ダ
イハツハイゼット。車両の両面には、市内で盛んな
６種のスポーツ（野球・バレーボール・マラソン・
ゴルフ・サッカー・ヨガ）が描かれています。１１日
に道の駅常陸大宮～かわプラザ～で開催されたみん
なのスポーツフェスティバルで市民の皆さんにお披
露目されました。

　県勢の発展に著しい功績があった方々を称える茨
城県表彰式が茨城県庁で開催され、本市からは、個
人２人と１団体が表彰されました。
　個人で表彰された、ピジョン株式会社代表取締役
会長の大越昭夫さんは、赤ちゃん誕生記念育樹キャ
ンペーンをとおして、森林の保全活動や都市農村交
流の活性化に貢献されました。木村勉さんは、環境
美化活動や地球温暖化防止活動に尽力されました。
また、団体で表彰された特定非営利活動法人あきな
い組は、イベント事業等をとおして商店街の活性化
を図り、青少年健全育成や地域振興に取り組んだこ
とが評価されました。

　JA常陸大宮地区枝物部会（石川幸太郎部会長）を
対象とした取り組みが、農業普及活動高度化全国研
究大会で農林水産大臣賞を受賞しました。これは、
「ゼロからのスタートから中山間地で取り組む多品
目枝物産地づくり～」と題し、県北農林事務所常陸
大宮地域農業改良普及センターの玉川美里さんが発
表し評価されたものです。花桃を主力とした枝物の
産地づくりと耕作放棄地が２６ヘクタール解消された
ことを報告しました。

　山方地域在住の長谷川武士さんと春子さん夫妻
は、２００６年から実物の３分の１の大きさの「かやぶ
き古民家」の制作に取り組まれています。
　９／１１から１１／４まで、常陽史料館（水戸市）で
かやぶき古民家のジオラマ展を開催されました。
　正確な間取りのほか、庭先には、竹ぼうきや干し
柿、大根などの生活感のあるものまでも忠実に再
現。今では目にすることが珍しくなったかやぶき古
民家は、人々の郷愁を誘っていました。

▲三次市長へ鍵を手渡す黒澤会長

農林水産大臣賞農林水産大臣賞をを受賞受賞11/30 かやぶき古民家かやぶき古民家のの
ミニチュアを制ミニチュアを制作作

▲（左）玉川さん（右）石川さん

▲左から大越さん、木村さん、あきない組の冨田さん、萩谷さん

▲長谷川夫妻と制作中のかやぶき古民家のミニチュア
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まちのできごと

　文化財集中曝涼が実施されました。これは、ふだ
ん見ることのできない市内の文化財を公開するもの
で、昨年の国長の阿弥陀院、鷲子の善徳寺、大宮の
甲神社等、高部の岡山家の庭園「養浩園と三階建て
の楼閣「喜雨亭」に加え、今年は小田野の三浦神社
が初登場。
　三浦神社は、現在のたたずまいこそ、ひっそりと
した小さな神社ですが、かつては永福寺という大き
なお寺があった場所であり、その寺宝が今も神社に
受け継がれています。

　また、「森と地域の調和を考える会」と「茨城城郭
研究会」の全面協力で、地域の小田野城と高部館を
散策するツアーも実施。多くの参加者が集まり、予
想外の急斜面に苦労しながらも、４００年のときを経
て尚今も山中に残る城跡に驚きの声があがっていま
した。
　天気にも恵まれ、全体で延べ約１０００人を超える来
場者がありました。本市には、まだまだ知られてい
ないお宝が眠っています。

木製テーブルとベンチ木製テーブルとベンチがが寄贈されました寄贈されました11/12

　株式会社筑波銀行から、木製のテーブルとベンチ
が寄贈されました。寄贈された品は、常陸大宮高校
機械科の生徒が制作したもので、寄贈式に先立ち、
おがわふれあいの森の新ハイキングコース入り口に

設置されました。６人掛けのゆったりしたベンチで
休憩したり、テーブルでお弁当を食べてみてはいか
がでしょうか。気象条件が合えば、富士山も望めるハ
イキングコースの休憩所としてぜひご活用ください。

▲甲神社で文化財に見入っています

市内文化財の特別公市内文化財の特別公開開「「集中 集  中 
しゅう ちゅう

曝 曝 
ばく

涼 涼 」」
りょう

10/20・21

▲製作したベンチとテーブル

▲小田野城で堀を見下ろしました

▲常陸大宮高校生と㈱筑波銀行から目録が手渡されました
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まちのできごと

前前期期市民大学講市民大学講座座 常陸大宮高校生常陸大宮高校生とと
保育園児が交保育園児が交流流10/31

　前期市民大学講座がおおみやコミュニティセンターで開
催されました。テーマは「気候変動影響と持続可能な対応
策」。茨城大学理学部准教授の若月泰孝先生と同大学地球
変動適応科学研究機関副機関長／准教授の田村誠先生をお
迎えし、温室効果ガスの増加による世界平均気温の変化予
測と気候の変動や、温室効果ガス削減のための国際的な取
組みなどについて、最先端の話題や研究について講義が行
われました。受講者からは、１００年後の気候の変動につい
て意識するようになったとの意見や、これまでとは違う視
点で気候変
動を見るこ
とができる
ようになっ
たとの感想
がありまし
た。

　常陸大宮高校で生徒と聖慈保育園３歳以上
の園児が交流しました。これは、普通科の
「子どもの発達と保育」という科目で行われた
授業で、生徒が将来子育てに関わる立場にな
ることから、教科書だけでは学べないことを
園児との交流で学ぶためのもの。参加した生
徒は、「将来子どもが生まれた時のための予
行練習にもなる。園児たちと触れ合うのは楽
しい。」と話していました。

常陸大宮常陸大宮市市子ども会幹部研修子ども会幹部研修会会10/21

　市子ども会幹部研修会がやすらぎの里公園で開催
されました。市内の各子ども会の幹部候補の小学生
４８人、茨城大学子どもふれあい隊、子ども会育成連
絡協議会の役員・理事を組み合わせて８班に分かれ
活動しました。
　午前はウォークラリーを実施。初めて顔を合わせ
る他の地域の仲間たちとも、クイズや指令を協力し
ながら乗り越え、徐々に打ち解けることができまし
た。昼食はバーベキューを行い、会話をしながら自
主的に食材を焼いて、片づけまで協力してしっかり

行うことができていました。参加者からは、「みん
なで食べるのはおいしい」、「焼きマシュマロがおい
しかった」などの声が聞かれました。
　午後はペーパータワー作りを実施。A４用紙を使
い、どれだけ丈夫で高いタワーができるか、各班で作
戦を立てて競いました。児童たちはこの研修会を通
して、仲間と協力する大切さ、目標に向かい意見を出
し合うコミュニケーション能力、課題に積極的に取
り組む姿勢が大きく育まれました。これからの子ど
も会のリーダーとして頼れる存在になりそうです。

▲倒れないかドキドキ

▲ハロウィンの仮装をした園児たち

▲バーベキューおいしかったね

10/12・19・24

▲熱心に聴講していました
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まちのできごと

　市環境市民会議では、市民の皆さんが夏の間に育て
た緑のカーテンを募集し、コンテストを実施しまし
た。「緑のカーテン」とは、建物の側面にネットを張
り、アサガオやゴーヤなどつる性の植物を栽培して、
直射日光をさえぎり、日陰を作ることです。
　また、葉の水分が蒸発することで建物内の温度上昇
を抑え、エアコン等の使用を減らし節電対策になる環
境にやさしい取組みのひとつです。今年度は、一般部
門７点の中から３点が入賞し、市内小・中学校５校、
３つの公共施設も参加しました。
　市環境市民会議では、地球温暖化対策として「緑の
カーテン」づくりを推進しています。来年の夏は家庭
や職場で「緑のカーテン」を作ってみませんか。

　山方地域特産品の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－の皆さんと本間健司先生を講師に、
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（らでん）」を施し
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。本来漆器
は、長い期間をかけて仕上げますが、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。

　文化センターロゼホールで、市内の小中学校１６校
が参加し音楽会が開催されました。開会式後、学校
単位で合唱や吹奏楽の演奏が披露されました。児
童、生徒の皆さんは、一生懸命練習した成果をス
テージの上で発揮し、観客席からは大きな拍手が贈
られていました。閉会式では、市の歌「君とこのふ
るさとで」を全員で歌いました。

緑のカーテ緑のカーテンンコンテストコンテスト10/25

漆の魅漆の魅力力に触れに触れるる11/4 市小中学市小中学校校音楽会音楽会11/9

▲作品と一緒に記念撮影 ▲御前山中学校の皆さん

緑のカーテンコンテスト入賞
　山﨑　正子さん（下村田）
　島田　寿子さん（下村田）
　特定非営利活動法人　
　　　学童保育園　子コロっコロ（小場）
市内参加小・中学校
　上野小学校　・大宮西小学校　・山方南小学校
　美和小学校　・大宮中学校
市内参加公共施設
　社会福祉協議会美和支所　・大賀保育所
　市総合保健福祉センター「かがやき」

▲山﨑正子さん ▲島田寿子さん

▲特定非営利活動法人
　学童保育園
　子コロっコロ



広報　常陸大宮　　　　平成３０年１２月号１１
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コミュニテコミュニティィ助成事業助成事業11/10 スポースポーツツフェスティバフェスティバルル11/11

　小田野区では、地元で保有している山車が老朽化し、
ふれあい祭りや三浦神社祭礼など地域活動で使用できな
い状態でしたが、区民の一体感を醸成し、地域を活性化
させることを目的に、今年度のコミュニティ助成事業を
活用し、老朽化していた山車の整備を行いました。
　この事業は、一般財団法人自治総合センターが、宝く
じの社会貢献広報事業として、コミュニティ活動に必要
な施設や備品を整備するために助成しているものです。
　今後、整備した山車を活用することにより、住民同士
の交流の場の復活や郷土意識の醸成、伝統文化の後継者
育成など、地域活動の更なる活性化が期待されます。

　道の駅常陸大宮～かわプラザ～で、みんなの
スポーツフェスティバルが開催され、ステージ
では常陸太田市出身の作曲家マシコタツロウさ
んの司会で、ニュースポーツの紹介や新体操の
発表が行われました。また、イベント広場の芝
生では、スラックラインやスポーツチャンバ
ラ、ストラックアウトなど子ども大人も楽しめ
る体験講座が開催され、たくさんの親子連れが
笑顔で楽しんでいました。

教育行政点検教育行政点検・・評価評価

　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、茨城大学人文社会科学部教授西
野由希子氏、元県職員新家洋一氏・武藤賢治氏の３
人に委嘱し、平成２９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。
　点検評価対象の８事業については、「拡充」３事
業、「現行どおり」５事業と評価されました。
　「拡充」と評価された事業のうち、「歴史文化振興
事業」では、身近な伝統文化の保全と伝承は喫緊の
課題であり、「郷育立市」を掲げる市として積極的に
取り組むべきであるとの意見が出されました。ま
た、「歴史民俗資料館整備事業」では、本市の貴重な
文化財・資料を収集、調査研究し、保存、展示、教
育普及活動を行う施設の整備は、非常に重要であ
り、事業は拡充し、適切に進めていただきたいとの
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、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、市民の皆さん
から信頼される教育行政を推進していきます。

▲荘厳な山車が復活しました ▲新体操クラブの発表も行われました

▲西塩子の回り舞台

10月・11月
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まちのできごと
長倉城長倉城跡跡遊歩道遊歩道11/1 マイナンバーカーマイナンバーカードド

　長倉地区にある市指定文化財の史跡「長倉城跡」
までの遊歩道（３８０m）に、木質チップを敷き詰めた
歩きやすい遊歩道が完成しました。
　木の香りと森林浴を満喫できる自然豊かな遊歩道
ですので、ぜひ一度散策してみてはいかがでしょう
か。

　市では、「マイナンバーカード取得促進キャン
ペーン」を実施し９３人の方が申請・相談に来られま
した。期間中は、申請用顔写真の無料撮影を行い、
好評をいただきました。マイナンバーカードは、ご
自身の氏名、住所などを証明するものとして提示す
ることができ、コンビニで住民票等を取得する場合
にも使用できます。今後も申請の相談・説明等を引
き続き実施しますので、お気軽にご相談ください。

　県のいちご経営研究会に所属するいちご生産者の
中で「いばらキッス」を生産する約７０人が参加し、
御前山地域にあるつづく農園とおひさまのいちご園
で現地研修会を行いました。２つの農園とも定植前
に、高濃度炭酸ガス処理装置で苗に付着したハダニ
を駆除し、減農薬での栽培に取り組んでいます。参
加した人からは、「苗が枯れている部分がなく、とて
も良い状態で驚
いた。いちご栽
培の課題がハダ
ニの処理なの
で、炭酸ガスに
興味がある。」と
話していまし
た。

　図書情報館で、ひたまる先生の野上文夫さんと金
澤功寿さんを講師に迎え、電子工作教室が開催され
ました。制作したのは、電子コオロギ。これは電子
回路を繋いでコオロギに似た音を出すもの。参加し
た小学１年生から３年生までの親子が一緒に制作に
取り組んでいました。小学生たちは完成した電子コ
オロギを何度も鳴かせ、仕上がりに満足そうでした。

▲ふわふわで歩きやすくなった遊歩道

いちご生産いちご生産者者現地研修会現地研修会11/12 電子工電子工作作教室教室11/24

▲丁寧にご説明します

▲おひさまのいちご園の菅野大志さん

▲野上先生と金澤先生の指導のもと楽しい作品を作りました

▲完成した電子コオロギ

▲つづく農園の都竹大輔さん

11/12～16
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まちのできごと

　市のお宝発見事業の第４回を、２２人の参加のもと
実施しました。今回は美和地域で、伐採作業現場の
見学、丸太切りの体験をしました。そのほか、温泉
施設等で使用される木材チップを製造するチップ工
場の見学を行いました。この体験をとおして、林業
についての理解を深めました。
　その後、鷲子山上神社で神社関係者の方の説明を
聞き、神社の成り立ちについて学びました。説明を
受けた後は、神社内の見学を行いました。神社独特
の神聖な雰囲気を味わいながら、神社内に複数存在
するふくろうの像をなでるなど、楽しく見学をしま
した。参加者たちは、グループの仲間やボランティ

アの茨城大学生と協力し、楽しく真剣に活動に取り
組むことができました。

郷土を語る郷土を語る！！常陸大宮市史講演常陸大宮市史講演会会11/17

　市文化センターで、「郷土を語る！常陸大宮市史
講演会─民衆運動と地域の記憶─」が開催されまし
た。これは、市史編さん事業で調査をしている地域
の歴史や文化に焦点を当てたもので、市史編さん委
員会近現代史部会の飯塚彬さんによって、「小瀬一揆
と本橋次左衛門」と題した講演が行われました。
　講演のテーマとなった「小瀬一揆」は、明治９年に
本橋次左衛門（小舟）らが中心となり、明治新政府が
進める税制に反対した一揆として伝えられています。

　講演では、地租改正や米価の急落を背景に一揆が
起こるまでの過程と、本橋らが地域で「義民」とし
て顕彰される過程についてお話しをいただくと同時
に、江戸時代の年貢制度と絡めて一揆を論じる必要
があるという、新たな展望が提示されました。
　講演には、市内外から１５０人を超える来場者が集
まり、大きな関心を集めました。今後も、地域に伝
わる歴史や文化を引き続き皆さんへ公表していく予
定です。

お宝発お宝発見見11/11

▲たくさんのふくろうがいたね

▲講演をする飯塚彬さん ▲多くの方が講演に耳を傾けていました

▲丸太切り大変だったかな？

ボランティアの声

　計６回ある活動も半分が終わ
り、第４回を迎えました。丸太
を切る姿や願いごとをする姿。
いずれも一生懸命で、真剣に取
り組む子どもたちの姿を見るこ
とができました。これからの人
生で子どもたちが、多くの夢中
になれるものに出会えることを
願っています。

茨城大学１年
子どもふれあい隊

河井　孝太
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市内で優秀な成績を収めた生徒に上久保教育長より市教育長賞が授与されました。

教教教教教教教教教教教教教教教教育育育育育育育育育育育育育育育育長長長長長長長長長長長長長長長長教育長賞賞賞賞賞賞賞賞賞賞賞賞賞賞賞賞賞

▲山方中学校１年　菊池 恋  々  菜 さん
こ こ な

第２９回大好きいばらき作文コンクールで日立財団小平
記念賞を受賞

▲山方中学校３年　坂井 亮 
りょう

 太 さん
た

少年の主張茨城県大会で茨城県教育委員会教育長賞を
受賞

▲大宮中学校１年　木村 拓  斗 さん
ひろ と

県中学校新人陸上競技大会共通男子１５００ｍ
（記録：４分３０秒１６）で第５位

▲山方中学校１年　岡﨑 祐  花 さん
ゆう か

介護の日作文コンクールで茨城県老人福祉施設協議会
長を受賞

▲大宮中学校女子卓球部
県中学校新人体育大会卓球の部女子団体戦で第３位

▲第二中学校２年　石井 櫂 さん
かい

県中学校新人体育大会剣道男子個人戦で第５位

▲理科教育に顕著な実績を収めた県内６校の小中学校が
「茨城県幡谷教育振興基金」贈呈式に臨み、本市からは緒
川小学校が優秀校として表彰され、賞賜金１００万が贈ら
れました

茨茨茨茨茨茨茨茨茨茨茨茨茨茨茨茨城城城城城城城城城城城城城城城城県県県県県県県県県県県県県県県県幡幡幡幡幡幡幡幡幡幡幡幡幡幡幡幡谷谷谷谷谷谷谷谷谷谷谷谷谷谷谷谷教教教教教教教教教教教教教教教教育育育育育育育育育育育育育育育育振振振振振振振振振振振振振振振振興興興興興興興興興興興興興興興興基基基基基基基基基基基基基基基基茨城県幡谷教育振興基金金金金金金金金金金金金金金金金金　贈贈贈贈贈贈贈贈贈贈贈贈贈贈贈贈呈呈呈呈呈呈呈呈呈呈呈呈呈呈呈呈贈呈

▲大宮中学校男子卓球部
県中学校新人体育大会卓球の部男子団体戦で第７位
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県民総合体育大会中学校大会（男子第５４回茨城県
中学校駅伝競技大会）が１１月９日（金）にひたちな
か市総合運動公園内及び周辺コースで行われ、中央
地区代表の大宮中学校駅伝部が第４位（記録１時間
０１分００秒）の快挙を成し遂げ、埼玉県で行われる関
東大会（１２月１～２日）に出場することを市長に報
告しました。
また、上久保教育長から教育長賞が授与されました。

快挙！大宮中学校駅伝快挙！大宮中学校駅伝部部
関東大会出関東大会出場場

市教育研究集会で、市内小中学校教諭の研究発表
があり、２人の先生方に教育長賞が贈られました。

先生に教育長先生に教育長賞賞

研究内容分科会名受賞者
主体的に学び共に高め
合うことができる児童
の育成～第４学年算数
科「わり算の筆算」にお
けるユニバーサルデザ
インの視点を生かした
学習支援を通して～

算数・数学髙畠みどり
（大宮小学校）

生徒の自己有用感を育
むためのキャリア教育
の在り方～教育活動全
体における指導と外部
との連携を通して～

キャリア教育後藤　栄子
（御前山中学校）

硬式野球の常陸大宮リーグメジャーチーム（５、６
年生で結成）が、インターミディエット秋季大会にワ
イルドカードで出場し、準優勝の成績を収めました。

硬式野球の常陸大宮リーグマイナーチーム（３、４
年生で結成）が、第４２回産経新聞社旗争奪大会に出
場し、準優勝の成績を収めました。

▲おめでとうございます！ ▲頑張ったね！

▲関東大会に向けて意気込みを伝えました

▲左から後藤先生、髙畠先生 （敬称略）

松戸・柏リーグ優　勝
常陸大宮リーグ準優勝
常陸太田リーグ第3位

インターミディエット秋季大会

常陸太田リーグ優　勝
常陸大宮リーグ準優勝

第４２回産経新聞社旗争奪大会結果
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第２８回秋季ソフトボール大第２８回秋季ソフトボール大会会 常陸大宮市ミックスダブルステニス大常陸大宮市ミックスダブルステニス大会会

開　催　日：平成３０年９月２３日（日）・１０月１４日（日）
主　　　催：市ソフトボール連盟（神永哲男会長）
会　　　場：西部総合公園多目的グラウンド
　　　　　　ほか３会場
参加チーム：２６チーム

中富ソニック優　勝
若林桜台インパルス準優勝
抽ヶ台アウトサイダーズ

第3位
小舟スポーツクラブ
駒田　達也選手（中富ソニック）最優秀選手賞
井坂　智典選手（中富ソニック）優秀投手賞
皆川　忠巳選手（若林桜台インパルス）敢闘賞

開　催　日：平成３０年１０月２１日（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

松田　容幸・小林　さゆりペア優　勝
石井　　進・金澤　節子ペア準優勝
荒井　　稔・小室　雪絵ペア第3位

ステップ優　勝
ウイングス準優勝
SOYA・プライド第3位 第３８回常陸大宮市近郊中学校サッカー大第３８回常陸大宮市近郊中学校サッカー大会会

開　催　日：平成３０年１１月１０日（土）・１１日（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
　　　　　　ほか２会場
参加チーム：１８チーム

水戸市立見川中学校優　勝
東海村立東海南中学校準優勝
常陸大宮市立大宮中学校第3位
東海村立東海中学校敢闘賞

第１４回常陸大宮市近郊軟式野球大第１４回常陸大宮市近郊軟式野球大会会

開　催　日：平成３０年１０月２８日（日）・１１月４日（日）
主　　　催：市軟式野球連盟（菊池清一会長）
会　　　場：大宮運動公園市民球場
　　　　　　山方運動公園野球場
参加チーム：１０チーム

エラーズ（城里町）優　勝
三菱原子燃料（株）（東海村）準優勝
君嶋　　錬選手（エラーズ）最優秀選手賞
君嶋　幸季選手（エラーズ）優秀選手賞
宮﨑　将伍選手（三菱原子燃料）敢闘賞

▲おめでとうございます

▲優勝した中富ソニックの皆さん

▲優勝したステップの皆さん

第２３回ミックスバレーボール大第２３回ミックスバレーボール大会会

開　催　日：平成３０年１１月４日（日）
主　　　催：市バレーボール連盟（相田仁史会長）
会　　　場：西部総合公園体育館
参加チーム：７チーム



広報　常陸大宮　　　　平成３０年１２月号１７

１０月２１日、第６回常陸大宮市スナッグゴルフ大会（主催：市教育委員会、協賛：常陸大宮ライオンズクラ
ブ）を静ヒルズカントリークラブで開催しました。競技は低学年の部、高学年の部、一般の部の３つの部門
に分かれて行われ、絶好のプレー日和の中、参加者はそれぞれの部で腕前を競いあい、白熱したプレーを披
露しました。

第６回常陸大宮市スナッグゴルフ大第６回常陸大宮市スナッグゴルフ大会会

３日（土）　ふるさと祭りおおみやふれあい広場
４日（日）　関東嵐山御前山トレイルラン
１１日（日）　ごぜんやままつり
１８日（日）　やまがた宿芋煮会
２３日（金）　道の駅みわ北斗星新そばまつり
２４日（土）　那珂川カヌーフェスティバル２０１８
２４日（土）・２５日（日）
　　　　　常陸秋そばフェアin道の駅常陸大宮
　　　　　～かわプラザ～　オープニングイベント
２５日（日）　駅前イルミネーション点灯式

▲左から川村さん、小室さん、佐川さん

▲左から大森さん、佐久間さん、大津さん

▲左から齊藤さん、佐久間さん、宮田さん

個人賞

佐久間 瞳  子 さん（一般の部）
とう こ

ホールインワン賞

大津　雅之さん（一般の部）アルバトロス賞

《大会結果》

一般の部８ホール

佐久間 貴  徳 さん　　２２ストローク
たか のり

優　勝

大津　 雅  之 さん　　２３ストローク
まさ ゆき

準優勝

大森　　 優 さん　　２３ストローク
すぐる

第３位

同スコアの場合は年齢が高い方が上位

高学年の部８ホール

佐久間 貴  大 さん　　２４ストローク
たか ひろ

優　勝

宮田 有  希  歩 さん　　２６ストローク
ゆ き ほ

準優勝

齊藤さくらさん　　２７ストローク第３位

同スコアの場合は年齢が低い方が上位

低学年の部５ホール

小室　 拓  也 さん　　１７ストローク
たく や

優　勝

佐川　 行  生 さん　　１９ストローク
ゆき なり

準優勝

川村　 嶺  旺 さん　　１９ストローク
ね お

第３位

同スコアの場合は年齢が低い方が上位

11月に行われた市内イベント11月に行われた市内イベント
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運動が苦手な方にこそ参加してほしいスクエアステッ運動が苦手な方にこそ参加してほしいスクエアステッププ

スクエアステップは、筑波大学の先生が考案した「幅１m、長さ２．５m
のマットに描かれた４０個のマス目を縦・横・斜めに移動する運動」で
す。指揮者が出す指示どおりにマスを選択してステップを踏むのは難
しくも楽しくて、自分でやっても他者がやるのを見ても、笑いがこみ
上げてくる不思議な楽しさがあります。
また、この運動をすることで、転倒予防や認知症予防の効果がある
ことが科学的に証明されています。
文化スポーツ課では、今年３月にスクエアステップ体験教室を開催
し、皆さん笑顔で大変好評でした。今年度も以下の日程でスクエアス
テップ体験教室を開催します。１月のお知らせ版で参加者を募集しま
すので、皆さんの参加をお待ちしています。

日　時：２月１５日・２２日、３月１日・８日・１５日・２２日
　　　　（毎週水曜）
時　間：１３：３０～１５：３０
場　所：市総合保健福祉センター「かがやき」
対象者：どなたでも
参加費：１，０００円（初回に徴収。保険料込み）

芸術文化の振興・発展と各種団体の交流を図るため「平成３０年度常陸大宮市文化祭」が行われました。１０月２１
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。

各地域で市文化祭各地域で市文化祭がが開催されました開催されました10/21～

■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）

菊池　達也さん（若林）【１組】優　勝
桧山　雅人さん（那珂市）【１組】準優勝
鈴木　晴勝さん（下村田）【２組】優　勝
西野　欽也さん（抽ヶ台町）【２組】準優勝
和田　将史さん（抽ヶ台町）【３組】優　勝
桜井　　繁さん（富岡）【３組】準優勝

第１４回 将棋大第１４回　将棋大会会
開催日：１１月４日　参加者：３０人（うち小学生４人）

髙安　勝美さん（笠間市）優　勝
軍司　　武さん（根本）準優勝
大越　　充さん（野中町）第3位

第１４回 囲碁大第１４回　囲碁大会会
開催日：１０月２１日　参加者：２８人　
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文文文文文文文文文文文文文文文文化化化化化化化化化化化化化化化化祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭のののののののののののののののの様様様様様様様様様様様様様様様様文化祭の様子子子子子子子子子子子子子子子子子 まちのできごと

第１４回ダンス発表会（１０/２８） 第１４回音楽祭（１１/２５） 茶会（１１/２４・２５）

第６回芸能発表会（１１/２４）

大宮地域美術展・華道展（１１/２３～２５） 山方地域作品展・発表会（１０/２６～２８） 美和地域作品展（１１/３・４）

緒川地域作品展・発表会（１１/３・４） 御前山地域作品展（１１/１０・１１）
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○福井国体なぎなた競技会視察
福井県鯖江市総合体育館で、明治１５０年記念第７３

回国民体育大会（福井しあわせ元気国体２０１８）なぎ
なた競技会が行われました。会場にはたくさんの観
客がかけつけ盛り上がりを見せました。屋外では、
抹茶のおもてなしや売店などが出店されました。
いよいよ茨城国体まで１年を切りました。市民一
丸となって大会を盛り上げましょう。

○中学校なぎなた出前講座
茨城国体に向けて、なぎなた競技を知ってもらうた
めに、市内の中学校に出向き、なぎなたの授業を実施
しました。県立水戸第二高等学校のなぎなた部の皆
さんに協力をいただき、曲に合わせてなぎなたを振る
「リズムなぎなた」を行いました。中学生は、高校生と
協力しながら、一生懸命取り組んでいました。

いいいいいいいいいいいいいいいいばばばばばばばばばばばばばばばばララララララララララララララララッッッッッッッッッッッッッッッッキキキキキキキキキキキキキキキキーーーーーーーーーーーーーーーーががががががががががががががががゆゆゆゆゆゆゆゆゆゆゆゆゆゆゆゆいばラッキーがゆくくくくくくくくくくくくくくくくく ～～～～～～～～～～～～～～～～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PPPPPPPPPPPPPPPPRRRRRRRRRRRRRRRR作作作作作作作作作作作作作作作作戦戦戦戦戦戦戦戦戦戦戦戦戦戦戦戦～～～～～～～～～～～～～～～～～国体PR作戦～

▲開会式の様子 ▲動き方に戸惑いながらも一生懸命取り組みました

11/3 ふれあい広場のス
テージで、県広報ボ
ランティアが国体ダ
ンスを披露しまし
た。国体PRブースで
は、缶バッチ作り体
験コーナーに多くの
子どもたちが訪れて
くれました。

11/18 やまがた宿芋煮会
で、たくさんのゆる
キャラや来場された
方たちと触れ合いま
した。

大宮聖慈保育園の運
動会で、子どもたち
と一緒に茨城国体ダ
ンスを踊りました。

10/20 ごぜんやままつり
で、オープニングセ
レモニーに参加し国
体をPRしました。

11/11

パラオフェアで、茨
城国体クイズを行い
正解者には、いば
ラッキーグッズを贈
呈しました。

10/21 みんなのスポーツ
フェスティバルに参
加し、国体ＰＲブー
スでは、オリジナル
のグッズを配布しま
した。

11/11
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地域活性化担当の松原功（こう）です。前回話をしました「人々の交
流が生まれる森林」を考えるために、今年の夏は多くの時間を森林で過
ごしました。その森林では「杉の皮をむく」ということを試してみまし
た。「皮むき間伐」と呼ばれる手法です。最近は新聞で見かけることや県
内で実践している方がいるので、ご存知の方もいらっしゃると思いま
す。夏場、杉や檜の樹皮は簡単にむくことができます。樹皮をはぎ、
ゆっくり枯らすことで、程よく乾燥された丸太にできます。この丸太は
生木の丸太より非常に軽いです。間伐なので林業的側面で見るとあまり
効率の良い作業ではありませんが、森林を利用したアクティビティとし
て捉えると新しい見方ができると思っています。多様な側面から森林の
活用方法を試していき、人々の交流を生み出していけるような仕組みを
作っていきます。
また、森林に入ると、猪の足跡や獣道をよく見かけました。これから

冬にかけては「わな」を使った狩猟を活動の主軸にします。「猪を見かけ
た」や「猪で困っている」という話はよく耳にするので、ただ狩猟を行
うだけではなく「野生生物と人間との関係性」を考えながら取り組んで
いきます。

がゆく

▲樹皮をむいた杉の木

お詫びと訂正
広報常陸大宮11月号のひたまる先生問い合わせ先に誤りがありました。お詫びして訂正します。

　■問い合わせ■　☎５３‐１６２１

▲IoTを利用した箱わな用装置（自作）

vol.54 ～職員リレートーク～～～職員のつぶやき職員のつぶやき
都市計画課の河野 暉  平 です。私が

きっ ぺい

担当している業務は、市営住宅に関
することや定住促進や新婚家庭への
助成金に関することです。まだ分か
らないことも多く先輩方に助けてい
ただきながら業務に取り組んでいま
す。社会人１年目なのでまだまだ経
験不足や知識不足だと感じるので
様々なことに挑戦して、知識や経験
を積み成長していきたいと思います。

農林振興課の桑名和哉です。
私の担当業務は、道の駅常陸大宮・道

の駅みわ・物産センターかざぐるまの施
設管理運営業務と農産物ブランド化の推
進として特産品認証事業を行っています。
採用された４月から気づけば半年以上

経過し、普段の業務も落ち着いてこなせ
るようになりましたが、これからも入庁
した時の新鮮な気持ちを忘れずにいきた
いと思います。

▲左から河野さん、桑名さん

私たちは、手編み同好会として活動しています。過去のワークショップ体験
者が中心となり、世界でただ一枚のニットづくりを楽しんでいます。新情報の
交換、資料や材料の提供、正しい基礎と理論の伝達と時には真剣に、時にはに
ぎやかに時間を過ごします。「テアミ」古くて新しい響きですがなかなか奥が深
いのです。間違えたら、ほどけば良いのです。「私にもできますか？」「もちろ
んです。やる気と本気があれば！」
編み物大好きの輪を一目一目編みつないでみませんか？ぜひご一緒に。

■問い合わせ■　☎５２‐１７３９▲小泉むつ子さんと作品
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専門は近世史、江戸時代の村と人をテーマに研究を
しています。
市史編さんで担当するテーマの一つは、村政やその
担い手である村役人についてです。庄屋や組頭などの
村役人は、村ではとても強い権力を持っているという
イメージがあるかもしれません。そういった側面は間
違いではありませんが、例えば領主への年貢収納で
は、村の代表者としての責任を果たす必要があり、一
方で村人たちには、安定した生活ができるような指導
や教育をする必要がありました。村の内外で頻発する
争いを仲裁する立場でもあります。
また、日常的に多くの帳簿や証文を作成する事務が
あり、村役人は多忙を極めていたと考えられます。村
政や村役人に関わる基礎史料として、領主の触れなど
を村役人が書き留めた「 御  用  留 」がありますが、現在、

ご よう どめ

近世史部会のメンバー全員で、上伊勢畑村の「御用留」
の翻刻作業を進めているところです。
私は百姓が使用する印の研究を続けてきたため、印
を使用する個人としての村人のあり方にも注目してい
ます。村人たちが日常的に印を使用するようになった
のは、江戸時代からです。そして江戸時代中期以降、
印に彫る文字は、印を使用する本人の「実名」となっ
ていく傾向にあるようです。実名はしかるべき知識人
から授けられるようですが、市域では、嘉永４年
（１８５１）に高部村の大森家４代又左衛門が、「昌興」の
実名を授けられた時の史料があります。

村人の印と実名

近世史部会専門調査員　千葉　真由美　氏
（茨城大学教育学部准教授）

また、姓名ということでいえば、水戸藩領の村々に
は、村人の苗字を申告させた「姓名帳」「姓名控帳」な
どの史料が残されています。公的には名乗ることがほ
とんどなかった百姓の苗字を、藩が調べたことも大変
興味深いものです。百姓の家の由緒意識にもつなが
り、家と人のあり方にも着目できると考えます。
そして女性、子供、高齢者の問題も重要です。これ

らのテーマは過去のことではなく、現在の社会問題に
もつながります。近世の人々が、社会の中で力強く生
きていく姿、教科書にはあまり載ることのない側面も
紹介できればと思っています。

■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）▲嘉永４年「応求考之」（大森家文書７９０）部分
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※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
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かがやきだよりかがやきだより vol.11vol.11
今回のテーマは「塩分」です

　県の調査では、県民の塩分摂取量は減少傾向にあるものの、目標量（男性　ｇ未満、女性　ｇ未満）を
大幅に超えて塩分をとりすぎています。

男性（20歳以上）
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塩分をとりすぎないためのポイント

めん類や
鍋物の汁は
残しましょう

味噌汁は
野菜たっぷりに

練り物や
肉加工品
は控えめに

漬物や
佃煮は時々に

ポン酢や
減塩調味料
の利用

塩分のとりすぎはなぜ体に良くないか

塩分のとりすぎ 血液中の水分を増やすことで
ナトリウム濃度を維持しようとする

血圧の上昇
（高血圧）

高血圧が続くと
動脈硬化の原因となる・心筋梗塞・脳卒中・腎臓への負担

塩分は体にとって大切な働きをしていますが、その 1日最少必要量は1.3ｇと言われています

8 7

食改さんの「生活習慣病予防講習会」で、お味噌汁の塩分測定をしています。
皆さんのご参加をお待ちしています！

気になりませんか？あなたの家のお味噌気になりませんか？あなたの家のお味噌汁汁
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■問い合わせ■
　茨城県消費生活センター　　　　☎ 029‐225‐6445
　常陸大宮市消費生活センター　　☎ 0295‐52‐2185（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。

※順不同

常陸農業協同組合様
チャリティゴルフ大会収益金　８１，７７２円

＜善意銀行へ＞ ＜奨学基金へ＞

大宮地区民生委員児童委員協議会様
ふれあい広場バザー収益金　３０，０００円
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三浦神社と呼ばれる空智上人坐像を祀る小さな祠が存
在し、地元有志らによってその神社が改築され、昭和
４年（１９２９）１０月に三浦神社の 遷  座  祭 を執行したと刻

せん ざ さい

まれています。

【現在も残る寺院時代の遺物・痕跡】
三浦神社の社殿内部や境内には、現在も寺院時代の

遺物や痕跡が見られます。神社の祭神である「空智上
人坐像」、元禄８年（１６９５）に徳川光圀が修復し、その
旨が背面に刻まれる「不動明王立像」、平安時代後期の
作で、現存する市内最古の仏像である「如来立像」、こ
の３体の仏像はその代表です。このうち空智上人坐像
と不動明王立像は、市指定文化財となっています。こ
れらの仏像の他、社殿内には江戸時代に近隣村の檀家
らにより、３つの桐の 櫃 に納められ寄附された、「 大  般 

ひつ だい はん

 若 
にゃ

 経 」６００巻が存在します。櫃には「大般若経　清隆山
きょう

藤福寺」、「安永二年葵巳孟冬良辰」（＝１７７３年）等の墨
書があります。
社殿の左奥側には墓石が１３基残っています。この墓

石の年代は享保２～文化元年（１７１７～１８０４）といずれ
も江戸時代のもので、その内８基は「法印○○之墓」
という形式で名前が刻まれています。「 法  印 」は僧位を

ほう いん

示すものであり、藤福寺住職の墓ではないかと推測さ
れます。その他にも、社殿に向かって参道の右側に墓
石、供養塔、石仏等の石造物が２０数点ほど確認でき 
ます。　
社殿内は普段公開されていないので仏像等を見るこ

とはできませんが、境内にある墓や石造物に、この地
が寺院であった痕跡を見ることができます。

〈参考文献〉
・『美和村史』（美和村史編さん委員会、１９９３）、　　
・『昔の生活と風俗　美和村の民俗調査資料』（美和村郷
　土文化研究会、１９７７）

■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）

 三  浦  神  社 
み うら じん じゃ

【神社の概要】
三浦神社は 小  田  野 地域にある 空  智 

お だ の くう ち

 上 
しょう

 人 を祭神として
にん

祀る神社です。昔は祭礼が旧３月１５日と旧７月１５日の
２回行われていましたが、現在は７月１５日のみ行われ
ています。空智上人は、源頼朝の家臣である三浦一族
の一人、 三  浦  大  介  義  明 であるとされています。伝説上

み うら おお すけ よし あき

では那須野（現栃木県那須町）にある 殺 
せっ

 生 
しょう

 石 に封じら
せき

れた九尾の狐（ 玉  藻 の 前 という美女に化けていた）を
たま も まえ

討伐したとされ、吉田八幡神社の三浦杉はその討伐祈
願に植えたものと伝えられています。かつては三浦神
社の祭礼にこの伝説にちなんで、三浦大介と玉藻の前
の 山  車 が出されました。しかし、残念ながら現在では

だ し

山車が祭礼に出ることはありません。

【かつて寺院があった三浦神社の地】
現在、三浦神社が建つ地には、もともと神社ではな
く寺院が存在しました。中世期、前述の空智上人によ
り建てられた浄土真宗の 永  福  寺 という寺院です。

えい ふく じ

江戸時代の『開基帳』を見てみると、宗派が浄土真
宗から 下  檜  沢  太  山  寺 末の真言宗に変わっていますが、

しも ひ ざわ たい さん じ

永福寺は少なくとも寛永３年（１６２６）には存在してい
ることが分かります。しかしその後、永福寺は住職が
疫病で亡くなり、無住となってしまいました。そこ
で、寛文９年（１６６９）太山寺の住職が、水戸郊外にあっ
た真言宗 藤  福  寺 の小田野への移動を、水戸藩寺社奉行

とう ふく じ

に願い出ました。その結果、永福寺は藤福寺となりま
した。
その後、廃寺となり、三浦神社が建てられた経緯は
不明です。しかし、三浦神社境内にある石碑「三浦神
社改築記念碑」によると、藤福寺が廃された跡地に、

▲三浦神社　社殿

▲木造 空智上人坐像
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▲現場指揮本部を立ち上げ、事態の早期終
息を目指します

第１４８回
FIRE   DEPARTMENT   HITACHIOMIYA
『常陸大宮市消防本部』 ＦＤＨ

平成30年度常陸大宮市防災訓練を実施

１１月１０日、市文化センターで平成３０年度常陸大宮市防災訓練を実施しました。台風
による豪雨災害、そしてマグニチュード７．４の大地震が発生し市内で多数の被害が発
生していることを想定し、近隣住民をはじめ、警察・自衛隊など様々な関係機関が参
加した訓練となりました。

■問い合わせ■　消防本部　☎５４‐０１１９

１１月１１日、市消防本部で「消防フェア２０１８」を開催し、約６００人が来場しにぎわいました。本市在住で
常陸大宮大使の渡辺ヘルムート直道さんを１日署長としてお迎えし、若草幼年消防クラブによるマーチ
ングバンド、常陸大宮ピサーロでの防火点検、乗車体験や各種訓練体験、そして展示訓練など様々な
ブースが設けられました。

▲屋内の体験ブース ▲屋外の体験ブース

▲地震がおさまるまでその場で待機します ▲浸水等の災害を未然に防ぐため消防団に
よる水防訓練も行われました

消防フェア2018を開催

▲大ホールでは茨城県防災士会による防災
講話が行われました
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わが町の消防団ポスターコンクール表彰式
小学３、４年生を対象にした、わが町の消防団ポスターコンクールの表彰式が、消

防フェア２０１８で行われ、最優秀賞（１人）と優秀賞（１０人）が選ばれました。

建最優秀賞建

▲三村　 晃  大 さん（山方小４年）
こう た

▲星野　 宙  斗 さん
そら と

　（大賀小４年）

建優秀賞建

▲綿引　 心  悠 さん
み ゆ

　（上野小３年）

▲木村　 優  月 さん
ゆ づき

　（山方小４年）
▲圷　 瑛  太 さん

えい た

　（山方南小３年）
▲石本　くるみさん
　（山方南小４年）

▲小野瀬　 由  莉 さん
ゆう り

　（山方南小３年）

▲立原　 叶 
ぎょう

 善 さん
ぜん

　（大宮小３年）

▲ 大  峠 　
おお たお

 冴 さん
さえ

　（緒川小３年）

▲和田　 翔 
しょう

 平 さん
へい

　（大宮小３年）

▲受賞された皆さん

▲佐藤　 真  央 さん
ま お

　（緒川小３年）

（順不同）

建優秀賞建
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再生紙と植物油インクを
使用しています。

料理が好きで、テレビの料理番組を見て作り方を学び、和食のレパートリーを増
やしています。ドライブに行って山並みを眺めたり、途中で立ち寄る道の駅で野菜
を買ったりすることも好きです。
仕事は、縫製業を長く続けています。職場には、母国から技能実習生として後輩

が多く入ってきます。その後輩たちへの仕事の指導のほか、日常生活でのアドバイ
スを行うこともあり、やりがいを感じています。
現在、長男はバスケットボール、二男はサッカーに取り組んでいるので、その送

り迎えをしています。見知らぬ土地を運転することもあり、不安もありますが、お
友達のママに助けられています。
私は、子ども達に日本の伝統文化などは教えられませんが、そういうものを大事

にしてもらいたいと思っています。また、いつも「真面目と素直さ」が大切である
ことを話しています。人として真面目に素直に生きることが自分のためになり、き
ちんとした人生を生きていけると信じているからです。私もストレスがたまって、
子ども達を怒ってしまった時は、素直に謝るよう心掛けています。

氏　　名　山田　ヒュンティ
　　　　　マイリン
住　　所　南町
出 身 国　ベトナム
家族構成　夫、長男、二男
市内在住歴　２０年
仕　　事　縫製業
趣味・特技　料理
好きな食べ物　寿司・煮魚

常陸大宮市の人口
（12月１日現在・推定常住者）

総人口　40,644人　世帯数　16,100世帯
（男　20,047人　女　20,597人）

いきいき茨城ゆめ国体なぎなた競技会
2019年９月29日（日）～

　10月１日（火）
　西部総合公園体育館
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▲楽しかったよ！

１１月１１日に栃木県那珂川町にある小川総合福祉
センターで開催された「なかがわ元気フェスタ
２０１８」へ登場したひたまる。本市と那珂川町は原
子力災害などによる避難先として協定を結んでい
ます。ステージイベントでは、常陸大宮観光大使
による市内のイベント情報のPRやマスコット
キャラクターによるじゃんけん大会が行われまし
た。じゃんけん大会やフォトセッションを通し
て、那珂川町の皆さんや那珂川町のマスコット
キャラクターなかちゃんと交流を深めることがで
きたひたまるでした。


