
お宝発見事業（第５回）
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11月23日、市内の小学生が常陸大宮市の誇れるもの、かけがえのないものを学び、体験する「常陸大宮市の
お宝発見事業」が行われました。

５回目となる今回は、33人が参加し、和紙について学びました。
初めに、和紙の歴史や紙漉きの技法について説明を受けました。参加者は、紙を漉く講師の鮮やかな手つきに

見入っていました。
次に、和紙の材料を使って、漉き絵体験。講師のアドバイスを受けながら、自由に絵柄を考え、色を付け、自

分だけの作品を作り上げました。初めはなかなか手が進みませんでしたが、慣れてくると、真剣な表情で黙々と
取り組む姿が印象的でした。

終了後、参加者からは、「紙について詳しく説明してくれてよかった」「難しかったけど、楽しくできた」との
声が聞かれ、今回の体験を楽しんだ様子でした。

▲講師の鮮やかな手つきに感心 ▲黙々と作業に取り組む参加者

市議会定例会
平成25年第４回常陸大宮市議会定例会が、12月

３日から17日まで開会されました。この定例会で
は、次の議案の審議が行われ、それぞれ可決、同意
されました。
　条　　　例
○常陸大宮市文書館の設置及び管理に関する条例
○常陸大宮市子ども・子育て会議条例
○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
○消費税及び地方消費税の税率改定に伴う関係条例

の整備に関する条例
○延滞金の割合の見直しに伴う関係条例の整備に関

する条例
○配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関す

る法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条
例の整備に関する条例

○常陸大宮市上水道事業給水条例の一部を改正する
条例

○常陸大宮市簡易水道事業給水条例及び常陸大宮市
簡易給水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

○常陸大宮市簡易水道事業加入者分担金徴収条例及
び常陸大宮市簡易給水施設事業加入者分担金徴収
条例の一部を改正する条例

○常陸大宮市公共下水道条例等の一部を改正する条例
○常陸大宮市立学校設置条例の一部を改正する条例
○常陸大宮市火災予防条例の一部を改正する条例
○常陸大宮市営山方地域営農飲雑用水施設工事分担

金徴収条例及び常陸大宮市簡易給水施設整備事業
費分担金徴収条例を廃止する条例

　平成25年度補正予算
○常陸大宮市一般会計補正予算・特別会計(8会計)

補正予算
　人　　　事　　　　　　　　　　　　　（敬称略）
○人権擁護委員の推薦につき意見を求めることにつ

いて
　鈴木泰全（山方）
○政治倫理審査会委員の委嘱について
　髙橋大輔（水戸市）／後藤直樹（常陸太田市）
　岡﨑怜子（上小瀬）／平野啓太郎（上町）
　大森長七郎（上小瀬）／小室純（岩崎）
　そ　の　他
○市道路線の認定について



親子で協力！凧作り教室

新そばの味を堪能　北斗星新そばまつり
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11月24日、図書情報館で凧作り教室が開催されました。市内に住む
小学生と保護者15人が講師の飛田隆久先生の説明のもと、凧作りに挑
戦。竹ひごを骨組みにし、ポリ袋を張って、比較的簡単に作成すること
ができました。

それぞれ自由に絵を描いて完成させると、早速文化センター前の広場
で、凧上げをしました。風がなかったため、あまり高くは上がりません
でしたが、子どもたちは寒さに負けず、元気に走り回っていました。

最近は凧を自分で作ることも少なくなってきています。先生によると、
身近にあるごみ袋でも簡単に作成することができるそうなので、家族で
一緒に作ってみてはいかがでしょうか。

▲そろって参加した家族も ▲まるで一反木綿

11月23日、みわ★ふるさと館北斗星（道の駅みわ）で、北斗星新そばまつりが開催されました。１食100円の「新
そば試食販売コーナー」には、昨年を大きく上回る長い行列ができ、あっという間に完売となりました。収穫さ
れたばかりの新そばの香りや味わいを楽しむ方で、にぎわいを見せていました。

▲はい、あーん ▲そば打ちの実演 ▲星の形の風船をプレゼント

▲親子で協力



ひたまるナンバーの交付を始めました

かがやきまつり

いっしょにまちづくりいっしょにまちづくりいっしょにまちづくり
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　常陸大宮市への愛着をより深めてもらうとともに広く本市をPRし、知名度アップを図るため、原動機付自転
車などのオリジナルナンバープレートを作成しました。プレートには、あゆのぼりを手にするひたまる、市内を
流れる那珂川と久慈川がデザインされています。
　12月２日、交付が始まり、受付開始の８時半には希望者16人
が集まりました。
　プレートは、50cc、90cc、125cc、ミニカー、小型特殊（農耕車、
フォークリフト等）の種類別に５色（白、黄、桃、水色、緑）あり、
抽選で１番に決まった方には、交付式でナンバープレートと記念
品が贈られました。
　１月15日現在までに、計168枚交付しています。

12月１日、市総合保健福祉センター「かがやき」
で第８回常陸大宮市かがやきまつりが開催されました。

式典では、保健衛生功労として、５人の方へ市長表
彰が行われ、ふれあいステージでは、祭りばやしや合
唱、創作ダンス等が披露されました。

また、屋内外では歯科相談、健康相談や模擬店等が
行われ、にぎやかな一日となりました。

▲アイロンビーズ
　を体験

「手話の唄」▶

授業を通して常陸大宮の
魅力を発見

私は、今学期、茨城大学人
文学部の地域に関わる授業を受
講しています。「プロジェクト
実習」は、学生が自ら企画を立
案し、実行する授業です。私は
10月に、旧盛金小学校を拠点
に活動されている「盛金WAC
協議会」にご協力いただいて、
学生と留学生の交流を目的とし
た合宿を企画し、実施しました。

そこで、西ノ内紙のすばらしさ、地域の文化を伝
える皆さんの温かさに触れることができました。
「地域課題特論Ⅰ」は、県職員の方が講師を務

めてくださり、県内各地域の課題とその解決方法
について、現地視察やグループディスカッション
を通して学んでいます。北茨城市や行方市などを
訪れましたが、自分の地元である常陸大宮の課題
や長所も見えてきました。

すばらしい伝統文化があり、それを守る人たち
がいることが、常陸大宮の魅力だと気付きまし
た。大事なのは、そこに住む私たち自身が興味を
持ち、よく知ったうえで、魅力を発信することだ
とわかりました。今後も勉強を続け、常陸大宮を
アピールしていきたいと思います。

▲「１」のナンバープレートを取得した皆さん

茨城大学人文学部
人文コミュニケーション学科
2年 星野 由季菜さん



美和中学校卓球部
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10月30日、31日に行われた茨城県中
学校新人体育大会で、美和中学校卓球部
が男子団体戦で３位になりました。また、
男子シングルスでは岡山政伸くん（１年
生）が第５位に、男子ダブルスでは堀江
侑くん（２年生）・片岡工希くん（２年生）
のペアが優勝しました。

結果報告のため市役所を訪れた選手た
ちに、記念として盾が贈られました。

美和中学校卓球部の皆さん▶

陸上男子3,000ｍで５位に

　７月、茨城県中学校総合体育大会の陸上競技の男子3,000mに大宮中学校の中島哲平
くん（３年生）が出場し、９分20秒88を記録。見事５位になりました。
　結果報告のため市役所を訪れた中島くんに、記念としてメダルが贈られました。

大宮中学校の中島くん▶

大宮中学校ソフトボール部

10月29日、30日に行われた茨城県中
学校新人体育大会で大宮中学校のソフト
ボール部が３位に輝きました。

結果報告のため市役所を訪れた選手た
ちに、記念としてメダルが贈られました。

◀大宮中学校
　ソフトボール部の皆さん

●● 中学生たちの活躍 ●●



第18回常陸大宮市インディアカ大会

第13回ミックスバレーボール大会
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開催日：10月 27日
主　催：市バレーボール連盟（桑名輝美会長）
会　場：西部総合公園体育館 
参加チーム：12チーム

　優　勝　　ＪＢクラブ
　準優勝　　ＳＯＹＡ
　第３位　　紫陽花
　　〃　　　フォルターズ

開催日：10月26日
主　催：市インディアカ連盟（河野秀男会長）
会　場：美和小学校体育館
参加チーム：9 チーム

【一般混合】
　優　勝　　美和ユニークスＡ
　準優勝　　大川セイラ
　第３位　　下小瀬

【一般女子】
　優　勝　　チューリップＡ
　準優勝　　チューリップＢ
　第３位　　ドリームズ

▲優勝したＪＢクラブの皆さん

広報紙　半枠（縦45mm×横  85mm)：   9,000円/回
　　　　全枠（縦45mm×横175mm)：18,000円/回
＊詳しくはホームページをご覧いただくか、本庁総務課

行政改革推進室（☎52-1111　内線322）までお問
い合わせください。

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

広報常陸大宮・ホームページ

掲載広告募集中！

▲一般混合で優勝した美和ユニークス A の皆さん ▲一般女子で優勝したチューリップ A の皆さん



第18回常陸大宮市民ゴルフ大会

第10回常陸大宮市民卓球大会
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優　勝 準優勝 第３位

中学１年男子 田澤幹生（美和中） 鯉渕仲哉（球友クJr.） 飯村旬希（Over Limit） 坂部祐樹（第二中）

中学２年男子 葛西亮汰（美和中） 堀江侑（美和中） 齋藤聖也（美和中） 宮﨑雄太（第二中）

中学１年女子 相馬可琳（第一中） 茅根明日香（Over Limit） 森島綾乃（第一中） 増子咲（大宮中）

中学２年女子 三村彩華（Over Limit） 藤村麻由（球友クJr.） 齋藤百花（Over Limit） 四倉鈴（球友クJr.）

男 子 Ⅰ 部 柏拓人（球友ク） 飯村直哉（Over Limit） 生田目智史（球友クJr.） 椎名知也（球友ク）

男 子 Ⅱ 部 郡司範雄（小場卓球） 藤田叶（卓球教室） 小林勝男（小場卓球） ―

女 子 Ⅰ 部 坂本陽子（球友ク） 折笠瑞希（Over Limit） 石川紀子（球友ク） 小林峰子（球友ク）

女 子 Ⅱ 部 菊池洋子（親和ク） 谷川みどり（親和ク） 生田目尚子（卓球教室） 小林とき（小場卓球）

開催日：11 月 7 日
主　催：市ゴルフ連盟（大瀧愛一郎会長）
会　場：カバヤゴルフクラブ
参加者：120 人

開催日：11 月 10 日　　　　　　　主　催：市卓球連盟（寺門信義会長）
会　場：西部総合公園体育館　　　参加人数：212 人

優　勝 準優勝 第３位

球友クラブA 球友クラブB 球友クラブJr.A Over Limit

　　優　勝　　皆川　秀一
　　準優勝　　長山　和義
　　第３位　　大曽根　修二
　　第４位　　鈴木　一
　　第５位　　大瀧　愛一郎

　　男子ベストグロス　　小暮　敦史　71
　　女子ベストグロス　　森嶋　優子　83

団体の部

個人の部 ※クはクラブの略

（敬称略）



第17回ママさんバレーボール大会 平成25年度常陸大宮市シニアテニス大会

第10回記念常陸大宮市剣道錬成大会
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開催日：11月24日
主　催：市バレーボール連盟（桑名輝美会長）
会　場：西部総合公園体育館
参加チーム：８チーム

　　　　優　勝　　フォルターズ
　　　　準優勝　　盛和球友クラブ
　　　　第３位　　大場VC
　　　　　〃　　　ステップ

開催日：11月24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

　【男子ダブルス】
　　優　勝　　松本　三千男・生天目　英明
　　準優勝　　池崎　守・荒井　稔

　【女子ダブルス】
　　優　勝　　菊池　すみ江・貝　智子
　　準優勝　　神賀　恵子・吉田　恵美子

▲優勝したフォルターズの皆さん

開催日：12月１日

主　催：市剣道連盟（木村則義会長）

会　場：西部総合公園体育館　
参加者：団体戦　29団体（小学生10団体　中学生10団体　高校・一般９団体）

　　　　個人戦　134人   （小学生67人　中学生67人）

【優秀賞】桒久保勇斗（美和剣道ク）、石崎俊（正念館）、坂田悠真（上野剣道ク）、野上悠人（上野剣道ク）、

　　　　  古橋陽菜（上野剣道ク）

優　勝 準優勝 第３位
小学4年以下の部 野上愛樹元（上野剣道ク）五十嵐海音（上野剣道ク）野上隆世（上野剣道ク） 櫻井皓祐（上野剣道ク）
小学5・6年男子の部 大串和也（御城館スポ少）清野慶次郎（大宮尚武館）圷大輝（御城館スポ少） 川﨑暖人（美和剣道ク）
小学5・6年女子の部 茅根由茉（正念館） 直井仁美（御城館スポ少）戸澤香苗（緒川剣道スポ少）戸澤実里（緒川剣道スポ少）
中学男子の部 益子健太（第二中） 河野亮太（第二中） 石井蓮（第二中） 矢野壮亮（大宮中）
中学女子の部 渡邉千奈（山方中） 金子琴視（山方中） 沼田さとみ（大宮中） 堀江颯希（緒川中）

個人の部

小学生初心者個人錬成の部

優　勝 準優勝 第３位
小学生団体の部 上野剣道クA 上野剣道クB 緒川剣道スポ少A 緒川剣道スポ少B
中学生団体の部 第二中学校A 大宮中学校A 山方中学校 第二中学校B
高校・一般団体の部 白雲会 市剣道連盟 太田一高A 正念館

団体の部 ※クはクラブの略。　スポ少はスポーツ少年団の略

（敬称略）




