
ま ち の 話 題

　第2回を迎える「県北小さな合唱
団のつどい」が文化会館で開催され
ました。出場したのは、市内や北茨
城市を拠点に活動する合唱団など
10団体。ステージ上では、各団体
が日頃の練習の成果を披露。客席か
らは、盛大な拍手が送られました。

22
12 観客もみんな口ずさむ

小さな合唱団のつどい

　NPO法人里山文化ネットワークが
主催する年末恒例の事業「カレンダー
を作ろう！」が中央公民館で開催され
ました。小学生など22組46人の参
加者は、色とりどりの紙を使い、家
族の記念日などを入れたオリジナル
カレンダーを制作しました。

28
12 2020年はどんな年に

なるかな♪

　防災力の強化と防火思想の普及を
図ることを目的に、さくら宇宙公園
で消防出初式を開催。式典には消防
署員や消防団員など約550人が参
加。消防団の代表による消防ポンプ
操法の実演などが行われると、会場
からは大きな拍手が送られました。

11
1 防災・防火を誓い

消防出初式

　元旦の風物詩となった元旦神輿渡
御。高浜町の濱会が１年間の無病息
災を願って、元日の朝に行っていま
す。津明神社を出発した２基の神輿
が、初日の出に染まる高浜海岸の荒
波に繰り出すと、訪れた多くの人か
らたくさんの声援が送られました。

1
1

元旦の神輿渡御

　道路里親とは、地域の道づくりの
一環として、茨城県がボランティア
で道路の清掃美化活動に取り組む団
体を「里親」として認定するもの。国
道461号線の環境美化ボランティア
を行う日興建設株式会社が、道路里
親団体として認定されました。

20
12 道路里親制度協定書

調印及び認定証交付式

左から大部市長・安代表取締役・園部所長

　元市長の草間夫さんから、リト
アニアの絵本「カケ・マケちゃんと
かたづけエルフ」50冊を寄贈いただ
きました。リトアニアの絵本作家が
日本版を出版したもの。市内の幼稚
園や保育園ほか、小学校、図書館な
どに配布させていただきました。

20
12 リトアニアの絵本を

市に寄贈

左から大内教育長・草間さん

　大建工業株式会社高萩工場から、
同工場で製造された畳を寄贈いただ
きました。この畳は、和紙を用いな
がら、デザインや機能性が高められ
たもの。高萩アウトドアフィールド「は
ぎビレッジ」のグランピングテントで
活用させていただきます。

18
12 地域振興として

高級畳を市に寄贈

左から大部市長・今川工場長

　総合福祉センターで「2019郷土
お茶カルタ大会」が開催され、子ど
もから大人まで白熱した戦いを繰り
広げました。大会で使用したカルタ
は、お茶の効能や歴史など、お茶の
魅力を多くの人たちに分かりやすく
伝えるために手作りされたものです。

22
12 お茶を題材にした

カルタ大会

　市内の企業や団体の代表者など約
230人が出席されました。大部市長
は「高萩市がさらに飛躍するように
誠心誠意取り組んでまいりたい」とあ
いさつ。式典では、声楽家の國井美
香さんによる独唱、書家の鈴木赫鳳
さんによる揮毫も披露されました。

かくほう

き ごう

10
1 新年を祝う

令和2年賀詞交歓会

　上君田地
区にある樹
齢100年を
超える唐檜
の木が、巨
大なクリス
マスツリー
として飾り
付けられま
した。上君
田生活改善
センターを会場に開催された点灯式
では、カウントダウンでLED電球な
どが一斉に点灯すると拍手や歓声が
湧き起こりました。

とう  ひ

22
12 高さ32ｍ！ジャンボ

クリスマスツリー点灯式

　下手綱地区の丹生神社で、新年の
無病息災と五穀豊穣を願って棒ささ
らが奉納されました。丹生神社の棒
ささらは市の無形民俗文化財に指定
された郷土芸能。年が明けるのに合
わせ、棒の先に獅子頭を付けた３匹
の獅子が勢いよく舞い踊りました。

1
1 新年とともに獅子の舞い

元朝ささら

　「おとう飯」は、男女共同参画の
推進活動をしているグループのハー
モニーたかはぎが主催する父子料理
教室。今回は、お父さんたちの家事
力アップを応援するため、おとう飯
サポーターの大部市長が「鯵のなめ
ろう」を参加者に伝授しました。

あじ

はん

14
12 お父さんたちの

家事力アップ！「おとう飯」
はん

　高萩中学校の全校生徒が、高浜海
岸の清掃活動を行いました。この活
動は、11月に同清掃を実施した東
小学校の5年生児童と高萩中学校の
生徒会が企画したもの。生徒たちは、
海岸に漂着したプラスチック容器や
空き缶などを回収しました。

17
12 高萩中学校の生徒が

海岸清掃活動

　消防第20分団（大能地区）の消防
団車両を更新しました。新しく配備
された車両には小型ポンプを積載し
たままで給水・放水が可能なシステ
ムが採用されており、団員の労力軽
減やけがの防止など、機動性と安全
性に優れた車両となっています。

1
12 新しい消防団車両を

配備

　高萩警察署や交通安全協会高萩支
部、交通安全の会、交通少年団高萩
団のみなさんが、市役所前の交差点
において街頭キャンペーンを実施。
ドライバーや道行く人に対して、交通
事故防止を呼びかけるなど、歳末の
交通安全啓発活動を行いました。

20
12 歳末交通安全

キャンペーン

　高萩駅前を鮮やかに彩る「光の
ページェントINたかはぎ2020」の点
灯式。式典でイルミネーションが点
灯されると、高萩駅から常陽銀行ま
での通りが幻想的な雰囲気に包まれ
ました。イルミネーションによる飾り
付けは1月10日まで行われました。

7
12 駅前を鮮やかに彩る

イルミネーション点灯式

　中央公民館講座「高萩のぞみ大学」
オープンキャンパス第２弾として、文
化会館で開催されました。社会人落
語日本一決定戦第３代目名人の二松
亭ちゃん平と東京・神奈川のライブ
ハウスで活動するバンドのブギウギ
66が出演しました。

14
12 高萩のぞみ大学

落語＆音楽鑑賞会

　交通安全協会高萩支部が主催する
餅つき大会が行われました。大会に
は高萩警察署や交通安全の会の関係
者、交通少年団高萩団の児童が参
加。「安全を『もち』帰ろう」と信号
機に見立てた３色の餅は、鏡餅にさ
れた後、高萩警察署に贈られました。

20
12 歳末の交通安全を祈り

餅つき大会
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