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１月１３日、市文化センターで成人式
が開催され、新成人たちが大人として
の新たな一歩を踏み出しました。
今年の成人者は、平成１０年４月２日
から平成１１年４月１日までの間に生ま
れた、市内在住者や出身者が対象で、
３３７人が出席しました。
皆さんが本市を誇りに思い、故郷に
いても遠くにいても常陸大宮市を大事
に思う気持ちを忘れず、夢や希望を
持って社会で力強く歩み続けてくれる
ことを期待しています。

各中学校から選出された４１人が成人式の企画・運営を行いました。

▲司会の軍司優花さん 岸 浩樹さん ▲開式のことば
矢野沙也加さん

▲舟木春香さんの
伴奏で国歌斉唱

▲委員長あいさつ
仲田 駿さん

▲成人者を代表して記念品を
受け取った立原蒼生さん

▲はたちの主張を発表した佐藤美咲さん
江原勇樹さん

▲閉式のことば
皆川美里さん

式典を支えた実行委員

準備や受付などに協力しました。
高校生会も協力
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常陸大宮市の好きなところは？
・人々が優しく温かさを感じ安心感がある
・自然がたくさんあり星が綺麗に見える
・野菜やお米が美味しい
・程よく田舎でのどか
・土地が安い
常陸大宮市がもっと輝くために必要なことは？
・電車やバスなど公共交通の充実
・若い人向けの商業施設や飲食店の増加
・アーティストを呼ぶイベントなどの開催
自分の将来の目標は？
・起業する
・有名になって活躍する
・地元に帰ってきて働く
・立派な社会人、大人になる
・幸せになる
・長生きする
・美容師の国家資格の取得
・すでに保育士、ヨガインストラクターとし
て働いているので引き続き頑張る

新成人の皆さんに聞きました！



広報 常陸大宮 平成３１年２月号４

昭和４０年に茨城県巡査に任命、
大子警察署へ配属以来、警部ま
で昇進され、平成１９年にひたち
なか西警察署を退職されるまで
長きにわたり警察職務に精励さ
れ、街頭での警戒活動や交通取
締りなど幅広い活動により、公
共の安全と治安の維持に多大な
貢献をされました。

◇瑞宝双光章 川野邊 博さん（警察功労）

昭和４４年に茨城県巡査に任命、
日立警察署へ配属以来、警部ま
で昇進され、平成１９年に大子警
察署を退職されるまで長きにわ
たり警察職務に精励され、街頭
での警戒活動や交通取締りなど
幅広い活動により、公共の安全
と治安の維持に多大な貢献をさ
れました。

◇瑞宝単光章 海老根 哲也さん（警察功労）

昭和４４年に海上自衛隊幹部候補
生学校に入校以来、平成１４年に
海将補・防衛庁海上幕僚監部首
席法務官を退官されるまで、長
きにわたり国家防衛の重要性を
認識され、常に責任感を持ち、
誠実かつ積極的に職務を遂行さ
れ、国の防衛に多大な貢献をさ
れました。

◇瑞宝小綬章 冨山 薫孝さん（防衛功労）

昭和５８年に山方町議会議員に当
選以来、平成１１年までの長きに
わたり在職、その間、議長、副
議長、総務常任委員会委員長等
の要職を歴任され、産業の振
興、住民福祉の向上、生活環境
及び教育環境の充実により、定
住できる活気ある豊かで住みよ
いまちづくりのため、多大な貢
献をされました。

◇旭日単光章 圷 弘文さん（地方自治功労）
昭和２３年に東京財務局に奉職、
主任税務相談官として関東信越
国税局税務相談室（水戸分室）を
平成元年に退職されるまで、長
きにわたり税務行政の向上に尽
力されました。特に税務相談官
の業務にあっては、所得税法を
はじめ数多くの法令を熟知され
て、電話相談等に応じることに
より申告納税制度の普及に貢献
されました。

◇瑞宝双光章 大内 勉さん（税務行政事務功労）

昭和４０年に茨城県巡査に任命、
水戸警察署に配属以来、警部補
まで昇進され、平成１５年に大子
警察署を退職されるまで長きに
わたり警察職務に精励され、街
頭での警戒活動や交通取締り、
困りごと相談など幅広い活動に
より、公共の安全と治安の維持
に多大な貢献をされました。

◇瑞宝単光章 岩間 宗夫さん（警察功労）

平成８年に保護司に就任以来、
平成３０年に退任されるまで、長
きにわたり社会奉仕の精神を
もって、罪を犯した人や非行を
した少年たちの改善更生を助け
るとともに、社会を明るくする
運動を通して犯罪予防の啓発、
地域社会の安全及び市民福祉の
増進に多大な貢献をされまし
た。

◇藍綬褒章 岡山 和夫さん（更生保護功労）

昭和２７年に高浜中学校（現石岡
市）教諭として奉職以来、平成
３年に御前山村立伊勢畑小学校
長を退職されるまで長きにわた
り、高邁な教育理念を掲げ、卓
越した指導力と児童生徒への深
い愛情を持って教育に専心さ
れ、学校教育の進展に多大な貢
献をされました。

◇瑞宝双光章 澤畠 一夫さん（教育功労）

平成30年に叙勲・褒章を受章された皆さん
（発令順）
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昭和５８年に大宮町議会議員に当
選以来、平成１１年まで長きにわ
たり在職、その間、議長、経済
常任委員会委員長、議会運営委
員会委員長等の要職を歴任さ
れ、活力ある住みよいまちづく
りを目指し、ふるさと創生事業
をはじめ、国県町道の整備、教
育施設の充実など町政発展に尽
力されました。

◇旭日単光章 寺門 薫さん（地方自治功労）

茨城県職員を経て、昭和５０年に
県立笠間高等学校教諭として奉
職以来、平成２１年に県立竹園高
等学校長を退任されるまで長き
にわたり、確固たる信念と教育
への深い情熱を持って学校経営
にすばらしい手腕を発揮される
とともに、教育庁では重要な教
育施策を担当されるなど、本県
教育の振興全般に多大な貢献を
されました。

◇瑞宝小綬章 吉田 洋幸さん（教育功労）

昭和４６年から大宮聖愛保育園に
勤務され、平成２３年に退職され
るまで長きにわたり、児童福祉
の現場で乳幼児の健全育成及び
保育士の育成・指導、保護者支
援に努められたほか、主任保育
士として延長保育、障害児保育
など地域の保育需要に応じた保
育を先導され、児童福祉の発展
に多大な貢献をされました。

◇瑞宝単光章 五位渕 晴美さん（児童福祉功労）

昭和２５年に大宮町立大宮小学校
教諭として奉職以来、平成３年
に大子町立下野宮小学校長を退
職されるまで長きにわたり、愛
情あふれる情熱的な教育観で、
児童育成のために多くの先駆け
となる教育実践を精力的に展開
されるなど、教育の振興発展に
貢献されました。

◇瑞宝双光章 河野 英夫さん（教育功労）
昭和２４年に八里郵便局事務員と
して奉職以来、平成５年に八里
郵便局長を退任されるまで長き
にわたり、郵政事業が社会生活
に果たす役割の重要性を深く認
識され、地域住民に愛され親し
まれる郵便局づくりを目指し、
円滑な業務運営と郵政事業の発
展に尽力されました。

◇瑞宝双光章 相田 三美さん（郵政功労）

昭和４６年に大宮山方地区救急事
務組合の初代救急隊の一員とし
て奉職以来、平成２２年に常陸大
宮市消防本部次長を退職される
まで長きにわたり、住民の生命、
財産を守るため、日夜献身的に
消防活動に精励されるととも
に、消防運営の中核的存在とし
て消防力の充実強化、職員の教
育向上等にも尽力されました。

◇瑞宝単光章 相澤 利光さん（消防功労）

昭和４２年から土浦日本大学高等
学校レスリング競技部顧問とし
て、４０年の長きにわたり、多く
の選手を育成されるとともに、
平成１７年からは茨城県レスリン
グ協会副会長として競技力向上
に尽力されています。また、
（財）日本レスリング協会の強化
委員や理事も務められ、オリン
ピック日本代表コーチとして日
本選手のメダル獲得に多大な貢
献をされました。

◇旭日単光章 小橋 主典さん（スポーツ振興功労）

新新年賀詞交歓新年賀詞交歓会会

新春恒例の新年賀詞交歓会が、西部総合公園体育
館で盛大に開催されました。はじめにアトラクショ
ンとして、第２回全国高校生花いけバトル全国大会
に出場した小瀬高校生徒の皆さんによる花いけ（協
力：JA常陸大宮地区枝物部会）が披露され、５分で
完成した活け花に大きな拍手が贈られていました。
賀詞交歓会では、叙勲・褒章受章者への記念品贈
呈、市へ寄付等をしていただいた団体や個人への感
謝状の贈呈が行われました。

1/9
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今季のドラフト会議で北海道日本ハムファイター
ズから第３位指名され、入団した生田目翼投手（本
市石沢出身）が自身の出身チームでもある常陸大宮
リトルリーグを訪問し、子ども達とキャッチボール
や質問コーナーなどで交流をしました。子ども達か
ら「どんな練習をしていましたか」の質問に、「バッ
ティングの練習をしていました。投げるときは、絶
対に打たせないぞという気持ちで投げていました」
と懐かしそうに当時を振り返っていました。最後に
「１軍でデビューできるように頑張ります！」と今後
の目標を話していました。

おおみやコミュニティセンターで、医療職、介護
職、消防職、民生委員など７７人が参加し、地域ケア
会議を行いました。今年度は「在宅医療と介護連携
の推進」をメインテーマに、在宅医療における薬剤
師の役割について、おせ薬局の鈴木康生先生の講話
とグループワークを実施しました。参加者からは
「薬局の薬剤師さんが自宅に訪問してくれるとは知
らなかった」「錠剤をつぶして飲むことが危険だとは
知らなかった」など新たな発見が多かったとの意見
がありました。いただいた意見をもとに本市の政策
形成につなげることを目指します。

平成３０年度市文化祭のフィナーレを飾る第２７回定
期演奏会が開催されました。日々の練習の成果を発
揮した迫力ある演奏や楽しい演出に会場が一体とな
りました。
今回は、第二中学校出身であり日本の吹奏楽会を
牽引し続ける萩谷克己さんをお迎えし、団員をはじ
め市内中学生もレベルの高い専門的な指導をしてい
ただきました。また、コーラスグループとの共演や
高校生会の協力もあり、地域との架け橋になる素敵
な演奏会になりました。

美和地域スキー教室が福島県の会津高原だいくら
スキー場で開催されました。当日は、天候にも恵ま
れ、小学生を中心に３８人が参加し、初心者から経験
者が班に分かれ美和スキースノーボードクラブ会員
によるスキー指導が行われました。また、スキーの
レベルを検定するスキージュニアテストも開催さ
れ、７人の小学生がチャレンジし、全員が目標級に
合格することができました。参加者は普段できない
自然の中でのスキー体験を満喫していました。

▲みんなで記念撮影

在在宅医療在宅医療・・介護連携推進事介護連携推進事業業12/20

常常陸大宮吹奏楽常陸大宮吹奏楽団団定期演奏会定期演奏会12/23

▲鈴木先生による講話

▲素晴らしい指導をいただきました ▲みんなで記念撮影！

生生田目翼選手生田目翼選手とと交流交流12/16

美美和地美和地域域スキー教スキー教室室1/5

市民の方からまちのできごと

市民の方からまちのできごと
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ままちづくまちづくりり講座講座

久慈岡地区でワーホイ行事が開催されました。こ
の行事は、地域の皆さんと一緒に小正月を楽しむこ
とを目的に９年前に復活しました。
お正月のしめ飾りや門松などを持ちよって焼くど

んど焼きと、害鳥を払う鳥追いを合わせて行われて
います。どんど焼きの煙が高く上るほど豊作にな
る、煙を懐に入れると厄払い、焼いた書初めが天高
く舞い上がると文字が上手になると言われているそ
うです。

まちづくり講座メニューの１つである、高齢者を
狙う悪質商法と対処法が、山方公民館西野内分館で
行われました。茨城県消費者教育講師の松本由美子
さんが、実際に起こりうる悪質商法を受講者と役を
演じながら疑似体験を行い、対処法について説明し
ていました。受講者からは「大変参考になった」「今
後気を付けていきたい」という声が多く聞かれまし
た。まちづくり講座は、市職員等が市内の公民館や
集会施設などに出向き開催します。受講料も無料で
すので是非ご活用ください。

1/18

移移動動市長市長室室

平成３０年度の移動市長室を市内の県立高校２校で実施しました。移動市長室は市民の皆さんのご意見等を聞く
ため毎年実施しており、これまでは各地域に出向いて行ってきましたが、若者の意見を市政に反映させようと、
本年度初めて高校で実施したものです。小瀬高校、常陸大宮高校では、それぞれの生徒代表から、本市の現状と
して良いところや足りないと思うところ、今後のまちづくりについての数多くのご意見やご質問、ご要望をいた
だきました。

【小瀬高校での様子】
３年生全員と２年生の１クラスの生徒が参加し、代表で３人が発言し
ました。「各地域にある施設をもっと整備し、SNS等を使って宣伝した
方がよい」「会員制のクラブを作り会報誌などを作って宣伝してはどう
か」「住みやすいが活気が無いので何か必要だと思う」「携帯電話の電波
が弱いところがあるので良くして欲しい」などの意見・要望が出されま
した。

【常陸大宮高校での様子】
普通科、機械科、情報技術科、商業科を代表して２年生７人が出席し
ました。「道路をもっと整備して欲しい」「街灯が少ない」「道の駅のイベ
ント等のアピールをもっとしたほうが良い」などの意見が出されたほか、
商業科の生徒からは「常陸大宮高校の生徒が作っているブルーベリーを
使った商品を市全体でPRして貰えれば」などの要望が出されました。

▲勢いよく火が燃え上がりました ▲熱心に聞き入る皆さん

1/10・16

久久慈久慈岡岡ワーホワーホイイ1/12

市民の方からまちのできごと
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毎年１月２６日は文化財防火デーです。
昭和２４年１月２６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。そして毎年
この日の前後に全国的な文化財防火運動が展開され
ています。
本市でも、１月２３日に上岩瀬の誕生寺で消防訓練
を行いました。お寺関係者、隣接するさくら保育
園、東消防署、教育委員会の合同訓練となりました。
誕生寺は、浄土宗中興の祖である了

りょう
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上
しょう

人の
にん

誕生の地です。寺宝として了誉聖冏上人像が２体あ
り、うち１体が市の指定文化財となっています。聖
冏上人は全国的にも広く知られた名僧で、今年は上
人の６００回忌ということもあり、誕生寺はもちろん
各地で法要が予定されています。
このような地域にとってとても大切なお寺を災害
から守るため、住職や檀家の皆さんがバケツリレー
の練習や文化財を運び出す訓練、消火器の取扱訓練
等、力を合わせて行いました。消防による神社への
放水訓練も行われ、迫力のある放水に歓声が上がっ
ていました。

第65回文化財防火デ第65回文化財防火デーー

また、１月２４・２５日には、教育委員会と消防署が合
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。
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。今回の訓練や設備点検は、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
も対応できるように備える機会となりました。皆さん
の身近にも多くの貴重な文化財があります。国民共通
の貴重な財産を火災等から守るため、今後も市民の皆
さんのご協力をよろしくお願いします。

了
りょう

誉
よ

聖
しょう

冏
げい

上
しょう

人
にん

～額に二十六夜の三日月
形のある伝説の僧～
了誉聖冏上人。“六夜
尊（ロクヤサン）”のこと、
と聞いて納得される方
は、少ないかもしれませ
んが、最も世間に影響を
与えた本市ゆかりの人
物、と言っても過言では
ありません。

現在、上岩瀬の誕生寺が建つ地には、かつて上
岩瀬城があり、聖冏上人はその城主白石氏の子と
して南北朝時代の１３４１年に生まれました。父の死
によって家が没落し、８歳で出家。たぐいまれな
能力と驚異的な向学心で、仏教のみならず様々な
学問を修めます。
当時浄土宗は、法然の死後に諸派が林立し、独
立した一宗としての地位を確立していませんでし
たが、聖冏上人が浄土教義を整備し地位向上を実
現したことで、浄土宗教団の地位を確立すること
ができました。上人が浄土宗中興の祖と言われる
所以です。
偉大な功績によって神格化された聖冏上人に
は、多くの伝説が残されています。中でも有名な
のが、額にある三日月形の相から放った光で書物
を照らし、闇夜でも勉学に励んだとされる話で
す。誕生寺の上人像の額にも三日月が表現されて
います。
また、有名な怪談「番町皿屋敷」には、お菊の
霊を鎮める僧として聖冏上人が登場。それほどに
上人は人々に慕われた高僧の代表でしたが、江戸
時代中期以降の教団で聖冏教学見直しの風潮がお
こり、時代とともに忘れられていきました。しか
し、宗教界のみならず、人々の信仰に大きな影響
を与えた了誉聖冏上人の功績は大きく、上人が没
した１４２０年からちょうど６００年にあたる本年、郷
土の偉人として、その功績を知っていただく機会
となればと思います。

▲消火器の使い方を確認

▲文化財も
避難訓練

▲上人坐像

みんなで
バケツリレー

▲
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お宝発お宝発見見

市のお宝発見事業第５回を、２２人の参加のもと実
施しました。
午前は「塩田そばの会」の皆さんにご協力いただ

き、市内で生産されている常陸秋そばのそば粉を
使ってそば打ちを体験しました。最初に講師の方の
そば打ち実演を見学し、その後、２～３人のグルー
プに分かれて実際にそば打ちを行いました。

午後は御前山ダ
ムに向かい、ダム
関係者の方からダ
ムの仕組みについ
ての説明を受けた
後、実際にダム内
部に入り見学を行
いました。普段な

かなか見られない光景に驚いている様子がうかがえ
ました。
今回も参加者たちは、周りの仲間やボランティア
の茨城大学生と協力して、市内の誇れるものを学ぶ
ことができました。

ノルディックウォーキングの二の腕引き締め効果に期待ノルディックウォーキングの二の腕引き締め効果に期待！！

ノルディックウォーキングは、近年国内で人気が
高まりつつあるエクササイズスポーツで、２本の
ポール（ストック）を使って歩行運動を補助し、運
動効果をより増強することが特徴です。もとは、ク
ロスカントリーの選手が、夏の間の体力維持・強化
トレーニングとして、ストックと靴で積雪のない山
野を歩き回ったのが始まりと言われています。
本市内では、ノルディックウォーキング練習会

（スポーツクラブひたまる２５）が月２回のペースで開
催されています。
参加者からは、「ポールを使うことで膝への負担

が軽減され、長い距離をウォーキングできる」「ポー
ルを使うことで二の腕
（上腕二頭筋）の筋肉が鍛
えられ、腕が引き締まる
効果が期待できそう」な
どの声が寄せられていま
す。
用具も初心者向けのも

のは低価格で購入できる
ため、気軽に始めること
ができます。ぜひ挑戦し
てみてください。

⑩

■問い合わせ■ スポーツクラブひたまる25 緯55‐9666 FAX55‐9667
（電話対応時間：火曜・金曜 午後１時～午後５時）

ボ ラ ン テ ィ ア の 声

私は今回お宝発見事業に初め
て参加しました。子どもと一緒
に楽しく常陸大宮市の名物、名
所について学ぶことができ、非
常に有意義な時間となりまし
た。機会があればまた是非参加
したいです。

茨城大学２年 子どもふれあい隊 黒畑 晴喜

1/26

＜ノルディックウォーキング練習会情報＞
皆さんの参加をお待ちしています。
期 日：３月２日（土）、３月１６日（土）
時 間：午前９時（２時間程度）
場 所：大宮運動公園駐車場集合
参加料：無料
その他：ポール、汗拭きタオル、飲み物をご持参く

ださい（ポール貸出しあり）。
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第20回 山方宿若あゆ駅伝大会第20回 山方宿若あゆ駅伝大会
開 催 日：１２月２３日（日）
主 催：山方体育協会（木村則義会長）
コ ー ス：山方宿通り（山方支所前～JR山方宿駅ロータリーの折り返し）
参加チーム：低学年の部８チーム、高学年の部１３チーム

この大会は、山方宿の年末の恒例行事になっていて、普段は人通りも少ない山方宿通りもこの日は大変にぎわ
い、沿道には大勢の応援の方々が駆けつけました。また、食生活改善推進員連絡協議会山方支部の皆さんによる
豚汁のサービスもあり、暖かく盛り上げてくれました。閉会式前には、２０回記念としてパフォーマーの林英明さ
んによるバルーンアートが行われ、風船のプレゼントに選手たちは大喜びでした。

≪低学年の部：小学１年～３年≫ （敬称略）
優 勝 山方南小３年 （桜

さくら

井 陸、鹿島夕愛、
い りく か しま ゆ め

柏
かしわ

一輝、吉村青波、藤来
かず き よしむらせい は ふじらい

翔
しょう

、海老根花乃）
え び ね はな の

準優勝 ミラクルキッズ（猿田稀
さる た き

陵
りょう

、堀江優都、倉橋大虎、藤田
ほり え ゆう と くらはしひでとら ふじ た

陽
はるひ

、石井
いし い

琉
りゅう

大、増子 彩）
た まし こ あや

第３位 ヤマガタキッズ（齋藤徠毅、川村嶺旺、青砥璃空、髙
さいとうらい き かわむら ね お あお と り く たか

林
ばやし

怜太朗、
れん た ろう

柏
かしわ

銀志、井上湛太）
ぎん じ いのうえじん た

≪高学年の部：小学４年～６年≫ （敬称略）
優 勝 DRAGONFIVE（矢板真生、茅根優樹、橋本

や いた ま き ちの ね ゆう き はしもと

龍
りゅう

征、鈴木 凛、瀧 陽輝）
せい すず き りん たき はる き

準優勝 南風ドリーム５（川井杏夏、海老根嘉斗、金子陽奈乃、木村光汰、鈴木敬也）
かわ い あん な え び ね よし と かね こ ひ な の き むらこう た すず き たか や

第３位 公衆電話 （前田一牙、大森悠貴、木村魁
まえ だ いち が おおもりゆう き き むらかい

秀
しゅう

、三次徠夢、
み つぎらい む

圷
あくつ

拓未）
たく み

６区５区４区３区２区１区区間賞

海老根花乃
え び ね はな の

宇留野花音
う る の か のん

藤田
ふじ た

陽
はるひ

西村 心結
にしむら み ゆ

鹿島 夕愛
か しま ゆ め

女子

秋本 一翔
あきもと いち と

藤来
ふじらい

翔
しょう

濱野 壮真
はま の そう ま

柏
かしわ

一輝
かず き

堀江 優都
ほり え ゆう と

桜
さくら

井 陸
い りく

男子

５区４区３区２区１区区間賞

高村
たかむら

稜
りょう

花
か

鈴木 凛
すず き りん

太田 千咲
おお た ち さ

石井麗乙女
いし い り お な

會澤 心菜
あいざわ ここ な

女子

木村 祐介
き むら ゆうすけ

圷
あくつ

瑛太
えい た

橋本
はしもと

龍
りゅう

征
せい

海老根嘉斗
え び ね よし と

鈴木 康介
すず き こうすけ

男子

▲低学年の部優勝「山方南小３年」 ▲高学年の部優勝「DRAGONFIVE」
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第8回常陸大宮クロスカントリー大会兼第8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２０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
トリー大会兼みんなで楽しくグリーンウォーキングが開催されました。ゲストラ
ンナーとして、今井正人選手、渋井陽子選手などが参加し大会を盛り上げました。
また、競技の合間には、川﨑真裕美選手によるウォーキング特別教室も開催さ

れ、一流アスリートから指導を受けながら共に楽しいひとときを過ごしました。

約1,800人が参加!!

３位２位１位部門種目

高島 夕海
たかしま ゆう と

滝田 琉斗
たき た り と

佐藤
さ とう

凌
りょう

誠
せい

小学男子（３年以下）
１０００ｍ

黒羽 柚妃
くろ は ゆず き

滝田 凛彩
たき た り あ

小
こ

林
ばやし

玲
りょう

小学女子（３年以下）

木村
き むら

駿
しゅん

太
た

生天目 温
なば た め はる

三瓶 友也
さんぺい とも や

小学男子（４年以上）

２０００ｍ 長島 彩音
ながしま あや ね

佐藤 舞歩
さ とう ま ほ

圓
つむら

谷 仁渚
や に な

小学女子（４年以上）

大瀧 圭佑
おおたき けいすけ

石井 一成
いし い かずしげ

谷中 義東
や なか よし き

中学男子

関
せき

葵
あおい

中野 風夏
なか の ふう か

鈴木 綾乃
すず き あや の

中学女子

溝井 正貴
みぞ い まさたか

吉田
よし だ

翔
しょう

眞
ま

小松 裕大朗
こ まつ ゆう た ろう

中学男子

４０００ｍ

真船 こころ
ま ふね

安藤 悠乃
あんどう ゆ の

長島 結衣
ながしま ゆ い

中学女子

峯島 璃乙
みねしま り お

橋本
はしもと

涼
りょう

阿部 宏彦
あ べ こうひこ

高校男子

名越 美帆
な こし み ほ

片根 菜緒
かた ね な お

矢内 楓恋
や ない か れん

高校女子

塩澤 裕也
しおざわ ゆう や

沢田 恋白
さわ だ こ はく

兼子 卓也
かね こ たく や

一般男子（１８歳以上）

大場 芽衣
おお ば め い

小野 美香
お の み か

平野
ひら の

綾
りょう

子
こ

一般女子（１８歳以上）

本間 洋行
ほん ま ひろゆき

堀江 裕也
ほり え ゆう や

高橋 玄洋
たかはし つねひろ

一般男子（４０歳以上）

小貫 尚美
お ぬき なお み

長岡 真由美
ながおか ま ゆ み

稲石 里美
いないし さと み

一般女子（４０歳以上）

中田 侑希
なか た ゆう き

菊池
きく ち

竜
りょう

馬
ま

倉田 蓮
くら た れん

高校男子

６０００ｍ

保科 琴音
ほ しな こと ね

山﨑 りさ
やまざき

風間 歩佳
かざ ま あゆ か

高校女子

清水 雅人
し みず まさ と

佐藤 征昭
さ とう まさあき

蛭田 雄大
ひる た ゆうだい

一般男子（１８歳以上）

室越 友美
むろこし とも み

大木 由佳
おお き ゆ か

木戸 美帆
き ど み ほ

一般女子（１８歳以上）

大滝
おおたき

学
まなぶ

寄川 盛男
よりかわ もり お

吉岡
よしおか

修
おさむ

一般男子（４０歳以上）

吉田 道子
よし だ みち こ

今野
いま の

祥
しょう

子
こ

髙橋 雅子
たかはし まさ こ

一般女子（４０歳以上）

▲ウォーキング特別教室の様子

≪部門別の結果≫ （敬称略）

▲青山学院大学の永井拓真選手と
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最後に行われた講演会では、小学生の頃の話で
「学校から帰るとすぐ近所の凸凹のある空き地で塀
にボールを当てては、グローブでキャッチする練習
を毎日遅くなるまで繰り返ししていた」ことや大宮
中学校・高校・大学・社会人時代の野球にまつわる
エピソードのほか、シドニーオリンピック日本代表
に選ばれた時の気持ちや出場した感想などを分かり
やすく丁寧な言葉で話しました。野上さんは、「家
族や周りの方々に支えてもらいながら野球をやり続
けていたからこそ、オリンピックに出た今の自分が
いる。とにかく野球を楽しく、できる限り長く続け
てあきらめず頑張ってほしい。そして、今日参加し
たみんなの中からオリンピックに出場する選手が出
てくれればとても嬉しい。」とのメッセージを子ども
たちに伝えました。
参加した子どもたちは、「基本を見直すことがで
き、中学校の野球部にもつなげていきたい」「今日野
上さんと野球をしてもっと野球が好きになった」「野
上さんのようにオリンピック選手になれるよう頑張
りたい」と話していました。

ホストタウン交流計画の一環として、将来を担う
子どもたちがオリンピアンと直にふれあうことで未
来への夢や希望を抱き、スポーツに対する関心など
を深めるとともに東京２０２０大会の機運を醸成する目
的で、野球日本代表として２０００年シドニーオリン
ピックに出場した本市出身の野上修さんを招いた野
球教室を大宮運動公園市民球場で開催し、小学１年
生から６年生までの児童１１６人と野球による交流を
しました。
はじめに、背番号「９」の日本代表ユニフォーム
を着た野上さんとストレッチやランニングなどの準
備運動をした後、野球の実技指導が行われました。
キャッチボールでは「相手が取りやすい顔の正面を
めがけて投げる」また、守備練習では「グローブに
入ったボールを利き手でつかむまでの速さを意識し
次の動作につなげることが大切」と野上さんからア
ドバイスがありました。
打撃練習では「構え方は自由で個性があっていい。
ただし、バットを持つ高さは、傘を広げて持つ位置
が理想で、ボールに当てるまでの距離は最短」など
具体的な動作も学びました。子どもたちの代表１６人
と野上さんのホームラン競争では、みんなからの応
援を背に、野上さんの指導を実践しながらバットを
振っていました。

■問い合わせ■
政策審議室 企画政策課 東京オリパラ推進室
☎52‐1111（内線３０９）

【オリンピアン交流事業】少年少女夢つなぐ野球教室 シドニー2000オリンピック
野球競技日本代表 本市出身のオリンピアン野上修さんと子どもたちが交流をしました！

▲投げる練習

野上 修 氏プロフィール
【本市出身：常陸大宮大使】

大宮西小学校→大宮中学校→水戸商業高等学校
→明治大学→日本生命
○高校時代 第６４回選抜甲子園出場
○明治大学時代
東京六大学リーグで３度のベストナイン
○日本生命時代
都市対抗野球、社会人野球日本選手権で２度
の優秀選手
○シドニー２０００オリンピック野球競技日本代表

▲準備運動も一緒に

▲講演会の様子

▲ホームラン競争▲打撃練習

515515東京オリンピックまで あと515日
（2019年2月25日現在）
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○いよいよ今年は茨城国体！
今年は、第７４回国民体育大会（いきいき茨城ゆめ

国体）が開催されます。本市は、なぎなた競技の会
場となります。選手や監督、観覧者と一緒に、感動
と喜びを共有できる国体を目指して、市民の皆さん
で盛り上げましょう。

観戦しよう
第７４回国民体育大会（いきいき茨城ゆめ国体）
なぎなた競技会
会期：２０１９年９月２９日（日）～１０月１日（火）
会場：西部総合公園体育館
種別：少年女子・成年女子

参加しよう
市国体ボランティア募集
市実行委員会では、「第７４回国民体育大会なぎな
た競技会」の大会準備や運営等にご支援・ご協力い
ただけるボランティアを募集しています。
募集要件

▲

本市在住又は、在勤されている１５歳以上
の個人、もしくは市内を拠点に活動して
いる団体に限る。

活動内容
▲

ドリンク配布、弁当配布、受付・案内、
環境美化 等

募集締切
▲

２０１９年４月３０日（火）まで
HP「常陸大宮市 国体ボランティア」で検索
問 いきいき茨城ゆめ国体常陸大宮市実行委員会
（文化スポーツ課国体準備室内）☎５３‐６５０１

いばラッキー募金
５千円以上の寄付をされた方には、記念品（オリ

ジナルタオルとピンバッジ）をプレゼント中！
募金の使途

▲

「いきいき茨城ゆめ国体・いきいき茨城
ゆめ大会」の運営費用

募 金 方 法

▲

県内の主な金融機関に専用の振込依頼
書を用意しています。詳細はホーム
ページをご覧ください。

受 付 期 間

▲

２０１９年１０月３１日（木）まで
HP「いばラッキー募金」で検索
問 茨城県国体・障害者スポーツ大会局

総務企画課 ☎０２９‐３０１‐５４０５

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～

■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）
☎５３‐６５０１ FAX５３‐６５０２

1/9 賀詞交歓会で、出席
された皆さんをお出
迎えし国体をPRし
ました。

市スポーツ少年団駅
伝競走で小学生ラン
ナーを応援しました。

11/11

かがやきまつりで、
来場者と触れ合い国
体をPRしました。

12/3

1/20 常陸大宮クロスカン
トリー大会で、開会
式に参加し、選手に
エールを送りまし
た。また、ゲストラン
ナーの皆さんと記念
撮影をしました。
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現在、学校教育では多様な課題を抱えており、地
域が様々な形で学校を支援していくことが求められ
ています。そこで、地域の皆さんがボランティアで
学校を支援し、学校、家庭、地域が一体となって地
域ぐるみで子育てをする体制の構築を進めていま
す。地域の皆さんのご協力により、ボランティア登
録数も増えてきました。現在のところ、山方中学校
区は１１２人、明峰中学校区は１２８人、第二中学校区は
５０人です。また、３４団体も登録にご協力いただいて
います。来年度は大宮中学校区に広げていく予定
です。
ボランティアの皆さんの活動の一端を紹介しま
す。これまでの経験を生かした、昔遊びや伝統楽器
演奏、伝統料理作りなどの体験学習や、菊栽培、サ
ツマイモ栽培、米作りなど農業について教えていた
だき、地域の良さを知り、地域の方との交流につな
がっています。

また、授業の支援では、書写指導、ミシン縫いの
補助、水泳や陸上の指導、合唱や楽器の演奏指導な
どもしていただき、授業内容が充実しています。読
み聞かせも定期的に行われ、子どもたちは楽しみに
しています。環境整備でも、除草作業、花苗植え、
庭木の剪定、図書の整理などの作業で、学校環境が
良くなりました。学校支援ボランティアをとおして
学校と地域とのつながりが深まり、子どもたちがよ
り充実した環境の中で学校生活を送ることができて
います。

■問い合わせ■ 生涯学習課 生涯学習グループ ☎５２‐１１１１（内線３３４）

山方中学校区 第二中学校区

▲図書の整理（第二中）

▲葉ボタン植え（上野小）

▲米作り体験（村田小）

明峰中学校区

地域一体となって学校を支援しています地域一体となって学校を支援しています地域一体となって学校を支援しています

▲除草作業（山方中）

▲読み聞かせ（山方小）

▲箏演奏体験（山方南小）

▲昔遊び：あやとり（美和小）

▲ピアノ伴奏の指導（明峰中）

▲書写の指導（緒川小）

学校支援ボランティア
を随時募集しています

空いた時間などに気軽にお手伝いしてく
ださる方、子ども達と一緒に活動をしたい
方、ぜひご協力をお願いします。

〈常陸大宮市学校支援地域本部事業〈常陸大宮市学校支援地域本部事業〉〉
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松原枝里です。冬仕事の一つであるえびら（竹かご）作
りは１１月～２月の間に行います。この冬も早速えびらを作
り、鹿児島へ里帰りした際にお世話になった方へプレゼン
トしてきました。協力隊として常陸大宮へ越してきて３年
目になり、まだまだ未熟ではあるもののこうして自分で
作ったえびらを贈ることが、この地で頑張ってきたことの
報告にもなっているのかなと感じています。

さて、協力隊の任期も残り１ヶ月となりました。これま
での活動を通して強く魅力を感じた昔ながらの手仕事を、
今後は自分の生業としていけるように挑戦を続けていきた
いと思います。

えびら教室の開催はまだ２年目ですが、えびらを通して
たくさんの方との繋がりができ、少しずつ手応えも感じています。これからは教室開催だけではなく自分の
作ったえびらを作品として販売していき、地域に残る手仕事と自然の中で生活をつくってきた先人の偉大さ
を伝えていきたいと思います。

がゆく

おはなし会「は
みんぐばあど」で
す。私たちは、
主に子どもに対
して、読み聞か
せや人形劇等の
おはなし会を開
催しています。
グループの創立
は、活動拠点の
市立図書情報館

の開館と同時平成7年で、今年で24年となります。小
学校・保育園・幼稚園・子育て支援そして時々高齢者
施設でのおはなし会を、対象者の年齢・人数・環境の
違いにより、内容を考えて行っています。自分達でコ
ツコツと手作りしてきた影絵やペープサート、人形劇
や大型紙芝居などのレパートリーも増え、図書館の本
も利用して、子どもたちに楽しいひとときを過ごして
もらいたいと活動しています。大道具小道具をたずさ
えて、どこへでも出張して、自分たちも楽しみながら、
笑顔でおはなし会をやっています。
■問い合わせ■ ☎５２‐３２１２

▲おはなし会「はみんぐばあど」の皆さん

書道の中﨑渓翠で
す。保育園児から大
人まで、硬筆・ペン
字・毛筆の指導をし
ています。ワープロ
やパソコンで、簡単
に文字のくずしやデ
ザインとしての文字
が出来てしまう昨
今、想いの伝わる手
書き文字の大切さ、

美しさを再認識してみませんか？字を上手く
書くコツ、生活に役立つ美文字セミナー等も
開催します。
また、書道パフォーマンスも行っていま
す。テーマを決め、書の基本であるリズム、
緩急を大切に迫力ある書道パフォーマンスを
披露しています。
各学校、団体にも指導しますので、是非一
度ご覧になり、挑戦してみてはいかがで
すか？
■問い合わせ■ ☎５２‐５３１８

▲中﨑渓翠さん
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私たち民俗部会は、市民の皆さんの所に直接出かけ
て行って、たくさんの祭礼や行事を見せていただいた
り、昔からの生活の様子に関するお話を聞かせていた
だいています。
夏の祇園祭や秋の例祭・新嘗祭、お正月のオカザリ

（マユダマ）作りやワーホイの行事など印象に残る行事
を間近で拝見させていただきました。なかでも、七月
に行われた北野・五所神社（常陸大宮市小倉地区）の
祇園祭は迫力のあるものでした。ベテランと若者が協
力して、神輿を山上の神社から人々の住む平坦な里に
降ろす様子には感激しました。指揮をした青年長が、
急峻な階段を降ろし終えた瞬間に見せた安堵と達成感
に満ちた表情は忘れられません。
また、今年７月に開催予定の鷲子の夏祭り（祇園祭）
については、昨年の準備会議から取材させていただい
ています。現代は日本中の多くの地域で、伝統行事の
存続に課題を抱える時代ですが、ここでの準備会議に
は若い方が多数参加され、伝統を守りながら円滑な行
事運営をめざす改善案や山車の安全な活用法などにつ
いて、活発な議論がなされています。

公民館調査が始まりました

小正月の「オカザリ」展示（歴史館）
民俗部会長 大津 忠男 氏

（茨城県立歴史館首席学芸員）

“長老の意見を聞きながら、実践では若者が活躍す
る”という集落の運営意識が実践されていて、その真
剣な姿に感銘を受けます。今から、本番が楽しみで
す。しっかりと取材し、市史に記録を残したいと考え
ています。
さらに、昨年から地域の公民館での合同の聞き取り
調査会（公民館調査）を実施しています。常陸大宮は
自然豊かな地域ですが、それぞれの環境のなかで実際
に経験されてきた生活の様子を教えていただいていま
す。長田地区の溜池を利用した稲作や、諸沢・北冨田
地区の炭焼きや、コンニャクやタバコの栽培などにつ
いてのお話を直に聞くことができています。昨年は、
旧山方町の二つの地区で実施させていただきました
が、これから順次他の地域でも実施する予定でおりま
すので、その際には是非気軽にいろいろなお話をお聞
かせください。よろしくお願いいたします。

■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）▲小倉の祇園祭
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１日に必要な食品量の目安を知ろう！

0
100
200
300
400
500

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

12月

145

280

4月 5月H30.1月 2月 3月 8月

132

295

6月

92

242

102

234

102

281

131

315

122

270

92

233

7月

144

308

9月

100

224

10月

105

235

11月

118

225

かがやきだよりかがやきだより vol.12vol.12
私たちの体は食べたもので作られます！

１１日に必要な食品量の目安を知ろう１日に必要な食品量の目安を知ろう！！
☆下表の「１日のバランス食基準量」の食品を毎日食べることで、健康を保つために必要な栄養を
摂ることができます。

食品例

普通牛乳 コップ１杯

Mサイズ１個

生鮭1/2切れ

豚もも肉 薄切り２枚

豆腐1/4丁

人参 小1/2本
ほうれん草 ５～６株
トマト 1/2個（50g）

大根 厚切り１切れ、キャベツ １枚
玉ねぎ

じゃが芋 中１個

みかん M２個

えのき 1/2パック

乾燥ひじき 小さじ１

１/４個、白菜 大１枚

年齢・性別・体重・活動量に
よって変わります。

詳しくは市の栄養士まで
ご相談ください。

１日のバランス食基準量（成人）

重量食品群

200g牛乳・乳製品

50g卵

50g魚介類

50g肉類

100g（豆腐で）豆・大豆製品

150g緑黄色野菜

250g淡色野菜

100g芋類

80kcal分果物類

50g

50g（高血圧は30g）

砂糖類

穀類

きのこ類

海藻類

油脂類

１群

２群

３群

４群

■問い合わせ■ 健康推進課 ☎5４‐７１２１
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vol.56 ～職員リレートーク～～～職員のつぶやき職員のつぶやき

「高額収入を得る方法を教えると強調された広告等を見て連絡をしたところ、高額な契約を
すれば副業や投資等で儲かることができるノウハウを教えると勧誘されたが、実際は説明と異
なり儲からない」という苦情が寄せられています。

～インターネット等で取引される情報商材のトラブルにご注意ください～

〈情報商材とは〉
インターネットの通信販売等

で、副業、投資やギャンブル等
で高額収入を得るためのノウハ
ウ等と称して販売されている情
報のことで、電子媒体の形式で
多く取引され、スマートフォン
やパソコンなどでダウンロード
して閲覧することができます。
情報商材そのものだけでなく、
高額なコンサルティングやビジ
ネスセミナー、ソフトウェアを
契約させられるケースもあり、
契約書にもアフィリエイト、ビ
ジネスサポート、コンサルティ
ング、業務委託等の名称が用い
られることがあります。

〈消費者へアドバイス〉
・情報商材は契約前に中身を確
かめることができないので怪
しいと思ったら連絡しない。
・高額な契約を勧誘されたり、
話が違うと思ったらきっぱり
と断る。
・クレジットカードでの高額決
済や借金をしてまで契約し
ない。

〈問題点〉
・簡単に高額収入を得られるこ
とを強調する広告・宣伝。
・次々に契約を迫る等の強引な
勧誘。
・クレジット契約や借金をさせ
てまで高額な契約を結ばせる。
・広告・説明と異なり儲からな
い、サポートや返金保証が
ない。

■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

（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。

美和幼稚園の猿田彩夏です。私は自然豊かな環境の中で、温かい先輩と
あや か

地域や保護者の方々、大好きな園児たちと共に日々の保育をしています。
毎日の遊びを通し、楽しさや喜び、時には悔しさを味わいながら成長して
いる子どもたちと一緒に充実した日々を過ごしています。今後も教諭とし
ての自覚をしっかりもち、幼児や保護者、地域の方々に寄り添いながら信
頼される教諭になれるよう努力していきたいです。

学校教育課の小磯朱子です。私は小中学生の就
あか ね

学に関する事務を担当しています。業務を行うう
えで分からないことも多く、はじめは不安でいっ
ぱいでした。しかし、先輩方が丁寧に教えてくだ
さり不安がなくなり、今では充実した毎日を過ご
せています。早く一人前の職員となれるよう努め
てまいりますので、よろしくお願いします。

図書情報館の蓮田未来です。私はカウンター業務を
み く

はじめ、図書館相互貸借の受付等を担当しています。
最近では任される仕事が増え、責任も大きくなってき
ましたが、日々やりがいを感じながら取り組んでいます。
市民の皆さんにとって図書情報館および常陸大宮市
がより居心地の良い場所となるよう努めてまいります
ので、よろしくお願いいたします。

▲左から猿田さん、小磯さん、蓮田さん

下檜沢在住の相澤さんが種から育てた大根（冬しぐれ）が、
見事に三つ編みのような形に成長しました。長さは約30cm。
相澤さんは、4種類の大根を育てていますが、このような大根
になったのは初めてとのことで、地元の神社に奉納したそう
です。

市民の方から情報提供がありました！
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【幻となった国鉄長倉線】
大正時代に公布された改正鉄道敷設法の別表第３８号
に「茨城県水戸ヨリ阿野沢ヲ経テ東野附近二至ル鉄道
及阿野沢ヨリ分岐シテ栃木県茂木二至ル鉄道」という
記述があります。上記の「阿野沢」とは現城里町阿野
沢、「東野附近」とは現在の玉川村駅付近だと考えられ
ます。つまり、那珂川を渡って水郡線に繋がる線路
と、茂木に繋がる線路ができていた可能性があるので
す。当時水戸から伸びていた茨城鉄道茨城線（通称御
前山線）を御前山駅から長倉まで、真岡鐵道真岡線を
茂木駅から長倉まで、双方から延長することで繋がる
予定でした。
この計画はかなり具体的に進んでいたらしく、茨城
鉄道では道中の鉄道敷設免許状が下付され、真岡鐵道
ではすでに敷設の準備が始まっており、現在でも茂木
町内にはその軌道跡を見ることができます。
しかし、この計画も戦時下の物資不足により那珂川
を渡る架橋を作ることができずに頓挫してしまいま
す。茨城線も１９６６（昭和４１）年を皮切りに徐々に営業
区間の廃止が進められ１９７１（昭和４６）年に全線廃線と
なり、国鉄長倉線計画は実現しませんでした。
長倉線が開通していたら、今頃、市内の那珂川沿い
はどうなっていたでしょうか。久慈川沿いの水郡線と
同じように、汽車が那珂川沿いを走る風景を見たかっ
たと思うのは私だけではないはずです。

■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）

平成２８年８月号のふるさと見て歩きで水郡線誕生の
概要についてご紹介しましたが、今回は水郡線にかつ
て存在した駅と幻に終わってしまった鉄道計画ついて
ご紹介します。

【消えた常陸村田駅】
現在運行されているJR水郡線はご存知のとおり茨
城県水戸市と福島県郡山市を結ぶ計４５駅の鉄道路線で
す。市内には常陸大宮、玉川村、野上原、山方宿、中
舟生、下小川の６駅があります。
今から８０余年前の昭和１０年、旧那珂郡静村に常陸村田

駅が開設されました。当時の水郡線は水戸から郡山ま
での全面開通を目前に、発着本数の増加を目指し、水戸
－太田、水戸－大宮間でガソリンカーを採用しました。
これは水郡線に平行して走る道路を使った乗合バス

の進出が理由のようです。ガソリンカーはそれまでの
蒸気機関車が牽引する列車よりも停車や発車が簡単で
あったので、すでに開設してあった駅の間に専用の停
留所を作って利便性を高め、運行本数を増やすことで
乗合バスに対抗しようとしたものです。そして新しく
設けられたガソリンカー専用停留所のひとつが常陸村
田駅だったのです。

しかし、常陸村田駅が利用されていたのは１０年足ら
ずの期間でしかありませんでした。
全国に普及したガソリンカーに不可欠なガソリン

は、戦時下になると利用規制がされるようになります。
ガソリンカーの活用は減っていき、昭和２０年８月の終
戦直前には運行困難となります。それは水郡線も例外
ではなく、専用停留所としての役割を失った常陸村田
駅は廃止されることとなりました。ガソリンカーが軽
油を燃料とするディーゼルカーへと姿を変え、蒸気機
関車に代わって水郡線を走る姿が見られるようになる
のは、終戦から１５年以上を経た昭和３６年以降です。

▲旧国鉄の境界杭（右から茂木町、市内野田地区、同）

幻の駅と幻の鉄道計画

▲常陸村田駅があった下村田地区を走る水郡線のディーゼルカー

▲茂木町内に残る長倉線の軌道跡
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第１50回
FIRE DEPARTMENT HITACHIOMIYA
『常陸大宮市消防本部』 ＦＤＨ

平成30年常陸大宮市の
火災・救急・救助の概要

市内で発生した火災・救急・救助の概要をお知らせします。

※死傷者、り災人員の数は減少していますが、損害額は５億７千万円を超すほど大幅に増加しています。

■建物火災 ■車両火災
■林野火災 ■その他火災

※毎年、出場件数および搬送人員は増加傾向にありますが、種別に分けると交通事故が前年に比べ２２件減少して
います。

前年比平成２７年区 分
７７件２，１１７件出場件数
７８人２，０１８人搬送人員
４件１６件火 災
０件０件自然災害

▲３件２件水難事故
▲２２件１２７件交通事故
１９件５４件労働災害

▲４件４件運動競技
▲１０件２６５件一般負傷

４件７件加 害
８件２４件自損行為
７７件１，３６２件急 病
０件２４８件転院搬送

▲２件１件医師搬送
６件７件その他

▲はマイナス

火災発生状況

救急発生状況

■問い合わせ■ 消防本部 ☎５４‐０１１９

前年比平成３０年区 分

▲２件１１件建物火災

火
災
件
数

２件４件車両火災
▲１件１件林野火災

３件１１件その他火災
２件２７件合 計

５７１，７１４千円６８２，８２１千円損害額
３４４，９１㎡２００４，００㎡建物焼損面積

▲１人１人死 者
０人５人負傷者

３世帯９世帯世 帯り
災 ▲３人１７人人 員

▲はマイナス 種別の割合

■火災 ■水難事故 ■交通事故 ■労働災害
■運動競技 ■一般負傷 ■加害 ■自損行為
■急病 ■転院搬送 ■医師搬送 ■その他

種別の割合
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１月１３日、消防広場で平成３１年出初式が開催されました。各分団の消防車５５台が集結し、消防団員９０８
人及び消防職員３０人のほか、来賓など総勢１０４４人が参加。閉会後、会場周辺を上空偵察していた茨城県
防災航空隊が会場に降り立ち、三次市長と岡山消防団長に偵察の報告をしました。

救助発生状況

平成31年常陸大宮市消防出初式が開催されました！

▲はマイナス

※機械事故、その他事故が減少していますが、全体的に増加傾向にあります。

前年比平成３０年区 分

７件２３件出場件数

０件０件火 災

３件１０件交通事故

１件２件水難事故

０件１件自然災害

▲１件０件機械事故

６件７件建物事故

０件０件ガス酸欠事故

０件０件爆発事故

▲２件４件その他事故

種別の割合

■交通事故 ■水難事故
■自然災害 ■建物事故 ■その他事故
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再生紙と植物油インクを
使用しています。

歌を聞いたり歌ったりすると自然と体も動きだしてしまうぐらい、音楽が

大好きです。母国では教会のゴスペルをやっていて、英語・タガログ語を問

わずたくさんの歌を歌いました。カラオケでは松田聖子さんの歌が得意で

す。歌を歌うと気分転換になります。

日常生活では、近所や地域の皆さんとのつながりを大切にしています。普

段の挨拶をしっかりすることや子どもが小学生の時は地区の行事などに積極

的に参加していました。おかげで、長男は誰にでも挨拶ができる素直な子に

成長しました。とても嬉しく思います。

私は息抜きに公園に行って好きな手芸などをします。母国の実家の近くに

も大きな公園があり、子どもから大人までピクニックのように楽しんでいま

す。美しい四季を感じられる常陸大宮市で、大人がリラックスしたり子ども

が思い切り遊べる場所がもっと増えたらいいなと思います。

氏 名 菊池
マリアテレサラモス

住 所 野上
出 身 国 フィリピン
家族構成 夫・長男
市内在住歴 ２０年
仕 事 プラスチック粉砕
趣味・特技 手芸
好きな食べ物 味噌ラーメン、うどん

常陸大宮市の人口
（２月１日現在・推定常住者）

総人口 40,489人 世帯数 16,071世帯
（男 19,958人 女 20,531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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▲左から今井正人選手、市川華菜選手、川﨑真裕美選手

１月２０日に水戸グリーンカントリークラブ山方
コースで開催された「第８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」
に参加したひたまる。市内外よりお子さんからお
年寄りまで、幅広い年齢層の方が会場を訪れまし
た。参加者は、２０００mのグリーンウォーキングで家
族で楽しく歩いたり、最大６０００mのクロスカント
リーを爽快に走っていました。ひたまるはスター
ト時にランナーの皆さんのお見送りやゴールした
人と記念撮影するなどして、クロスカントリーを
通してゲストランナーや参加者と交流しました！


