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令和元年9月20日 かねさわ かねさわ 
金沢学区コミュニティ推進会 金沢学区コミュニティ推進会 

第142号 

第 3 4 回 
夏まつり 　第34回夏まつりが、7月28日（日）に金沢交流セ

ンターで行われました。午前中に予定された「子ど
もみこし」の支部内巡行はあいにくの天候のため、
金沢団地支部のみとなりましたが、午後になると梅
雨明けを思わせる夏空になり、模擬店、各種発表会、
ゲームコーナー、盆踊り、健康コーナー、そして抽
選会の6つのプログラムのすべてを、楽しく大変に
ぎやかに終了できました。 

金沢学区コミュニティ推進会は「いきいき茨城ゆめ国体2019」を支援しています 

台原中美術部作成 台原中美術部作成 各種発表会

　各種発表会は14時に「金小音頭（金沢小児童）」で始
まり、初参加の「国体ダンス 2019」、「ウクレレ演奏」、
「踊り好きになった人」、「楽器演奏」が披露され、全
部で9つのグループにより熱演が続きました。 

金沢子金沢子ども会のおみこし巡行巡行 金沢子ども会のおみこし巡行 

金小金小ソーラン（金沢小金沢小6年生年生） 金小ソーラン（金沢小6年生） 

金小音頭金小音頭からスタート 金小音頭からスタート 

国体国体ダンス2019（金沢小金沢小3・4年生年生） 国体ダンス2019（金沢小3・4年生） 

太極拳太極拳（健康太極拳健康太極拳クラブ） 太極拳（健康太極拳クラブ） 
踊り 好きになった人 
（さくらフレンズ） 
踊り 好きになった人 
（さくらフレンズ） 

日立さんさ踊り 
（日立さんさ連） 
日立さんさ踊り 
（日立さんさ連） 

よさこいソーラン 
（久慈浜久慈浜ソーラン舞踏衆羅森万舞踏衆羅森万） 
よさこいソーラン 
（久慈浜ソーラン舞踏衆羅森万） ウクレレ演奏演奏（ウクレレフレンズ） ウクレレ演奏（ウクレレフレンズ） 楽器演奏楽器演奏（金沢音楽集団金沢音楽集団） 楽器演奏（金沢音楽集団） 
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地域とのつながりが健康生活を支えます 

令和元年9月20日 

　夏まつりに際し、多くの方々からご芳志を頂きました。 

　ここにご紹介し、お礼とさせて頂きます。（順不同、敬称略） 

【金沢団地支部】田中書店　金沢団地内郵便局 

　　　金沢有志の会（パルシステム茨城金沢店） 

【台原団地支部】台原団地利便施設（県信台原支店、小山歯科医 

　　　セイコーマート、福地薬局、ヤマダデンキ、アート美容室、 

　　　YOU美容室、旧台原書店）　茨城県信用組合台原支店 

【根道ヶ丘団地支部】カトー写植　村上珠算研究所 

　　　理容やまがた　シャルム美容室 

【金沢南支部】覚念寺　㈲田柳造園　くにかた眼科　理容アカギ 

　　　石川クリニック 

【大沼支部】ニューなめかわ 

【その他】日立市立台原中学校　㈲クリーンメーカー和 

　　　金沢学区子ども会育成連合会 

　昨年と同じく出店場所を、駐車場と
グラウンド北側に広げて、たくさんの
模擬店が設けられました。久しぶりの
晴天で暑さもあって、かき氷や冷たい
飲み物の店に行列ができていました。
またおもちゃの販売では、特に水鉄砲
とシャボン玉がよく売れていたようです。 

にぎわう模擬店

子供ゲームコーナー
　多目的ホール前の芝生で輪投げと
パターゴルフが実施されました。 

健康コーナー
　児童室で「血管年齢測定」、「骨密度測定」、「咀嚼
力測定」、「唾液の pH測定」そして初めての「豆つ
かみ」（塗り箸で大豆を皿から皿へ1分間に移せる個
数を測定）と、今年も大変好評でした。 

盆踊り

　夏まつりのハイライトの盆踊りは
17 時から行われました。皆さん暑さ
に負けず元気に楽しく踊りきりました。 

抽選会

　当選本数を特別賞とA賞からD賞までの合計
65本と増やした抽選会は、当たった人の喜びと、
当たらなかった人のざわめきで、大いに盛り上
がりました。 

［おわりに］ 
　長引く梅雨も明けたかのような暑さの中の夏ま
つりでしたが、体調を崩す方もなくすべてのプロ
グラムを実施でき、予定した時間に散会すること
ができました。実行委員の皆様大変ご苦労様でした。 

箸で豆つかみ 箸で豆つかみ 血管年齢測定血管年齢測定 血管年齢測定 

A賞（コードレス掃除機掃除機）をゲット A賞（コードレス掃除機）をゲット 

パターゴルフ パターゴルフ 輪投輪投げ 輪投げ 



令和元年9月20日 

庭木が道路や隣りにはみ出し迷惑になっていませんか？ 

第142号（3） 

茨城県自然博物館を見学 

ボランティア合同研修会 
東海村周辺施設を訪問 

　6月 17 日（月）、最初に茂宮町の「もみや幼稚園」
を訪れました。玄関に貼られた子供達の写真は年代
とともに白黒からカラーへと移り変わりを見せ、写
っている人数も増え、園の歴史を感じました。遊戯
室では年長組の子供達と音楽に合わせたリズムダン
スをし、楽しいひと時を過ごしました。 
　次に東海村の指定障害者支援施設「幸の実園」を
訪れました。村上園長先生の案内で各部屋、作業所
を見学しました。園の指導目標である子供が自分で
生きる力や心を養うということが、全員協力し、お
互いを助け合うという姿勢に現れ、素晴らしいと思
いました。 
　最後は特別養護老人ホーム「オークス東海」を訪
れました。デイサービス・ショートステイの各部屋
を見学しましたが、施設の通路幅は広く長く、全体
的にゆったりした感じがしました。入所者は多いの

ですが、スタッフの員数が充実し、役割を説明する
スタッフの笑顔も自信にあふれている様子が心に残
りました。 

（ボランティアふれあい活動グループ） 

「もみや幼稚園幼稚園」園児園児たちとご対面対面 「もみや幼稚園」園児たちとご対面 

「オークス東海東海」施設施設を見学見学 「オークス東海」施設を見学 

　今年の「かねさわ元気っ子」は、8月７日（水）に、
茨城県農林水産部林政課指導グループにて実施され
た森林・林業体験学習に参加しました。 
　金沢小 4～ 6年生 21人、スタッフ 5人、中学生を
含むボランティア3人の合計29人で、坂東市の「茨
城県自然博物館」に行きました。 
　博物館に到着後、開会式を行い館内を見学した後、
野外学習として草と木の観察、炭窯見学、竹炭実験
をしました。 
　昼食後は、丸太切り体験として杉の丸太切り（直

径約 10cm）に挑戦しました。ノコギリを使って全員
汗だくになりながら、約10分ほどで切り終えました。 
　40度に近い暑さの中、参加者の誰一人体調不良を
訴えることもなく終了式を終え、午後2時 20分頃に
無事金沢交流センターに帰着しました。 
　スタッフ、ボランティアの皆さん、参加者の皆さ
ん本当に暑い中大変お疲れ様でした。そして、ご協
力大変ありがとうございました。 

（青少年育成部） 

博物館博物館に到着到着 博物館に到着 

恐竜恐竜の大きさにびっくり 恐竜の大きさにびっくり 竹炭実験竹炭実験 竹炭実験 最後最後に全員で記念写真記念写真 最後に全員で記念写真 

野外学野外学習 野外学習 
丸太切丸太切り体験体験 丸太切り体験 
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不法投棄、落書きは絶対にやめましょう 

令和元年9月20日 

本年度も一部を除きオープン講座 
生涯学習かねさわ 

　5月26日（日）、開講式と第1回講座を開催しました。 
　開講式では泉会長の挨拶の後、齊藤副会長から「【生
涯学習かねさわ】は皆さんと一緒に、心身共に活気
ある人生の為、楽しく学べる場となるように企画し
ており、今年は 9講座の予定です」と内容説明があ
りました。 
　第 1回「暮らし講座」は、テーマ「人生百年時代
に備えて」、茨城県金融広報アドバイザー山口京子
氏の講演を拝聴しました。実例をもとにした山口氏
の解説は、40ページにも及ぶ難しい法律用語を、解
かりやすく身近かなものとして理解出来たと好評で
した。特に「少子高齢化に対応した相続法が今年か
ら来年にかけて改正されているが、大切な事は元気
な内に、本人の意思を書類にして残すことの必要性」
を強調されました。　　　　　　　（ふるさと創生塾） 

マンドリンコンサート 
生涯学習かねさわ 

　第2回講座は、「音楽鑑賞講座」として6月29日（土）、

『サマーコンサート、イン金沢 2019』と題し、マン

ドリンクラブ【ラ・ジュネス】さんの協力のもと生

演奏会を行いました。 

　≪合唱タイム≫では、会場一体となり、かつての

青春時代が蘇りました。≪曲当てクイズ≫コーナー

では、頭の体操宜しく楽しい音楽講座でした。心を

癒す優しいマンドリン演奏は、普段得ることのない

貴重な時間でした。　　　　　　　（ふるさと創生塾） 

フラダンスと折り紙を楽しむ 
ふれあい生きいきサロン 

　7月8日（月）、「“花”プルメリア」グループをお招
きし、参加者48人のもとフラダンスを鑑賞しました。 
　今回は特別にフラダンスの先生も参加され、息の
合った踊りや、日本の歌謡曲に合わせた踊りなど、
素晴らしい踊りを披露され、参加された方々も大い
に楽しまれていました。 
　後半は、折り紙で「コースター」作りに挑戦し、
細かい手作業に苦戦しながら真剣に取り組み、それ
ぞれ素晴らしい作品が出来上がりました。 

（あんしん安全ネットワークグループ） 

多くの参加者で盛り上がり 
グラウンドゴルフ大会 

　7月 6日（土）、金沢小学校グラウンドで約 90人が
参加して実施されました。 
　当日まで天候が心配されましたが、スタッフの熱
意が通じたのか無事開催する事ができました。令和
最初の大会とあって、参加者の意気込みも並々なら
ぬものがあったように感じられました。また技術も年々
向上し好スコアが続出していました。表彰式が和や
かに行われ次回への更なる技術の向上を確認し合っ
ていました。　　　　　　　　（レクリエーション部） 

人生百年時代人生百年時代について聴講聴講しました 人生百年時代について聴講しました 素晴素晴らしい生演奏生演奏に感動感動しました 素晴らしい生演奏に感動しました 

夏ムードいっぱいのフラダンスを鑑賞鑑賞 夏ムードいっぱいのフラダンスを鑑賞 熱戦熱戦を繰り広げたグラウンドゴルフ 熱戦を繰り広げたグラウンドゴルフ 



令和元年9月20日 

災害に対して不断の備えを心掛けましょう 
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歌と踊りとお遊びで盛りあがり 
金沢幼稚園児とのふれあい交流会 

ＡＥＤを用いた心肺蘇生法を学ぶ 
普通救命講習会 

　6月 8日（土）、金沢交流センター多目的ホールで
普通救命講習会を実施しました。 
　受講者は、本年度のコミュニティ推進会生活安全
部関係者、交流センター協力員、有志者の 20人で、
初受講者15人、再受講者5人でした。 
　受講者は 4班に分かれ、多賀消防署大沼出張所隊
員の指導のもと、胸骨圧迫や人工呼吸による心肺蘇
生の手順、ＡＥＤ（自動体外式除細動器）の使用手順
などを学びました。梅雨入り直後のうっとうしい日
でしたが 3時間にわたり熱心に学びました。後日、
受講者には日立市消防本部消防長より普通救命講習
修了証が交付されました。 
　当学区においても、年々高齢化率が高まっています。 
もしもの時、救急車が到着するまでの間、応急手当
が救命率向上につながります。ためらわずに応急処
置を実施して下さい。　　　　　　　　（生活安全部） 

心肺蘇生心肺蘇生を学ぶ受講者受講者の皆さん 心肺蘇生を学ぶ受講者の皆さん 

　6月28日（金）、金沢幼稚園児との「ふれあい交流会」
が開催されました。 
　交流会では、園児達が大きな声で歌を歌い、踊り
を見せてくれました。緊張する子もいましたが、先
生のフォローで、皆と一緒に踊れました。私達は、
フルーツバスケット（椅子取りゲーム）に参加したり、
2人 /1 組から 2組、3組とだんだん増え最後は一つ
の輪となるシーシーチャオダンスを楽しく踊りました。
汗をかきながらも嬉しそうで、のびのびと子供らし
い姿でした。 
　一緒のランチタイムでは、愛情の詰まっているお
弁当を残さず食べる姿がほほえましかったです。 
　わずか 3ヶ月で集
団生活がこれほ
ど出来る事に
驚きました。
元気に成長して
欲しいと願います。 

（ボランティアふれあい活動グループ） 

フルーツバスケットをしました フルーツバスケットをしました 

歌と踊りを見せてくれました 歌と踊りを見せてくれました 
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お問い合わせ、ご意見は金沢交流センター（Tel　36-3985）まで 

令和元年9月20日 

各競技の熱戦が展開される！ 
囲碁・将棋・健康麻雀大会を実施 

　6月 15日（土）、囲碁 7人、将棋 8人、健康麻雀 20
人の合計35人の参加を頂き実施しました。 
　囲碁、将棋は少人数ながら普段の練習とは違い、
熱気のこもる競技となり、優勝を目指し熱戦が展開
されました。健康麻雀は女性参加者 5人を加え、4
回戦が展開され 1回ごとに自分の順位、得点を確認
しながら次の試合に臨み、熱戦が展開されました。 
　来年も誘いあってご参加ください。 
　大会の結果は次のとおりです。（敬称略） 
　　　　　  優  勝　　　 準優勝　　　　三  位 
　囲　碁：天和  寛　　 本多  朝夫　　 金子  滋司 
　将　棋：河野  三郎　 草野  秀明　　 相澤  瞭輔 
　麻　雀：西崎  睦夫　 永沢  フキ子　 田村  和雄 

（文化部） 

プール遊びにおおさわぎ 
おもちゃライブラリー 

　8月 6日（火）、2回目のプール遊びを行いました。
　子ども達は水を得た小魚のように、にこにこ嬉し
そうでした。水タンクを背おった新型の水鉄砲をじ
ょうずに使い、子ども達の声がはじけ飛んで楽しそ
うでした。終了時間になっても水から出たがらない
子もいました。（ボランティアふれあい活動グループ） 

10月～12月の行事予定 
環境の日（秋） 
ふれあいハイキング 
生活安全のつどい 
住民文化祭 
グラウンドゴルフ大会 

：10月13日 
：10月19日 
：10月27日 
：11月 9 ～10日 
：11月16日 

皆様の参加をお待ちしております 

　棟札というのは皆さんご存知のように、その建物
の棟上げに際し、願主・旦那・施行職人の名前・建
築の年月日などを記載して、建物の安全・守護を祈
念し、併せて地域の平穏を祈り奉納された木札のこ
とである。さて、森山吉田神社の棟札が日の目を見
るまで日立市内で最古の棟札と言われてきたのは、
泉神社の享禄3年（西暦1530年）の棟札である。とこ
ろが平成 6年発行の『新修日立市史』調査の過程で
森山吉田神社に泉神社の棟札よりもさらに古いものが、
3点発見された。その中には、泉神社のそれより百
年以上も前の応永20年（西暦1413年）のものがあった。
この時調査員のメンバー（私もその一人）の喜び、思
わず感嘆の声声声であった。この時棟札の枚数は、
江戸時代終わりまで29点を数えた。 
　この応永20年の棟札に書かれている文言を見てさ
らにびっくりすることが出てきた。それは、この地
方に大きな影響を及ぼしている領主は佐竹氏とばか

り思われていたが、棟札には、平氏一族が大旦那と
なって八幡神社が、再建されており、佐竹氏の名前
は全然見当たらなかった。吉田神社の棟札の中で佐
竹氏が姿を見せた大永2年（西暦1522年）佐竹義篤（常
陸国守護）が初めてで、この頃坂上地方の支配者が
佐竹氏に移ったことを示している。 
　※日立地方の棟
札について興味の
ある方は（『日立史
苑』8－棟札特集号）
参照。 
（文責　橘　松壽） 

熱戦熱戦だった健康麻雀大会健康麻雀大会 熱戦だった健康麻雀大会 

シリーズ 7 森山・吉田神社と棟札－その2
むねふだ 

大檀那平氏幹・ 
大檀那平智幹 
の名が読める 

大檀那平氏幹・ 
大檀那平智幹 
の名が読める 

応永20年の棟札 
（赤外線カメラによる） 
応永20年の棟札 
（赤外線カメラによる） 


