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士ヰ地‥区地域のふれあい．を広める会

2堰1年（令和等牢）7月25日発行
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ウイルスワウ手ン予鮪拷種姶手る牒
待ち望んでいた新型コロナワクチン接種が、ひたちなか市では5月に高齢者から
始まりました。接種は、医療機関での個別接種と、一中地区ではヘルス・ケア・セン
ターとホテルクリスタルパレスで行う集団接種があります。当初は、医療機関により
予約方法が異なったり電話が繋がりにくかったりと、予約に混乱が見られました。接
種はスムーズに進み、高齢者の2回接種はおおよそ7月末までに終わる見通しです。
一日も早く64歳以下の希望者全員のワクチン接種が進み、以前のように安心して
暮らせる日常が戻る事を願っています。

（Dヘルス・ケア・センター入り口で、
予約時間まで待つ接種者

⑤ワクチン接種会場の様子

繹挽瀾姻

（係員の誘導でイスに座り、看護師が移動してワクチン接種、15〜30分間の経過観察）

②入り口で、検温と手指の消毒

⑨受付で、接種券と身分証明書を確認 ④3階に移動して、予診票に記入し、医師による予診

活動を見直すチャンス

ふれあいを広める会
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日頃は︑一中地区地域のふれあ
いを広める会の事業運営に多大な
るご協力を賜り︑厚くお礼申し上

げます︒

約を受けています︒

昨年度は︑新型コロナウイルス
感染症の対策や︑感染予防に追わ
れた一年であったかと思います︒
各自治会及び当会においても︑多
くの行事を開催することができま
せんでした︒コロナ禍により私た
ちの生活様式は一変し︑これまで
の常識が通用せず︑予測が困難で
変化の激しい中︑様々な活動が制

た事はないでしょうか︒

今こそ一度立ち止まって︑自分
たちの活動を見直す良いチャンス
です︒日頃は︑与えられた役割を
こなすのに精一杯︒今までの運営
や活動内容について吟味するゆと
りもないというのが︑正直なとこ
ろでした︒活動の中には︑年々参
加者が減少し︑役員の負担が増し
ているものも少なくありません︒
疑問に思いながらも︑活動してき

チャンスと考えます︒

地域にとって︑本当に必要な活
動は何か︒どういう運営の方法で
あれば︑新たな人や若者も参加し
てくれるのか︒現在ある活動を見
直して﹁本当に今やるべき事は何
か﹂を原点に︑立ち戻ってみる

新型コロナウイルス感染症の終
息には︑もう少し時間がかかると
思います︒今後も感染症対策を行

い︑皆様と共にこの難局を乗り

きってまいりますので︑なおl層の
ご協力をお願い申し上げます︒
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4月24日、1中地区コミュニティセンターで令和3年度定期総会が開催されました。新
型コロナウイルス感染予防のため出席者を絞り、代議員・役員30人で審議。すべての案件
ーr は原案通り可決されました。
後日、コミセン設立から玄関に生け花を飾り続けている重田 充子氏（自主活動団体「華」代表）
と、富士山自治会で約20年間役員を担当し地域に貢献する鈴木敏男氏（写真）、R3．3月に退任

した本会理事櫻木幸男氏と、環境部会副部会長菊池多門氏に感謝状が贈呈されました。
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一中地区地域のふれあいを広める会（

（本会） −≡ −

会 長 坂井久彦
理 事 自治会長10・部会長6 − 4／24
総 会
12月
ひたちなか市コミュニティ組織連絡協議会
副会長 盛口祥子
監 事 岡田皇勝・尾曲六郎 ；10／10
第27回秋季大運動会
R4．2／27 芸能音楽祭
副会長 山田 俊
事務局長 風見 保
：10／19・20理事視察研修
随時
各種会議・ホームページ運営など
副会長 池田 聴 事務局 伊藤昭子・北 礼子 ：11／6・7 コミュニティまつリ

歳入

歳出

￥9，870，983

￥9，870，983

前年度繰越金4．780，983

（委員会・部会活動、運動会、

（1世帯当たり負担減のため
減少。本年度のみ）

コミュニティまつりの、・・錦」

中止等により増加）か刹那′

＿一一一一十補助金3．535，000

（市から）
開園野野

雑収入・他71．000

協賛金130．000

（各自治会から）
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第27回秋季大運動会

まちづくり市民会議・委員会等

体育部会
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交流会

9月

10月

芸芸≡吉富諾0

写真撮影研修会

諾謂⊆…

事

随時取材・編集

コミュニティまつりチラシ作成

志芸…三富崇0

業

6／6（中止）第18回三世代交流
7／3（中止）親子クリーン作戦「市教育の日」
5／17
コミセン植木刈込
レクリエーション大会
7月（中止）三世代ふれあいチャレンジ教室
5／25
地区内清掃準備
7月以降
理事研修会
11／6・7
コミュニティまつり
6／4（中止）自然環境に親しむ会（親子三世代交流）
9／26
第4匝lノルディックウォーキング 11月・12月 わくわく自然体鹸事業・星空観察会 6／4
地域美化運動（花苗配布）
10／10
11／6・7
12月
R4．2／20
R4．3月

第27回秋季大運動会
R4．1／8
お正月遊び
10月
地区内巡視活動
コミュニティまつり
R4．2月
親子で社会見学
11月
地区内清掃準備
第45回ソフトボール大会
〈参加事業〉
11／6・7
コミュニティまつり
第11回ヘルスバレーボール大会
7／8
少年の主張大会
12月
部会視察研修
第23回ゴルフ大会
年3回
一中生健全育成の会
R4．2月
勉強会

留れ踪【…
事

≡芸票差禁誓呈
業

安全防災部会 こ俵蒙．二・；＝●…

事

業

事

彊l黙；目■■ 悪霊≡羞晋崇0
業

7／10
9／17
10月

地域福祉講習会
6月（中止）部会視察研修
11／6・7
部会視察研修
7月下旬
交通事故防止啓蒙活動
11／26
「はまぎくの里」まつり手伝い
8月
安全教室
12月

11／6・7

コミュニティまつり

11／6・7

コミュニティまつり

コミュニティまつり
移動研修会
心のいやしコンサート

R4．2／27

芸能音楽祭

R4．2／12
地域福祉講習会
11／7
交通事故防止啓蒙活動
月2回
特養老人ホーム「はまぎくの皇」訪問 R4．2／15
視察研修（防犯関係）

※各委員会・部会の事業費は、本会からの助成費です。
※自治会ごとの事業内容は、各自治会からの案内をご覧ください。なお、各自治会長は以下のとおりです。
永盛啓司（勝田新前南）菊池 均（三反田）坂井久彦（大成呵）伊藤政徳（西中根）山田 俊（中根）池田 聴（大 平）大貫英次（勝 倉）
伊野 昂（東中根団地）中村 誠（富士山）佐藤定男（薬師台）桑原武夫（長 松）関口勝夫（金上）川瀬正妃（笹 野）

和3年度1中地区コミュニティセンター管理運営に聞耳
l歳入

￥20，941，1981

l歳

出

訂る経費内訳
￥20，941，198】

使用料誓誉雪鷺「 職員手当等63，000（通勤手当） 予備費839，198 ／−報酬6，050，000 （職員報酬） く■ 〜＝澤ヱ妾雪雲雲居諾0
1−、Ⅷ間岬・−′ノンニ▲r

： 需絹。．259，。。。＿⊥／、一一

一 （光熱水責、消耗品費等）

※詳しくはホームページで 検索は「一中地区 ふれあいを広める会」です。

空言−ささ・賃金2．982，000 旅費6，000（受付担当賃金等）

リコニーの帖6︑帖了の鋲を打ち込んだ

た︒キャラバン靴では役に立たない︒ト

できないものか︒

最後に三二ロ︒農作物の35％は蜜蜂の
受粉によるものと言われ︑また︑蜜蜂
が生み出すハチミツ・0−ヤルゼリー・
プロポリスは私たちの健康志向に役
立っている︒これほど蜜蜂から恩恵を
受けているのに︑農薬による蜜蜂の大
量死が問題視されたのは最近である︒
なんとか蜜蜂の住みやすい環境を維持

良くやりな﹂と諭してくれるのだ︒

私の定年退職前は妻が頑張って育て
ていたが︑退職後は私も□出すように
なったので︑時には考え方の違いで□げ
んかとなる︒そんな時は︑蜜蜂が飛ん
できてチウリと刺し﹁養蜂は歳を取っ
ても続けることができるから︑夫婦仲

みのいとへ二rと．あ⊥亀l
愛しの蜜蛭ハッチー
長松自治会
菅井 秀明
知人の蜜絞り会で出会ったスズメパ
テ酒︵5年熟成︶のあざやかな涜拍色
とまろやかな味に魅せられ︑それから
蜜蜂と付き合い始めて早8年︒以来︑
何十回も刺され痛い目にあっても逃げ
られても︑あきらめずに耐えに耐えて
頑張ってきた︒最近では︑蜜蜂に我が子
のような愛おしさを感じるようにな
り︑スズメパテに襲われる夢まで見て
しまう︒

養蜂とはよく言ったもので︑蜜蜂が
集めた蜜を人間が取ってしまう代わり
に︑蜜蜂に寄生するタ二や天敵のスズ
メパテを我々がやっつけ︑蜜蜂を守って

養う︒互いに持ちつ持たれつの関係︑

山仕事の時には︑縄草履を編んで履

臼

天狗党の乱 ︵1︶

でも激しい戦いがありました︒

今年のNHK大河ドラマ ﹁青天を衝け﹂に︑徳川斉
昭・武田耕雲斎・藤田東湖らが登場しています︒この時
期に﹁天狗党の乱﹂が起こり︑ 中地区の︶ 三反田村

すく紹介します︒

水戸藩が幕末の尊王廣夷運動の先頭に立っていたこと
は︑よく知られています︒﹁尊王廣夷﹂とは天皇を尊び
外国の侵略から日本を守るということです︒吉田松陰や
西郷隆盛にも影響を与えた水戸藩が︑なぜ往時の勢いを
失ってしまったのか︑その大きな原因となった幕末最大
の悲劇とも言われる﹁天狗党の乱﹂について︑分かりや
︻天狗党とは︼
天狗党とは︑水戸蒲の後継者争いにおいて徳川斉昭を
支持した尊王簾夷派のことです︒徳川斉昭は藤田東湖・
会沢正志斎などの支持により︑9代藩主に就任しまし
た︒﹁天狗﹂とは︑斉昭が積極的に藩政改革を行った
際︑改革派の藩士には身分の低い武士が多かったことか
ら︽成り上がり者が天狗になって威張っている︾という
軽蔑の意味を込めて改革反対派がつけた名称です︒藩政
改革を進めた斉昭の時代は改革派が重用され︑改革反対
派は藩政の中心から遠ざけられていましたが︑1860

年︵万延元年︶に斉昭が死去すると改革反対派が勢力を
盛り返し︑両派の対立は激化していきます︒
︻天狗党の乱とは︼
1864年︵元治元年︶3月㌘日︑藤田東湖の四男・
藤田小四郎を中心に据えた﹁天狗党﹂は︑幕府に横浜港
の即時鎖港の実行を促すため︑筑波山で挙兵しました︒
これ以降の天狗党による一連の騒乱を﹁天狗党の乱﹂と
呼んでいます︒挙兵したとはいえ彼らのスタンスはあく
まで﹁尊王敬幕﹂であり︑幕政を正すために武力を誇示

しいひと時を過ごしています。

目を工夫しました。紅白応援合戦に
始まり、全校児童による「いぼキラキ
ラタンス」で幕を閉じるまで、演技・
競技・係活動に全力で取り組んだ児
童の姿は、保護者の皆様からの声援

大成町自治会

三反田小学校

で8名の会員が元気に集い、楽

1回再開。●■たけの子会 という名称

伝統種目 6年生の「風林火山」

切っても切れない腐れ縁なのである︒

靴

︵ペンネーム︶

笹野自治会
三田村 浩志
身体に一番近い道具︑靴︒
小学校からは︑ほとんど運動靴で登

したものであって︑幕府と交戦するつもりはありません
でした︒
しかし︑天狗党の挙兵を聞きつけて浪士や農民たちも
加わり︑挙兵時の62人からその後1400人と︑人数は

靴をオーダーメイドして岩登りする
も︑体力続かず︒長期出張中に誰かが
使って手入れがされなかったため︑靴
底の革はひび割れし修理できず︒天然
亜麻仁油を澄み込ませればまだまだ使
えたのに︒新たな︑ビブラム︵イクリヤ
製︶のコム底が本番環境に最適で︑百
名山は20座滝破︒

昨年より新型コロナウイルス感染
防止対策で、全ての行事が中止とな
り、人と会うことがめっきり減って
もう1年3カ月。やっと今年4月6日
に高齢者クラブ連合会長杯スポーツ
大会の予選会があり、輪投げの部で
奉加しました。
これを機に、輪投げサークルを大
成呵自治クラブにて、3密を避け週

雨天によリー日順延となりました
が、5月23日に「最後まであきらめな
いで楽しもう 幸ラキラ運動会」の
スローガンのもと、元気いっぱいの
1年生から頼もしい6年生まで一丸と
なって、運動会を楽しみました。
今年度も新型コロナウイルス感染
防止対策として、密にならないよう種

輪投げサーウJLを再開しました♪〜

みんなで楽しんだキラキラ運動会！！

コロナ禍を通し、顔を合わせ
て会話する機会をみんなが求め
ていると感じます。いまだ先の見
えない、どうしようもなく大きな
出来事とどう向き合っていくか、
模索しながら地域の方々との交
流を大切にしていきたいです。

を受けて一層キラキラと輝き、笑顔あ
ふれる運動会となりました。

全校児童で「いぼキラキラタンス」

校していた︒
いていた覚えがある︒

劇的に増加しました︒﹁尊王壌夷﹂を掲げて挙兵したも
のの︑巨大になりすぎた集団は統制がとれず︑強盗・殺
戟・放火など各地で暴挙を繰り返しました︒これが天狗

建つ天狗党百色山戦場
供養塔

党のイメージを悪化させることになりました︒︵続く︶

スキー靴は︑ダブルの本格的なもの
をオーダーメイド︵山友社高橋︶︒
タンス靴は︑相手に恵まれず普段靴
人生最後には︑結婚式の黒靴をドス
キンの礼服と共に︒

三反田の那王引lけ占いに

でごまかした︒

大学入学時︑母からのオーダーメイ
ドの革靴を履いて新入生総代を務め
た︒これが革靴の最初︒自転車通学の
ため普段はほとんどスニーカー︒登山
やスキーに緑がなく︑スケート靴をス
ケート場で︒白樺湖・蓼の海︵諏訪市の

社会人になりようやく登山を始め

水道源︶・古徳沼︒天然氷の感触を楽し
ん
だ
︒

臣

令和3年7月25日
一中地区ふれあい
第104号
（3）

地域のわだい

0

4

0

つJ

0

1

6
2

5

1日7g 血圧発症に15歳の差がでています。苦いうちからの減塩，子
2

0

1

0

収縮期血圧 ∋∃ g

6

0

情報を集めています。

TEL029−276−5222

うれ塩担当管理栄養士薄井眞理子
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5
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．
■

0

蝮

どもの頃からの適塩が必要です。
ひたちなか市はおいしい農産物や水産物に恵まれています。
素材のおいしさを味わえる子どもたちが育つ，食環境を作って

いきましょう！
参考：日本人の食事摂取基準2020年版
佐々木敏の栄養データはこう読む
調理のためのべ−シ、ソクデータ

1日1句 が、食塩を1日14S摂っている人と，1日73摂っている人では．高
150

高血圧は血管に負担をかけ，脳卒中りし筋梗塞・腎不全など
の危険が高くなります。血圧は年齢と共に上がっていきます

味料をなくしたお店などの「うれ塩」

訴いしくて体にうれしい
壇のとりかた

−−．ー

茨城県民はおよそ10S摂っています。
しかし．答えは①1．53です。

子どももみんな摂りすぎています。
熱中症予防も．3食きちんと食べていれば．
水で十分です。
どちらもおよそ3．33です。酢めしは意外に食塩が使
われています。さらにしょうゆをつけて食べるので食塩
相当量が多くなります。外食や加工品から，いつのまに
か多くの食塩を摂っているのです。栄養成分表示に興
味を持ち．考える機会となったらうれしいです。

住むと健康になれるまう，
高血圧ゼロのまちを目指します。

あなたはどっち？

食塩摂取量の違いがその後の血圧上昇
に与える影響についての試算

減塩レシピ動画
ヘルス・ケア・センターでは．素材の
おいしさを生かしたうす味や，卓上調

⑧およそ7−8g
カレーライス
寿司

1日食塩はどれくらい必要？（成人）
食塩相当量どっちが多い？

（4）
第104号
一中地区ふれあい
令和3年7月25日
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附崩御嘲ふるさと

私の〝おしん″人生

幸山友枝︵讐

薬師台自治会

私のふるさとでの楽しい思い出は︑き
れいな川で遊んだU︑山で栗拾いや山菜

取りをしたりした事です㌃つちょう＜たみ

私は︑岐阜県加茂郡八百津町久田兄の
中でも︑タヌキやキッネが住んでいる山
深い村で生まれました︒4年生までは︑

1・2年生と3・4年生の2ク一フスしか

ない久日見小学校の分校に︑山道を50分
位歩いて通いました︒5人兄弟の4番目
でしたが︑家が貪しかったため小学校の

帰り︑遠縁の家で子守りをして︑夕飯を
食べてから家に帰りました︒たまの子守
りが休みの日に︑仲良しの友達と遊ぶの
が楽しみでした︒

5年生からは︑4キロ離れた久田見小
学校へ︒また︑小学校近くの遠縁の家に
住み込みで︑子守りや手伝いをさせられ
ました︒中学生の時は︑母の弟の家へ住

み込みで手伝いに︒叔父は︑戦地から失
明して戻り︑足の悪い叔母と結婚したの
で︑人手が必要でした︒ふるさとの家で
暮らした記憶はなく︑なんで私ばかりと
親を恨んだ事もありました︒
中学校卒業後︑愛知県稲沢市の寮付きの
紡績工場に就職︒8年間︑一生懸命働きま
した︒その後いろいろな事があり︑建築の

仕事をする夫と各地を転々として︑ひたち
なか市へ来て40年︒それぞれの地で友達に
恵まれ︑今も交流が続いています︒

娘が近くに住み︑心から信頼できる友
達がいて︑働ける場所がある︑今が一番

幸せと感謝するこの頃です︒

環境部会

5月叩日︑毎年春秋に
実施している地域清掃活

動の一環として︑約20人で

コミセンのツゲ ︵大通り
側︶とツツジ︵建物脇︶の
刈込みを行った︒勇定と
清掃の2班に分かれ︑
チームワーク良く作業︒
途中︑延長コードの過負
荷でバリカンが停止する

ハプニングもあったが︑不

できれいに刈り込んだ︒

揃いだった植木を2時間

一蠣稟議妃＋

きることを願っています︒

コロナ感染症のため︑地域
や部会の行事が中止になるな
か︑ワクチン接種が始まり明
るい今後が見えてきました︒
次号には︑会の行事が掲載で

令和3年度広報委員

委員長
横山恵美子
副委員長 有賀正記 伊藤昇
菊地恵子 磯春雄
前嶋茂光 小坪三千代

堀江博志 永井雅子
塙久美子
モ一一クー 荒木とも子

ふれあい103号の訂正とお詫び

﹁地域のイキイキさん﹂コー

ナーに掲載しました富士山自

が︑睦子と誤りがありました︒

治会の中村睦子様のお名前

変申し訳ありませんでした︒

今後このような事が起きない
よう︑充分気を付けます︒大

