
6
4 市制施行65周年記念事業

本庁舎竣工記念桜命名式
　高萩桜まつり会場内
の特設ステージで、市
役所庁舎竣工の際に茨
城県北日本花の会より
寄贈された3本の桜の
命名式典が行われまし
た。寄贈された桜は実生（みしょう）という流通し
ていない品種のため、昨年の桜まつりや市ホーム
ページ等で名前を公募してきました。大部市長から
それぞれ「夢萩桜」「たつご里桜」「清明さくら」の名
で認定された品種の紹介と「たつご里桜」を命名し
た茨城県北日本花の会代表の大久保さんの挨拶の
後、公益財団法人日本花の会結城農場の田中農場
長から大部市長に３本の桜を新品種とする「園芸
品種認定証」が授与されました。田中農場長は「令
和という新しい元号の時代に、この3本の桜が高
萩のまちを彩ってくれることを願います」と挨拶。
大部市長は「この桜が、新庁舎を見守るとともに毎
年きれいな花を咲か
せ、市民の皆さんがひ
とときの幸せを感じて
いただけたら」と述べ
ました。3本の桜は本
庁舎東側「森のひろば」
でご覧いただけます。
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14 第18回高萩桜まつり

　さくら宇宙公園で
「高萩桜まつり」が
開催されました。開
催初日は、つぼみ
の多い状態でした
が、その後は天候
にも恵まれ満開に
咲かせた花が訪れた人を楽しませていました。ま
た、会場では野点（のだて）、大和太鼓や琴の生
演奏が披露されたほか模擬店もあり、青空のもと
多くの人がうららかな春の日を満喫していました。
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第３回たかはぎ花まるしぇ

　高萩桜まつりの開催にあわせ、さくら宇宙公園
で「第３回たかはぎ花まるしぇ」が行われました。
会場には、人気作家さんによる雑貨やイラストカー
ド、可愛らしいお花などの販売ブースのほか、グル
メに美容カイロ、アク
セサリーの手作り体験
ができるブースなど楽
しさ盛りだくさん。多
くのお客さんで賑わっ
ていました。
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春日桜ライトアップ

　「まちなかで楽しむ春の光」をテーマに、春日町
児童公園の桜がライトアップされました。来場した
みなさんは心地良い音楽が流れる公園内で、綺麗
にライトアップされた夜桜を見ながら出店された高
萩のおいしいものを楽しんでいました。今年で2回
目を迎えるこのイベントを主催した春日さくらの会
代表の藤枝さんは「昨年は桜の開花が早く葉桜に
近かったけど
今回は満開」
と笑顔。昼間
とは違う幻想
的な夜桜が楽
しめました。

～

日本花の会結城農場の
田中農場長（左）

受賞おめでとうございます
高萩市産米が最優秀賞!!

市長に受賞報告をする大森愼一さん（左）と
（株）誠和農場代表取締役の下山田仁悟さん（右）

　（株）誠和農場が茨城県農林振興公社主催
の第62回茨城県稲作共進会において最優秀
賞を受賞しました。同時に行われた第29回
茨城県そば共進会では、（有）コスモアグリ
サービスが奨励賞を受賞しました。
　また、茨城県オリジナル水稲品種「ふくま
る」について品質・栽培技術や収量が優秀な生産者を選考・表彰する茨城県産
米銘柄化協議会とふくまる推進協議会主催のふくまるグランプリにおいて大森愼
一さんが最優秀賞と特別賞の茨城県知事賞を同時受賞しました。そのほか、斎
藤豊人さんが優秀賞と特別賞の茨城県農林振興公社理事長賞を同時受賞、優良
賞に（株）誠和農場と佐藤康仁さんが選ばれました。

ま ち の 話 題

14
3 地域の活性化に関する

協定を締結
　旧君田小・中
学校施設を活用
した地域活性化
を図るため、同
施設で産業用ド
ローンスクール
を開校している
茨城航空技術研
究所、茨城大学人文社会科学部、高萩市の産学官
による「旧君田小・中学校施設を中心とした地域
の活性化に関する協定」を締結しました。
　今後はドローンや地域の自然を活かし、君田地
区の活性化策に取り組んでいきます。
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16 パッチワークキルト
サークル展

　市内のパッチ
ワー クキルト
サークル会員が
日頃の活動で制
作した作品を集
め、リーベロた
かはぎで作品展
を開催しました。
　会場には出品者全員で作成したタペストリーのほ
か数多くの作品が飾られ、来場したみなさんはそ
の細かな模様に見入っていました。

17
3 『声で伝えるものがたり』

～朗読・語りの楽しみ～

　後世に語り継ぎたい、残しておきたい話を朗読
や語りで伝えるステージが、市文化会館で開催さ
れました。3部構成の第1、3部は、朗読家の見澤
淑恵さんが「スーホの白い馬」「葉っぱのフレディ」
を朗読。2部は県内で朗読活動をする高萩民話の
会ほおずき他2団体
8名が「茨城の民話」
を語りました。立見
も出る程の盛況ぶ
りで、終演後は賞
賛の声が多数寄せ
られました。

15
3

ニセ電話詐欺対策で感謝状

　ニセ電話詐欺の被害防止啓発チラシ製作に協力
した功績で、高萩警察署から高萩清松高校漫画研
究部に感謝状が贈られました。架空請求詐欺の被
害防止のポイントをわかりやすく説明するため、趣
向を凝らしたマンガで制作したこのチラシは、防
犯キャンペーンなどで配布されます。

18
3

災害時の支援協力に関する協定を締結

　茨城県行政書士会と市は、災害時の支援協力に関する協定を締結しま
した。
　この協定は、高萩市内で大規模な災害が発生した場合、同会は市の
要請に基づき、相談窓口を設置して被災した市民のみなさんの生活再建
や自宅の復旧などに関する相談を無料で行うというものです。同会の国
井会長は「万一の時に不安を抱える被災者のみなさんに寄り添える活動
をしていきたい」と話されました。

～

　３月５日に任期満了となっ
た大髙利夫さんが再任されま
した。新たな任期は令和５年
３月５日までの４年間です。

大髙利夫さん

ゆめはぎざくら さとざくら せいめい

公平委員の選任

4市報たかはぎ　2019.5



6
4 市制施行65周年記念事業

本庁舎竣工記念桜命名式
　高萩桜まつり会場内
の特設ステージで、市
役所庁舎竣工の際に茨
城県北日本花の会より
寄贈された3本の桜の
命名式典が行われまし
た。寄贈された桜は実生（みしょう）という流通し
ていない品種のため、昨年の桜まつりや市ホーム
ページ等で名前を公募してきました。大部市長から
それぞれ「夢萩桜」「たつご里桜」「清明さくら」の名
で認定された品種の紹介と「たつご里桜」を命名し
た茨城県北日本花の会代表の大久保さんの挨拶の
後、公益財団法人日本花の会結城農場の田中農場
長から大部市長に３本の桜を新品種とする「園芸
品種認定証」が授与されました。田中農場長は「令
和という新しい元号の時代に、この3本の桜が高
萩のまちを彩ってくれることを願います」と挨拶。
大部市長は「この桜が、新庁舎を見守るとともに毎
年きれいな花を咲か
せ、市民の皆さんがひ
とときの幸せを感じて
いただけたら」と述べ
ました。3本の桜は本
庁舎東側「森のひろば」
でご覧いただけます。

1
4

14 第18回高萩桜まつり

　さくら宇宙公園で
「高萩桜まつり」が
開催されました。開
催初日は、つぼみ
の多い状態でした
が、その後は天候
にも恵まれ満開に
咲かせた花が訪れた人を楽しませていました。ま
た、会場では野点（のだて）、大和太鼓や琴の生
演奏が披露されたほか模擬店もあり、青空のもと
多くの人がうららかな春の日を満喫していました。

7
4

第３回たかはぎ花まるしぇ

　高萩桜まつりの開催にあわせ、さくら宇宙公園
で「第３回たかはぎ花まるしぇ」が行われました。
会場には、人気作家さんによる雑貨やイラストカー
ド、可愛らしいお花などの販売ブースのほか、グル
メに美容カイロ、アク
セサリーの手作り体験
ができるブースなど楽
しさ盛りだくさん。多
くのお客さんで賑わっ
ていました。

6
4

春日桜ライトアップ

　「まちなかで楽しむ春の光」をテーマに、春日町
児童公園の桜がライトアップされました。来場した
みなさんは心地良い音楽が流れる公園内で、綺麗
にライトアップされた夜桜を見ながら出店された高
萩のおいしいものを楽しんでいました。今年で2回
目を迎えるこのイベントを主催した春日さくらの会
代表の藤枝さんは「昨年は桜の開花が早く葉桜に
近かったけど
今回は満開」
と笑顔。昼間
とは違う幻想
的な夜桜が楽
しめました。

～

日本花の会結城農場の
田中農場長（左）

受賞おめでとうございます
高萩市産米が最優秀賞!!

市長に受賞報告をする大森愼一さん（左）と
（株）誠和農場代表取締役の下山田仁悟さん（右）

　（株）誠和農場が茨城県農林振興公社主催
の第62回茨城県稲作共進会において最優秀
賞を受賞しました。同時に行われた第29回
茨城県そば共進会では、（有）コスモアグリ
サービスが奨励賞を受賞しました。
　また、茨城県オリジナル水稲品種「ふくま
る」について品質・栽培技術や収量が優秀な生産者を選考・表彰する茨城県産
米銘柄化協議会とふくまる推進協議会主催のふくまるグランプリにおいて大森愼
一さんが最優秀賞と特別賞の茨城県知事賞を同時受賞しました。そのほか、斎
藤豊人さんが優秀賞と特別賞の茨城県農林振興公社理事長賞を同時受賞、優良
賞に（株）誠和農場と佐藤康仁さんが選ばれました。

ま ち の 話 題

14
3 地域の活性化に関する

協定を締結
　旧君田小・中
学校施設を活用
した地域活性化
を図るため、同
施設で産業用ド
ローンスクール
を開校している
茨城航空技術研
究所、茨城大学人文社会科学部、高萩市の産学官
による「旧君田小・中学校施設を中心とした地域
の活性化に関する協定」を締結しました。
　今後はドローンや地域の自然を活かし、君田地
区の活性化策に取り組んでいきます。

13
3

16 パッチワークキルト
サークル展

　市内のパッチ
ワー クキルト
サークル会員が
日頃の活動で制
作した作品を集
め、リーベロた
かはぎで作品展
を開催しました。
　会場には出品者全員で作成したタペストリーのほ
か数多くの作品が飾られ、来場したみなさんはそ
の細かな模様に見入っていました。

17
3 『声で伝えるものがたり』

～朗読・語りの楽しみ～

　後世に語り継ぎたい、残しておきたい話を朗読
や語りで伝えるステージが、市文化会館で開催さ
れました。3部構成の第1、3部は、朗読家の見澤
淑恵さんが「スーホの白い馬」「葉っぱのフレディ」
を朗読。2部は県内で朗読活動をする高萩民話の
会ほおずき他2団体
8名が「茨城の民話」
を語りました。立見
も出る程の盛況ぶ
りで、終演後は賞
賛の声が多数寄せ
られました。

15
3

ニセ電話詐欺対策で感謝状

　ニセ電話詐欺の被害防止啓発チラシ製作に協力
した功績で、高萩警察署から高萩清松高校漫画研
究部に感謝状が贈られました。架空請求詐欺の被
害防止のポイントをわかりやすく説明するため、趣
向を凝らしたマンガで制作したこのチラシは、防
犯キャンペーンなどで配布されます。

18
3

災害時の支援協力に関する協定を締結

　茨城県行政書士会と市は、災害時の支援協力に関する協定を締結しま
した。
　この協定は、高萩市内で大規模な災害が発生した場合、同会は市の
要請に基づき、相談窓口を設置して被災した市民のみなさんの生活再建
や自宅の復旧などに関する相談を無料で行うというものです。同会の国
井会長は「万一の時に不安を抱える被災者のみなさんに寄り添える活動
をしていきたい」と話されました。

～

　３月５日に任期満了となっ
た大髙利夫さんが再任されま
した。新たな任期は令和５年
３月５日までの４年間です。

大髙利夫さん

ゆめはぎざくら さとざくら せいめい

公平委員の選任

5 市報たかはぎ　2019.5　


