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明けましておめでとうございます。皆様におかれましては、輝かしい新年をお迎えの
ことと心からお慶び申し上げます。また、旧年中は、市政全般にわたり温かいご支援ご
協力を賜わり、厚くお礼申し上げます。

昨年を振り返ってみますと、５年ぶりに西塩子の回り舞台が開催され、多くの来場者
でにぎわいを見せたほか、震災で被災した文化センターの災害復旧工事完了や新消防庁
舎の完成など、まちづくりの基盤となる各種施設の整備が進んだ年でもありました。

さて、今年は市制施行・合併10周年の年を迎えます。記念式典をはじめ各種記念行
事を予定しています。その一環として、市民の方が愛着を持てるように、「市の歌」を
制定し、市民が心を一つにし、明日への活力と郷土愛を育み、市の将来像である「豊か
な自然と調和した安心・快適な活力のまち」の実現に向けて各種施策に取り組んでまい
ります。

また、新たな地域振興の拠点として、国道118号沿線へ「道の駅」を整備し、新たな雇用の場の創出や交流人
口の増加による地域の活性化を図るとともに、温泉保養施設や観光施設、農産物加工・直販施設の整備など、既
存の資源を磨いてさらに光らせ、地域の活性化を推し進めてまいります。

さらに、「新たな時代を生き抜く郷育立市」の推進にも力を注いでまいります。生まれ故郷である常陸大宮市
の誇れるものや、かけがえのないもの、郷土の歴史・地理・文化・伝統・偉人・生活習慣など、これらについて
学び、そして語り、一人ひとりが故郷で輝くとともに、遠くにいても故郷を愛し、慈しむことのできる心を醸成
し、ひいては、生まれた故郷を輝かせ、将来を背負って立つ人材の育成を推進してまいります。そして「住んで
よかった」「合併してよかった」と思えるふるさとづくり、市民一人ひとりが「もっと元気に」を合言葉に生活
できるふるさとづくりにまい進する決意であります。

皆様には、本市のまちづくりに対し、今後ともご理解とご協力いただきますようお願い申し上げますとともに、
本年が幸多き一年でありますことを心からお祈り申し上げごあいさつといたします。
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常陸大宮市長
三次真一郎
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新年明けましておめでとうございます。市民の皆様には、希望に満ちた新年をお迎え
のこととお慶び申し上げますとともに、日頃から、議会活動に対し温かいご支援を賜り
心から厚くお礼申し上げます。

議長就任２年目になりますが、より身近な議会、開かれた議会の実現を念頭に置き、
常陸大宮市のさらなる発展のために、引き続き努力してまいりたいと決意を新たにして
おります。

さて、近年は地方分権の進展に伴い、議会の役割はますます重要になっており、常陸
大宮市におきましても、少子高齢化への対応、産業の振興、中山間地域や中心市街地の
活性化、地球温暖化防止に向けた環境対策、道の駅整備など、多くの課題を抱えており
ます。この中でも、「道の駅」の整備については、議会といたしましても、調査・検討
を重ね各議員が活発な意見を交わすことにより、一定の方向を見出すことができました。

また、本年は、市制施行・合併10周年という節目の年を迎えます。本市のさらなる発展への契機として、また、
次代に希望と誇りが持てる「まちづくり」に、さらに取り組みを加速させてまいりたいと思います。

市議会は二元代表制の下で、市長、その他の執行機関との立場や権能の違いを踏まえ、常に緊張ある関係を保
持しながら、市民の皆様の福祉の向上及び市政の発展に寄与していかなければなりません。

昨年９月、『議会基本条例』の制定においては、議員の基本的な活動内容や責任などを条例に定め、その資質
向上を図り、議員間で論議を深めながら、積極的に政策提言・施策立案ができる議会を目指すものとしております。

そして、その実践をとおして、市民の福祉の向上と常陸大宮市の発展のため、さらなる議会活性化に取り組ん
でまいる所存でございますので、今後とも、市民の皆様にはご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

結びに、常陸大宮市の限りない繁栄と、本年が市民の皆様にとって幸多く、飛躍の年となりますことを心より
ご祈念申し上げまして新年のご挨拶といたします。

謹
賀
新
年

常陸大宮市議会議長
岡﨑　榮一

2014年は午
うまどし

年
馬は、人間と意思の通う動物として、

昔から親しまれてきました。
しかし、最近は、その姿を見かける

ことが少なくなりました。日本で飼わ
れている馬のうち、そのほとんどは乗
馬用で、農耕馬などは少数派とのこと。
あまり見かけなくなったのはそのせい
かもしれません。

馬を家畜として飼い始めたのは、牛
よりも遅く、紀元前４千年頃とされて
います。古墳時代の遺跡からは馬の埴
輪も出土し、万葉集にも、馬を詠んだ
歌が多数あります。

また、初詣や合格祈願に奉納する絵
馬は、もとは神社や寺に馬を奉納する
代わりに、馬の絵を書いたのが始まり
とされています。午年の今年は、さら
にたくさんの絵馬が神社に
奉納されたことでしょう。
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No 施設名 問い合わせ先

1 大宮東部地区コミュニティセンター 本庁 農林課

2 小場体育館

本庁 生涯学習課

3 舟生体育館

4 小貫体育館

5 盛金体育館

6 長田体育館

7 緒川第１体育館

8 大賀ファミリー公園テニスコート

9 ふれあいギャラリー
教育委員会 大宮公民館

10 常陸大宮市福祉センター

11 美和高齢者コミュニティセンター 美和総合支所 市民福祉課

12 緒川農産物加工施設 緒川総合支所 経済建設課

13 御前山保健福祉センター 御前山総合支所 市民福祉課

14 御前山文化伝習センター

御前山総合支所 経済建設課
15 下伊勢畑生活改善センター

16 野口地区センター

17 長倉地区センター

18 山方公民館 教育委員会 山方事務所

19 美和工芸ふれあいセンター
教育委員会 美和事務所

20 美和山村開発センター

21 緒川総合センター 教育委員会 緒川事務所

22 御前山市民センター 教育委員会 御前山事務所

No 手数料等 問い合わせ先

1 国民健康保険診療所手数料（診断書等）美和診療所

2 墓地管理料 本庁 環境課

3 山方地域温泉供給加入金・供給料金 本庁 商工観光課

No 施設名 問い合わせ先

1 おおみやコミュニティセンター
本庁　総務課

2 玉川村駅交流センター

3 おおみや広域聖苑（斎場） 本庁　環境課

4 大宮農村環境改善センター 本庁　農林課

5 くりえーとセンター大宮

本庁　商工観光課

6 花立自然公園

7 やすらぎの里公園

8 パークアルカディア

9 御城展望台

10 常陸大宮市文化センター

本庁　生涯学習課

11 大宮運動公園

12 山方運動公園

13 家和楽運動公園

14 山方柔剣道場

15 美和運動公園

16 緒川運動公園

17 御前山運動公園

18 西部総合公園

19 美和総合福祉センター 美和総合支所　市民福祉課

20 美和物産センター（加工棟／体験棟等）美和総合支所　経済建設課

21 緒川老人福祉センター「やすらぎ荘」 緒川総合支所　市民福祉課

22 三王山自然公園
御前山総合支所　経済建設課

23 御前山青少年旅行村

◆市管理施設等 ◆指定管理者管理施設

市では、平成26年４月１日からの消費税率の引き上げに伴い、市の施設等の使用料等を改定します。
対象となるのは以下の施設等となります。詳しくは、各施設等の管理者へお問い合わせください。

■問い合わせ■
本庁　☎52-1111（代表）、美和総合支所　☎58-2111（代表）、緒川総合支所　☎56-2111（代表）、
御前山総合支所　☎55-2111（代表）、教育委員会大宮公民館　☎52-0673、
教育委員会山方事務所　☎57-2903、教育委員会美和事務所　☎58-2142、
教育委員会緒川事務所　☎56-5111、教育委員会御前山事務所　☎55-2116、美和診療所　☎58-2859

消費税率引き上げに伴う
市施設等の使用料等改定のお知らせ



5広報　常陸大宮 平成26年１月号

区　分
利用料金

10:00 ～ 16:00 16:00以降
三太の湯
四季彩館

平日

大人１回券 710円 510円
大人12回券 7,100円 5,100円
小人１回券 360円 250円
小人12回券 3,600円 2,500円

土・日・祝日

大人１回券 1,020円 510円
大人12回券 10,200円 5,100円
小人１回券 510円 250円
小人12回券 5,100円 2,500円

高齢者 100円
身体障害者等 100円
幼児 無料

ささの湯 大人１回券 510円 300円

大人12回券 5,100円 3,000円

小人１回券 300円 200円
小人12回券 3,000円 2,000円
高齢者 100円
身体障害者等 100円
幼児 無料

※高齢者は、市内に住所を有する75歳以上の方。

◆休憩室の利用料金

区　分 10:00
～ 13:00

13:30
～ 17:00

17:30
～ 20:30

10:00
～ 17:00

13:30
～ 20:30

10:00
～ 20:30

三太の湯
四季彩館
ささの湯

休憩室
１室に
つき

1,540円 1,540円 1,540円 3,080円 3,080円 4,620円

◆温泉・温水スタンド利用料金
区　　分 利用料金

三太の湯
四季彩館
ささの湯

100リットル当たり 100円

※ささの湯は、市内居住者は無料（ただし、1日300リットルが限度）。市外居住者は上記利用料金。

平成26年４月１日から、市内の温泉（三太の湯、四季彩館）・温浴施設（ささの湯）の利用料金が、高齢者・
身体障害者等の新料金設定や消費税率の引き上げなどに伴い、下記のとおり変更となります。

詳しくは、商工観光課または各施設へお問い合わせください。

■問い合わせ■
商工観光課　商工観光グループ　　　　　☎52-1111（内線272・273）
やまがたすこやかランド三太の湯　　　　☎57-4126
ごせんやま温泉保養センター四季彩館　　☎55-2626
美和ささの湯　　　　　　　　　　　　　☎58-2682

温泉・温浴施設等の料金変更等について



◆簡易水道料金の改定（山方・美和・緒川・御前山地域）

国の補助要綱・要領の一部改正により、簡易水道施設等の整備を進め、平成28年度までに上水道事業と簡易
水道事業が統合されます。

現在ご利用されている簡易水道料金（山方・美和・緒川・御前山地域にお住まいの方）は、町村合併後も料金
の差があったため、平成19年度に料金の統一を図り、現在に至っています。

簡易水道事業は、市からの繰入金や国等の支援によって運営していますので、上水道事業（大宮地域）と比較
すると料金水準を低く抑えて運営してきました。しかし、今後は、国の施策により、独立採算による運営を求め
られることになりますので、上水道との料金の差の解消に向けて料金を改定します。皆さんのご理解ご協力をお
願いします。

〈今回の料金改定（消費税別）〉

　
〈水道料金の計算方法〉

平成26年５月請求分まで

平成26年６月請求分から

水も限りある資源です。
大切に使いましょう。

○お風呂
浴槽の残り湯を洗濯に使うなど有効活用しましょう。

○炊事
食器洗いは、洗いおけにためて洗い、流し洗いしましょう。

○洗面・手洗い・歯磨き
流したままで洗わず、止めながら使いましょう。

○洗車
バケツ洗いをしてから、流し洗いをしましょう。
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簡易水道料金改定のお知らせ

基本料金（10㎥まで） 1,760円（160円増）

超過料金（１㎥につき） 　185円  （ 15円増）

（10円未満切り捨て）

（10円未満切り捨て）

基本料金
（10m3まで）

1,600円

基本料金
（10m3まで）

1,760円

超過料金
（1m3につき）

170円

超過料金
（1m3につき）

185円

消費税

５％

消費税

８％

＋ ＋

＋ ＋

老朽管の更新工事

■問い合わせ■　水道課　☎52-0427



平成26年４月１日からの消費税率の引き上げに伴い、水道料金・下水道料金等を改定します。
対象となる料金等は、以下のとおりとなります。

◆上水道事業の水道料金（大宮地域）
　上水道事業における水道料金の額の算出については、現行の基本料金と超過料金及び量水器使用料を合算し
た額に、経過措置として平成26年５月請求分までは、消費税率５％を乗じた額とし、平成26年６月請求分か
ら消費税率８％を乗じた額となります。
　ただし、いずれの場合も、10円未満の端数は切り捨てとなります。
◆上水道事業の加入金（大宮地域）
　上水道事業における加入金の額を、内税方式から外税方式へ改正しました。加入金の額に消費税率８％を乗
じた額となります。
　ただし、1,000円未満の端数は切り捨てとなります。

◆簡易水道事業の加入金（山方・美和・緒川・御前山地域）
　簡易水道事業における加入者分担金の現行額に、消費税率８％を乗じた額となります。

◆公共下水道・農業集落排水処理施設の使用料
　基本料金と超過料金の合計額に消費税率を乗じた額となります。
　ただし、水道水の使用水量をもって汚水排除量と認定している関係から、経過措置として、平成26年５月
請求分までは消費税率５％を乗じた額とし、平成26年６月請求分からは消費税率８％を乗じた額となります。
いずれの場合も、10円未満の端数は切り捨てとなります。
◆戸別浄化槽の使用料
　月額の基本料金と人数割料金を合算した額に、消費税率８％を乗じた額とし、平成26年５月請求分から適
用となります。ただし、10円未満の端数は切り捨てとなります。
◆山方用水処理施設の使用料
　一般家庭にあっては月額960円を、事業所にあっては月額2,860円の定額に対し、消費税率８％を乗じた額
とし、平成26年５月請求分から適用となります。
　ただし、10円未満の端数は切り捨てとなります。

給水管の口径 加入金の額（税別）
13ミリメートル 196,000円
20ミリメートル 294,000円
25ミリメートル 392,000円
30ミリメートル 588,000円
40ミリメートル 980,000円
50ミリメートル 1,765,000円
75ミリメートル 3,139,000円
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■問い合わせ■
　水道課　☎52-0427

■問い合わせ■
　下水道課　☎53-7250

消費税率引き上げに伴う
水道料金・下水道使用料等改定のお知らせ
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　市全体連結の経常費用は、352億3,648万円で、その半分は社会保障給
付費や補助金等の移転支出的なものが占めています。
　純経常行政コストの245億5,002万円は、社会保障給付費などの経常費
用から手数料などの経常収益を差し引いた差額で、この差額は税金や補助
金などで賄われています。

常陸大宮市の連結範囲

区分 会計・法人名等
普
通
会
計

一般会計
公営墓地特別会計
温泉事業特別会計

公
営
事
業
会
計

公
営
企
業
会
計

上水道事業会計
公共下水道事業特別会計
農業集落排水事業特別会計
戸別浄化槽整備事業特別会計
簡易水道事業特別会計
宅地造成事業特別会計

そ
の
他

国民健康保険特別会計
（事業勘定、施設勘定）
介護保険特別会計
後期高齢者医療特別会計

一
部
事
務
組
合

・
広
域
連
合

茨城県市町村総合事務組合
茨城租税債権管理機構
茨城県後期高齢者医療広域連合
大宮地方環境整備組合
城北地方広域事務組合
茨城北農業共済事務組合

第
三
セ
ク
タ
ー
等

（財）常陸大宮市農業公社
（財）常陸大宮市勤労者等福祉
事業団

（財）山方ふるさと振興公社
常陸大宮市街づくり（株）
おがわ地域振興（株）

（株）ふるさと活性化センターみわ
( 一財）常陸大宮市体育協会
常陸大宮市温泉事業（株）

　市の財政情報をわかりやすく開
示するため、民間企業会計の考え
方と会計実務を取り入れ、平成
24年度決算に係る財務書類４表

（貸借対照表、行政コスト計算書、
純資産変動計算書、資金収支計算
書）を作成しました。
　市で行っている事業は、普通会
計以外にも上水道事業や下水道事
業、国民健康保険事業などの公営
事業会計があります。また、ごみ
の処理など、市民の皆さんと密接
な関わりがある事業は、一部事務
組合や市が出資している公益法人
などを通じても行っています。こ
のため、財務書類は普通会計だけ
でなく公営事業会計や公益法人等
までを対象とした市全体の連結財
務書類も作成しています。

◆純資産変動計算書（H24.4.1 ～ H25.3.31）
（貸借対照表における純資産が平成 24 年度中にどのように変動したかを
明らかにしたものです。）

　市全体連結では、普通会計において東日本大震災の災害復旧事業費の臨時
損失が多かったことなどにより、前年度に比べ 10 億 6,700 万円減少しました。

◆行政コスト計算書（H24.4.1 ～ H25.3.31）
（平成 24 年度の１年間の行政活動のうち、各種証明書の交付や福祉サー
ビスのように、資産の形成につながらない行政サービスにかかる経費と、
その対価としていただく使用料や手数料を対比させたものです。）

区　　　分 普通会計 市全体連結 市民１人
当たり

経常費用(a) 192億6,377万円 352億3,648万円 77万円
1.人にかかるコスト 40億9,635万円 50億7,088万円 11万円

(1)人件費 34億7,832万円 43億1,067万円 9万円
(2)退職手当等引当金繰入 6億1,803万円 7億6,021万円 2万円

2.物にかかるコスト 66億3,959万円 94億4,609万円 21万円
(1)物件費 28億5,701万円 41億7,003万円 9万円
(2)維持補修費 1億3,946万円 2億3,146万円 0.5万円
(3)減価償却費 36億4,312万円 50億4,460万円 11万円

3.移転支出的なコスト 81億8,277万円 193億6,433万円 42万円
(1)社会保障給付費 31億8,517万円 161億　642万円 35万円
(2)補助金等 16億9,642万円 28億8,434万円 6万円
(3)他会計への支出 33億　118万円 3億7,357万円 0.8万円

4.その他のコスト 3億4,506万円 13億5,518万円 3万円
(1)公債費（支払利息） 3億6,132万円 6億　507万円 1万円
(2)その他の行政コスト △1,626万円 7億5,011万円 2万円

経常収益(b) 4億6,865万円 106億8,646万円 23万円
(1)使用料・手数料 2億2,932万円 2億9,224万円 0.6万円
(2)分担金・負担金等 2億3,933万円 59億6,848万円 13万円
(3)保険料 ―　 19億3,915万円 4万円
(4)営業収益 ―　 23億5,112万円 5万円
(5)その他の収入 ―　 1億3,547万円 0.3万円
負担比率　(b)/(a) 2.4% 30.3%

純経常行政コスト(a)-(b) 187億9,512万円 245億5,002万円 54万円

平成24年度財務書類

区　　分 普通会計 市全体連結 市民1人
当たり

期首純資産残高 701億2,584万円 965億9,949万円 212万円
純経常行政コスト △187億9,512万円 △245億5,002万円 △54万円
財源調達 177億2,703万円 234億8,302万円 52万円

地方税 48億3,807万円 48億3,807万円 11万円
地方交付税 93億6,022万円 93億6,022万円 21万円
その他一般財源 14億5,885万円 14億8,257万円 3万円
補助金等受け入れ 40億1,494万円 100億7,937万円 22万円
その他 △19億4,505万円 △22億7,721万円 △5万円

期末純資産残高 690億5,775万円 955億3,249万円 210万円
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◆貸借対照表（バランスシート）（H25.3.31）
（年度末時点において保有する資産、負債、純資産を表したもので、左右の合計がバランスをとっていることか
らバランスシートとも呼ばれます。）

◆資金収支計算書（H24.4.1 ～ H25.3.31）
（現金の流れを示すもので、その収支を性質ごとに区分することで、市がどのような活動に資金を必要としてい
るのかを表したものです。）

◆普通会計基礎的財政収支（プライマリーバランス）
（普通会計の歳入総額から前年度繰越金及び年度内の借金（地方債など）を除いた歳入と、歳出総額から借金の
返済額などを除いた歳出の差のことで赤字であれば借金が増加し、将来の負担が増加したことになります。）

　期末資金残高は、期首（前期末）
資金残高から当期の収支を差し引い
た平成24年度末の資金残高で、市
全体連結では80億4,053万円となっ
ています。
　なお、市全体連結の「経費負担割
合変更に伴う差額」とは、一部事務
組合等を連結する場合、県内市町村
の負担金総額に対する当市の負担金
の割合で行っていますが、この負担
割合が年度により変更（負担金の増
減等）になったことにより生じたも
のです。

　平成24年度は、９億1,896万円の黒字となったので、その黒字
分だけ将来負担が軽減されたことになります。

※いずれの表も金額は四捨五入のため、合計が合わないことがあ
ります。市民１人当たりの金額は、平成25年3月31日の住民基
本台帳人口（45,519人）を用いて算出しています。また、数
値が±１万円未満のみ小数点第１位まで表示しています。詳細
は、ホームページをご覧ください。

財　　　　　　　産

区　　　分 普通会計 市全体連結 市民１人
当たり

資産の部（年度末の市の資産）
１．公共資産　（A） 883億   969万円 1,255億   990万円 276万円

(1) 事業用資産
　  庁舎、学校、
　  文化センター等

437億5,059万円 600億5,468万円 132万円

(2) インフラ資産
　　道路、上下水道等 408億3,942万円 617億3,554万円 136万円

(3) 売却可能資産 37億1,968万円 37億1,968万円 8万円
２．投資等 59億3,391万円 54億6,179万円 12万円

(1) 投資及び出資金 13億3,555万円 1億1,751万円 0.3万円
(2) 貸付金 7億3,521万円 7億3,521万円 2万円
(3) 基金等 38億6,315万円 46億　907万円 10万円

３．流動資産 55億8,798万円 84億2,050万円 18万円
(1) 資金 10億8,914万円 80億4,054万円 18万円
(2) 未収金など 44億9,884万円 3億7,996万円 1万円
資産合計 998億3,158万円 1,393億9,219万円 306万円

■問い合わせ■　財政課　財政グループ　☎52-1111（内線375)

収入総額 （a） 248億7,123万円
繰越金 （b） 19億5,961万円
支出総額 （c） 237億8,208万円
地方債発行額 （d） 26億　388万円
地方債元利償還額 （e） 32億6,936万円
財政調整基金等増減 （f） 11億2,394万円

(a)-(b)-(c)-(d)+(e)+(f) 9億1,896万円

区　　　分 普通会計 市全体（連結）
（特会、関連団体含む） 市民１人当たり

１．経常的収支
　　支出：人件費等
　　収入：税収、
　　　　   国・県補助金

42億　349万円 49億8,849万円 11万円

２．公共資産整備収支
　　支出：公共資産整備
　　　　　経費
　　収入：国・県補助金等

△7億2,839万円 △9億5,233万円 △2万円

３．投資・財務的収支
　　支出：投資、
　　　　　地方債償還額
　　収入：基金取崩、その他

△43億4,557万円 △34億1,583万円 △8万円

当期収支 △8億7,047万円 6億2,033万円 1万円
期首資金残高 19億5,961万円 74億1,954万円 16万円
経費負担割合変更に伴う差額 66万円 0.001万円
期末資金残高 10億8,914万円 80億4,053万円 18万円

財　　　　　　　源

区　　　分 普通会計 市全体連結 市民１人
当たり

負債の部
（資産の財源のうち今後返済しなければならない金額＝将来世代の負担分）
１．固定負債 278億     49万円 398億6,645万円 87万円

(1) 地方債
（翌々年度以降返済額） 221億2,027万円 334億3,915万円 73万円

(2) 退職手当等引当金 56億7,974万円 63億7,005万円 14万円
(3) その他 48万円 5,725万円 0.1万円

２．流動負債 29億7,334万円 39億9,325万円 9万円
(1) 翌年度償還
　　予定地方債 27億5,882万円 34億1,412万円 8万円

(2) その他 2億1,452万円 5億7,913万円 1万円
負債合計 307億7,383万円 438億5,970万円 96万円

純資産の部
（資産を形成した財源のうち負債を除いた金額＝現在までの世代の負担分）

    純資産合計　（B） 690億5,775万円 955億3,249万円 210万円
負債・純資産合計 998億3,158万円 1,393億9,219万円 306万円

４表を公表します



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）



第87回
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「ゴダチ」は田植え終了後の土用入りの早朝に行
われます。山には５歳の男児とその父または祖父、
組の年番世話人が登ります。この行事に関しては現
在も女人禁制で、男児の母親も登ることはできませ
ん。男児の父や祖父は、あらかじめ川などで適当な
大きさの石を拾っておき、男児が登る時、それを頂
上まで担ぎ上げます。かつては力比べ的な要素もあ
り、参加者はより大きな石を持ち上げようとしたそ
うです。頂上の富士山権現には、これまで持ち上げ
られた石が積み上げられています。

山頂に着くと、富士山権現の周囲を参拝者全員で
７回回

まわ

り、参拝した後、食事をします。
富士山権現の周りを回る時は「オーセンドー、ダ

イセンドー」と唱えながら回ります。これはこの行
為が、地域の安全と息災を祈願するために行われ、
なおかつ嵐除けの千度参りを兼ねていることを意味
しています。これらの参拝が終わった後、かつては
男児を皆で胴上げして祝ったそうです。

この行事が終わると男児は、幼児から少年へ成長
したと認識され、地域の一員として認められること
になるのです。

歴史民俗資料館大宮館　☎52-1450

入本郷のゴダチ

緒川地域の入
いりほん

本郷
ごう

地区には、標高150ｍ程の
権
ごんげんやま

現山があります。隣の油
ゆ

河
ご う と

内地区にも権現山があ
り、こちらは標高284ｍで、山頂の展望台から美和
の花

はなだて

立自然公園や大子方面を見ることができ、登山
者にも人気の山です。どちらも山頂には富

ふ じ

士山
さん

権
ごんげん

現
の小さな祠

ほこら

がまつられていて、この地に、富士山を
神として信仰する富

ふ じ

士信
しんこう

仰（浅
せんげん

間信
しんこう

仰）が根付いて
いたことがわかります。

このうち、入本郷の権現山は、かつてはどの地域
でも行われていた、古くからの伝統行事を守り伝え
ています。

それは男児の成長を願う通
つう か 

過儀
 ぎ れい

礼として行われて
いる「ゴダチ」です。
「ゴダチ」は、数え年５歳の男児が父や祖父と共に、

１週間程毎日近くの川で禊
みそぎ

をし、家の中でも家族と
別室、別火（家族と別の火で食事などの用意をする
こと）で過ごして精

しょうじんけっさい

進潔斎をします。そして、清め
られた体で霊

れいざん

山に登り参拝し、終了後は満願を祝っ
て宴席を設けます。「ゴダチ」または「オショウジ
ン」などと呼ばれ、精進すなわち身を浄

きよ

める行為が
重視されていたことがわかります。ですが、いつし
か精

しょうじんけっさい

進潔斎の部分は簡略化され、まれにしか行われ
なくなり、霊山に登る行為だけが残りました。今で
は「ゴダチ」といえば山に登る行為を指しています。
かつては組内全戸が参加しましたが、今では「ゴダ
チ」を行う家は珍しくなりました。
「ゴダチ」は入本郷地区のうち重

しげ た 

田・東
ひがしざわ

沢・
保
ぼ う ち

内・鹿
か し ょ

所折
おり

の４つの組で行われています。発祥は
明らかではありませんが、入本郷の富士山権現は、
南北朝時代の小瀬城主小

お せ

瀬義
よしはる

春の重臣であった同村
の土豪大

おおたけだん

武弾正
じょう

が信仰した、とも言われています。

▲入本郷の権現山

▲富士山権現

▲石を担ぎ上げる男児の祖父

※「入本郷のゴダチ」の記録映像は歴史民俗資料館が制作
したＤＶＤ「常陸大宮市のまつりと行事」（茨城ビデオパ
ック2009年）に収録されています。図書情報館で視聴す
ることができます。
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FIRE  DEPARTMENT  HITACHIOMIYA
消防本部（隊）　　　　　　　常陸大宮 第90回

気温の低い日が続き、暖房器が活躍する季節です。暖房器具を安全に使用するためには、点検が重要
です。点検を怠ると、ほこりが原因で火災を起こす、または異常燃焼による一酸化炭素中毒を引き起こ
す可能性があります。
●石油ストーブ

給油タンクの給油口にさび・変形・破損などがないか確認しましょう。また、本体などから油漏れや
にじみがないか確認し、よく絞った柔らかい布で本体などに付着したほこりなどを清掃しましょう。

また春になり、しまう前には灯油を使い切ったか確認し、本体に古い灯油が残っている場合は、抜き
取りましょう。
●ファンヒーター

本体が冷えていること、電源プラグがコンセントに差し込まれていないことを確認してから、本体、
温風吹出口などを掃除します。ほこりなどは掃除機で吸い取り、油や汚れなどは乾いた柔らかい布でふ
き取ります。石油ファンヒーターの場合は、石油ストーブと同様のお手入れをし、ガスファンヒーター
の場合は、ガスホースにひび割れなどがないかをチェックしましょう。

その他、電気ストーブや電気こたつなどもほこりはよく取り除いてから使用しましょう。

暖房器具を正しく使おう

火災事例から学ぶ
暖房器具火災を防ぐポイント

一酸化炭素中毒事故に注意しましょう
石油ストーブ、ガスストーブ、ファンヒーターなどの暖房器具は、室内の空気（酸素）を使っ

て燃焼し、排気ガスを室内に出す仕組みになっています。換気をしない
でこれらの暖房器具を使用し続けると、室内空気が汚染されます。また、
そればかりでなく、室内の酸素濃度が低下し、不完全燃焼が進み、一酸
化炭素が急激に増加することで、中毒を引き起こします。

室内で、暖房器具を使用する時には、定期的に空気を入れ換えること
が必要です。そのためには、１時間に１回以上、５分程度窓を開けるか、
時間を決めて換気扇を回すなど、こまめな換気を心がけましょう。

電気ストーブを点けたまま寝込んでしまい、
掛けていた布団がストーブに接触し出火した
・寝る時、外出する時にはスイッチ切る習慣

を付けましょう。
・長期間使用しない時にはコンセントを抜き

ましょう。

石油ストーブを消火しないままカートリッジタ
ンクに補給し、口金を完全に閉めないでストーブ
にセットしたため、口金が外れ漏れた灯油に着火
し出火した。
・給油する時は、必ず消火し、火が消えたのを確

認してから行いましょう。
・カートリッジタンクの口金は確実に閉めましょう。

衣類を乾かそうと、ストーブ上に洗濯物を吊るしておいたところストーブに落
下し出火した。
・ストーブの上で洗濯物を乾かすと、落下するおそれがあるので絶対やめましょう。
・カーテンや衣類・布団などのそばで使用すると、暖房器具に接触するおそれが

あります。

※いずれの暖房器具も、構造が違いますので取扱説明書をよく読んでお手入れをしてください。使用中
異常が発生したら販売店やメーカーに相談しましょう。

　また、暖房器具を使用する前には必ず点検をし、古くなった灯油は使用しないようにしてください。

事例１：ストーブに布団が接触して出火した火災

事例 3：ストーブに衣類が接触して出火した火災

事例 2：使用中にストーブに給油したことから出火
した火災



健 康

通 信
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「痛風について」

痛風は西洋においては古来よりある病気で、「医学の父」と呼ばれたヒポクラ

テスが紀元前にその存在を記録しています。わが国では明治時代から記録があ

り、1960年以降、食事の欧米化が原因で患者数が急増しています。

痛風は高尿酸血症により析出した尿酸結晶が、関節に付着することが原因で

発症する関節炎です。高尿酸血症とはプリン体が体内で分解されて尿酸となり、

血液中の尿酸値が高まった状態（7.0mg/dl以上）をいいます。また、圧倒的に男

性に多い病気であり、女性にはほとんど起きません。これは女性ホルモンに尿

酸を腎臓から排出する作用があるためです。

痛風という名前の由来は、風が当たっても痛いという程の激しい痛みが特徴

だからです。足に発症することが多いのは、比重が高い尿酸結晶が重力によって足部に沈着しやすいためで

す。痛みは特に治療をしなくても２、３日から１週間程度で治まりますが、尿酸値をコントロールしないと

発作を繰り返し、症状は徐々にひどくなっていきます。

発作時の治療は非ステロイド性消炎鎮痛剤を使い、関節炎を抑えて痛みを軽減することを優先します。温

まると炎症が悪化して痛みがひどくなるので、安静にして冷やします。また発作時は、尿酸値が急激に下が

ると炎症がひどくなるため、尿酸値を下げる薬剤は使用できない点にも注意が必要です。

発作が治まれば、高尿酸血症を改善することが必要になり、尿酸排泄促進剤か尿酸生成阻害剤を服用しま

す。高尿酸血症の方は将来高血圧や腎機能障害となる頻度が高く、発作が治まった後で

も尿酸値を下げる治療が必要です。

また、食事療法として干物などのプリン体の多い食品の摂取量を制限する方法があり

ます。ビールなどアルコール類にはプリン体はそれ程多くは含まれませんが、アルコー

ルの作用で尿酸値が高くなるので、程々にしましょう。

常陸大宮済生会病院
内科・循環器科医長

中山　美緒先生

種類

対象基数 １世帯１基 １世帯２基 １世帯３基
交付額 購入価格（消費税除く）の３分の１の額（100円未満は切り捨て）
限度額 15,000円 １基につき2,000円
補助金交付申請に必要
なもの

印鑑・領収書・保証書
のコピー
口座番号がわかるもの

印鑑・領収書・口座番号がわかるもの

家庭でできる生ごみの減量化
～まずは身近な取り組みから～

市では一般家庭の生ごみの減量・堆肥化による資源化推進のため、市内に住所を有する方を対象に、生
ごみ処理機等の購入価格に応じて補助金を交付しています。

なお、既に補助金の交付を受けている方でも、５年を経過していれば再度交付を受けることができます。
生ごみ処理機等は、家電量販店・ホームセンター・農協等で販売しています。

無駄なものは買わない
　買物に行く前に冷蔵庫の中身や消費期限をチェ
ックし、本当に必要な物だけ買いましょう。安い
からといって買い過ぎに注意。

「ひとしぼり」の習慣を
　生ごみの約70％以上が水分です。
　ごみを出す前に「ぎゅっとひとしぼり」。減量
効果は絶大です。

問い合わせ　環境課環境推進グループ　☎52-1111（内線123）

生ごみ処理機
土上設置型
コンポスト化容器

EM ぼかし菌
使用密閉容器
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常陸大宮市の人口

（１月１日現在・推定常住者） 

総人口 43,394人
（男 21,313人、  女 22,081人）
世帯数 16,185世帯

御前山ビオトープ周辺の植物等

　早春に、日当たりのよい林の落葉の陰に隠れ
るようにひっそり咲く姿がかれんです。
　「ジジババ」や「ホクロ」という別名もあり
ます。これは花びらの一部に濃い紅紫色の斑点
があり、それをほくろや老人のシミに見立て
て、付けられた名です。
　シュンランの花は、食べられるランとしても
親しまれ、乾燥させた根を粉末にしたものは、
ひび・あかぎれの民間薬としても使用されてき
ました。
　洋ランのように華やかさはありませんが、地
味な草姿や花容は、気品が高く、東洋独特のわ
び・さびの世界に通ずる野草です。

（写真・データ提供　御前山ダム環境センター）

シュンラン
「体育館でプレーできるカーリング」として人

気のユニカールは、市内でも競技人口が増えつつ
あるニュースポーツです。

３人１組でチームを作り、円状のターゲット目
がけてストーンを滑らせるように投げます。相

手のストーンを
弾き出すなどし
て、最終的によ
りターゲットの
中 心 に 近 い 位
置にストーンが
置 か れ たチー
ムが勝利となり
ます。

２月22日には、
ス ポ ー ツ クラ
ブ ひ た ま る25
で「H25ファイ 
ナ ル ス ポ ー ツ
大会」が開催さ
れ、その中でユ 
ニ カ ー ル も 行
われます。

ニュースポーツ紹介⑤

「ユニカール」

今年も雪山へ
昨年に引き続き、市のスキー教室で会津高原だいくらスキー場

へ行ってきました。
今回は、スノーボードに初挑戦。

昨年のスキーとは用具が全く異な
り驚きましたが、なんとか滑走に
成功！ どうですか？とてもきまっ
ていますよね？

▲白銀の世界を颯爽と滑って行くひたまる
だいちゃん（スキー場のキャラク
ター）との再会に思わず大はしゃぎ▶


