
スポーツのお知らせ
●問合せ　スポーツ振興課　☎23-2019

第34回
市民ゲートボール大会

男子の部 小堀 文夫 鈴木 一利

部　門 優　勝 準優勝

女子の部 坂本 恵子

中村 政仁

第３位

竹田 萬亀子加藤 よう

ふみおこぼり すずきかつとし

さかもと

なかむら

たけだかとうけいこ

まさひと

まきこ

期　日：10月18日（日）
場　所：本町ファミリースポーツ公園
参加数：3チーム
結　果：優　勝　高萩ゲートボールクラブB
　　　　準優勝　高萩ゲートボールクラブA

第12回市民グラウンド・ゴルフ大会
期　日：10月21日（水）
場　所：市民球場
参加数：117名
結　果：

結果

高萩市ウエイトリフティング教室　新規生徒募集中 !
　高萩市ウエイトリフティング教室は平成25年11月、国体

で活躍できる選手の発掘育成を目的に市民体育館でスター

トしました。現在では、練習場所を高浜スポーツ広場に移

して週３回（月・水・金）18時から19時30分まで行ってい

ます。

　全てのスポーツの基礎となる体の動かし方をウエイトリフ

ティングを通じて養成するとともに、「ウエイトリフティング

のまち高萩市」の次なる担い手を育成する目的で日々練習

をしています。

　少しでも興味をお持ちになられたらスポーツ振興課まで

お問い合わせください。併せて、各スポーツ施設に設置し

てある募集チラシもご確認ください。

ま ち の 話 題

重要文化財指定を墓前に報告 デザインマンホール蓋を設置

シルバーリハビリ体操
指導士3級養成講習会22

10食欲の秋！高萩の
「おいしい」を堪能11

10
25

10
・

ロータリークラブ創設者
米山梅吉の伝記を市に寄贈19

10

元気に「おはよう！」
朝のあいさつ運動2

11
2 通学用タクシーに
大型ワゴン車導入

11 一日消防長が秋の
火災予防運動をＰＲ9

11

赤水関係資料の寄贈に感謝状

　秋の全国火災予防運動の一環とし
て、市防火管理者協議会会員事業所
から女性職員を一日消防長に迎えて
火災予防運動を実施しました。今年
は市役所秘書課の岡野聖美主事が第
32代目となる一日消防長を務め、市
街パレードや消火訓練などの査閲、
建物の立入検査を実施しました。

おかの きよみ

　市内高等学校の生徒たちによる
「高校生さわやかマナーアップキャン
ペーン」が実施されました。例年、
JR高萩駅前で実施していましたが、
新型コロナウイルスの感染拡大防止
の観点から、今年は規模を縮小し、
高萩・高萩清松の両高等学校の正門
付近などで活動しました。

　シルバーリハビリ体操は、道具を
使わず「いつでも・どこでも・ひとり
でも」できる介護予防体操です。講
習会では同体操の概要ほか、体操指
導と普及活動の際に必要となる解剖
学的知識や実技などを学びます。こ
の日、5日間の全日程を修了した新
たな指導士が4名誕生しました。

　高萩ロータリークラブより、日本
のロータリークラブ創設者「米山梅
吉」の伝記を寄贈いただきました。
明治から昭和にかけて活躍し、奉仕
の精神をもって社会的課題に取り組
んだ米山氏について、分かりやすく
書かれています。市内の小中学校や
図書館に設置させていただきます。

　長久保赤水の資料群（693点）が、
9月30日付で国の重要文化財に指定
され、国民的財産として位置づけら
れました。これを記念して、これまで
赤水に関する資料を寄贈いただいた
6名と1団体の方々に、市から感謝
状を贈呈しました。

　日立・高萩
広域下水道組
合では、長久
保赤水の代表
作である「改
正日本輿地路
程全図」を題材にしたデザインマン
ホール蓋を市内歩道の5か所に設置
しました。お近くにお寄りの際は、
ぜひ探してみてください。

よ　ち

　11月6日、長久保赤水の誕生日で
あるこの日に合わせ、赤水の子孫の
方々や長久保赤水顕彰会理事が、赤
浜にある長久保赤水の墓（市史跡）
をお参りしました。みなさんは、墓
前に線香を手向けた後、今回の国の
重要文化財指定を報告しました。

　大能・中戸川地区の子どもたちが
秋山小・中学校に通学するため運行
しているデマンド型乗合タクシーに
10人乗りのワゴン車（愛称：まろ号）
を導入しました。車内には感染症対
策として、仕切り板と消毒液を設置。
みんなで乗り合わせることができる
ため、子どもたちも大喜びでした。

ごう

　「食」にまつわる体験を通して子ど
もたちの感性と豊かな発想力を育む
とともに、生産者や料理人から食の
大 切 さ を 学 ぶ 食 育 プ ロ ジェクト

『IBARAKI HOLIC』。主催は茨城オト
ナ女子会。参加した親子は、舞茸収
穫や芋掘りほか、種まき、調理を通
して地元食材を満喫しました。

い ば らき ほりっく

日本地図の先駆者『長久保赤水』関係資料が国の重要文化財に指定

【蓋の設置箇所（すべて歩道）】
・市役所前交差点　　・穂積家住宅前
・松岡小学校正門前　・市民球場前
・国道6号東口交差点前

左から大部市長・鈴木さん・小森さん

この有料広告の収入で、まちづくり団体に助成しています。

有限会社 さくらい印刷所
総合印刷・企画デザイン

〒318-0021  高萩市安良川106-27
TEL.0293-22-3203　FAX.0293-24-3865

有料広告
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