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　11 月 19 日、麻生高校で同校ＯＢである箕輪光博さん

が講演を行いました。箕輪さんは、東京大学農学部で林

学を学び、同大学の教授となってからは森林の評価と管

理について研究を重ねてきた方です。現在は、大日本山

林会の副会長として森林・林業の啓蒙・普及活動に取り

組んでいるそうです。当日の講演では『森が支えるエコ

社会』という演題で森林の働きや日本林業の現状などを

説明し、森林の重要性について話してくれました。

　三和在住の河野眞さんが、瑞宝単光章を受賞されまし

た。河野さんは、統計調査員として国勢調査や農林業セ

ンサスといった基幹統計調査はもとより、各種統計調査

に 53 年という永きにわたり従事され、その功績が認め

られ今回の受賞となりました。

　11 月 11 日に叙勲伝達式では、総務大臣より勲章並び

に勲記の伝達を受け、その後皇居にて天皇陛下の拝謁を

仰ぎ、心温まるお言葉をおかけ頂いたそうです。

エゴ社会からエコ社会へ

河野眞さん　瑞宝単光章受賞

箕輪光博さん　講演（麻生高校）

平成２１年　秋叙勲

　平成２１年１１月１２日（木）にひたちなか市文化会

館において農業農村シンポジウム２００９が開催されま

した。その中で茨城県美しい水土里づくり優良活動表彰

式が行われ、手賀・資源を守る会（磯山　勇 会長）が農地・

水・環境保全向上対策部門の優秀賞（茨城県農林水産部

長賞）を受賞されました。日頃の農村環境の質的向上を

図る活動が認められての受賞となりました。

　大好きいばらき県民会議主催第 37 回花と緑の環境美化
コンクールにおいて次の団体が表彰を受けました。これ
は、花いっぱい運動の推進に対する日頃の取り組みが評
価されたものです｡ 茨城県知事賞を受賞した大和第二小
学校は「花と緑の県民運動」モデル学校に指定されます｡
　茨城県知事賞  　大和第二小学校（学校の部）
　茨城県教育委員会教育長賞    行方小学校（学校の部）
　大好きいばらき県民会議理事長賞
　　癒しの郷フラワークラブ 四鹿・杉平地区 （地域の部）

「手賀・資源を守る会」

花と緑の環境美化コンクール

茨城県農林水産部長賞

日頃の取組みが評価されました！
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新行方バーガーは「かもパックン」！
記者発表されました

与謝野晶子の旅した弐湖の国なめがた

男女共同参画推進＆創作藝術鑑賞集会

今年も盛況でした

　行方市商工会が地域資源∞全国展開プロジェクトとし

て取り組んでいる「行方バーガー」の第 4 弾商品「かも

パックン」が新登場！ 新撰組初代筆頭局長の芹澤鴨にち

なみ、パティは、地元農家の合鴨農法で育った上質な鴨

肉と鶏肉をミックスし、テリヤキソースをからめ、黒胡

椒でピリッとアクセントをつけました。行方産のセリや

わさび菜などの新鮮野菜と、練り梅のさわやかな酸味で、

さっぱりとした食感を楽しむことができます。「かもパッ

クン」は、観光物産館「こいこい」で販売されています。

どぶろく祭り

　１1 月 23 日、今年も恒例のどぶろく祭りが開催されま

した。どぶろく祭りは平安時代の初期、奈良の春日神社

から分祀した青沼の春日神社の建立を祝って始められた

五穀豊穣のお祭りです。

　今年の当番地区は青沼区台組。新米を使って仕込んだ

どぶろくは夜遅くまで参拝客に振舞われました。

　１１月２８日（土）、行方市及び行方市商工会主催による行

方市男女共同参画推進の集いと創作藝術の集いを兼ねた集会

が開催されました。

　はじめに、朗読ボランティア四つ葉会が、この旅で晶子の詠

んだ短歌（与謝野晶子『深林の香』）３４首から１８首を選び

朗詠しました。常磐線石岡駅から今は廃線になった鹿島鉄道に

乗り換え浜駅で降り蒸気船で鹿島へ向かいました。そのときに

詠んだ歌が披露されると晶子に『みだれ髪』のイメージしかな

かった方が多いためか参加者から感嘆の声がありました。

　　　桃浦に古船待てり乗るべきかいかに鹿嶋のことぶれもなし

　講演会では、財団法人三国路与謝野晶子紀行文学館館長の

持谷靖子先生が「晶子と子生み～みなかみの女将が語る男女共

同参画社会～」をテーマに、晶子の子育てと仕事の両立や夫を

支え続けた逞しい女性像などを数々の資料を基にお話されまし

た。また、晶子が民話などの研究をしていた姿も紹介されました。

　また、ひとりオペラ「与謝野晶子　みだれ髪」―歌生み・子

生み－では、持谷先生の台本と作曲家仙道作三氏の作曲・演出

による約２時間のオペラの鑑賞時間が創られました。『みだれ髪』

をソプラノ歌手のアリアで創り上げられ、晶子の生き様が

分かりやすく表現されており、当地方ではなかなか鑑賞機

会のないオペラに参加者は聞き入っていました。

　会場を後にする参加者からは、「与謝野晶子を観光資源

として活用すべき」とか「有料でも良いから昔の北浦町時

代のように芸術鑑賞の機会を設けて欲しい」などの声が上

がっていました。
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　行方産の農水産物のおいしさを知ってもらうため、11

月 21 日、道の駅たまつくりで開催しました。農業団体の

協力のもと、焼肉や鯉料理の試食、牛乳の試飲、切り花

配布、卵のつかみ取りなど、多くの来場者で賑わいました。

また、元気なめがた大声コンテストが開催され、愛知県

から行方市に家族で引っ越してきたという女性が、「行方

の食べ物がおいしくて永住を決めた」と叫んでいました。

なめがたを味わいました！

消費生活出前講座を実施！

カシコイ消費者となるために

　青少年育成行方市民会議・行方市ＰＴＡ連絡協議会・
行方市男女共同参画研究会が主催で開催し、339 名の参
加がありました。青少年の主張発表会では、代表の阿部
源司君（麻生中２年）をはじめ、各中学校から 4 名の発
表があり、中学生らしいみずみずしい感覚での主張は、
参加者を感動させるすばらしい内容でした。また、講演
会では、義家弘介氏（ヤンキー先生）を講師に迎えました。
波乱に満ちた幅広い経験と実績による講演は、本気と勇
気の大切さを熱く伝える内容のメッセージで好評でした。

麻生フェニックスハンドボールクラブ

川端文部科学大臣から表彰を受けました

行方秋の収穫祭

　平成２１年度生涯スポーツ優良団体表彰式が都内霞ヶ

関の中央合同庁舎で開催されました。当市の麻生フェニッ

クスハンドボールクラブは、平成元年より活動を始め

２０年が経過し、その間スポーツの普及・青少年の健全

育成などさまざまな分野での活躍が認められ受賞となり

ました。おめでとうございます。

青少年の主張発表会及び青少年健全育成講演会

１１月１４日（土）　行方市文化会館で開催されました

　市内の各老人クラブで、『高齢者が被害に遭いやすいト
ラブルについて』の出前講座を実施し、参加者から積極
的な質問などが出され、身近な問題として捉えながら真
剣に、また和やかに開催できました。また麻生高校にお
いて『カシコイ消費者となるために』と題して、若者を
狙う悪質商法や携帯電話・インターネットなどのトラブ
ル未然防止等について学習し、実際にあった事例を寸劇
にして高校生に行ってもらい、参加型の講座を行いました。
　行方市消費生活センターでは、こうした出前講座を今
後も引き続き開催していきます。▲左から１番目が受賞された小貫さん
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鹿行地区スポーツレクリェーション

市内女子ミニバス親善リーグ戦
５月３１日・８月９日・１１月２９日

11 月 18 日（水）ノースショアカントリークラブ

１１月２２日（日）　北浦運動場体育館

ソフトバレーボールの部
A ブロック【優勝】飛龍会　B ブロック【優勝】潮来
BRS　C ブロック【優勝】鉾田 SVC　C

グラウンドゴルフの部
男子の部

【優　勝】大槻俊造
【準優勝】竹田芳晴

女子の部
【優　勝】理崎いね
【準優勝】成島恵美子
【第３位】安松ヨシエ
【第４位】工藤スミ
【第５位】中根輝子

行方市バスケットボール大会

市内８チームの参加により開催されました。
【優　勝】津澄 MBSS【準優勝】要ミニバス
【第３位】玉造山王ミニバス　

●男子の部
【優　勝】佐山　正　
【準優勝】吉田　敏晴
【第３位】横瀬　孝　

●女子の部
【優　勝】飯塚　静子
【準優勝】山崎　泰子  
【第３位】小原　洋美

●べストグロス 7 ５　平山　勝己

行方市体協クレー射撃大会

行方市民ゴルフ大会

１１月３日（火）　潮来クレー射撃場

【優勝】小野口康資【準優勝】石川昭【第 3 位】後谷米蔵

１１月１９日（木）　高須崎公園グラウンドゴルフ場

秋季グラウンドゴルフ大会

各地区予選を通過した１５５名の参加により開催されま
した。

【優勝】滝原清重【準優勝】仲島椿吉【第 3 位】斉藤昭夫

≪チャリティ≫
IN・OUT コースに２カ所設けられたチェリティーホールで、参加
者の皆様から募金をしていただきました。募金総額８４, ５３０円
は行方市体育協会により行方市社会福祉協議会へ寄付しました。

＜男子＞【優勝】アレグロ【準優勝】七武海
＜女子＞【優勝】北浦クラブ

行方地区弓道大会
１１月２８日（土）　潮来高校弓道場

【団体優勝】柳町照夫　　三崎裕也　　初鳥敏勝
射詰　【優　勝】斉藤　勝美
射込　【優　勝】武田　美代子　【準優勝】三崎　裕也
　　　【第３位】河須崎　恒
金的　斉藤　勝美　高野　敬光

行方市長杯剣道大会
１２月６日（日）　北浦運動場体育館

団体戦
【優勝】堅倉剣道スポーツ少年団 A【準優勝】鉾田剣友会

個人戦（低学年の部）
【優　勝】吉川直輝（行方少年剣友会）
【準優勝】奈良嵜柊希（牛堀少年剣道愛好会）
【第３位】目黒翔平（牛堀少年剣道愛好会）
【第３位】大川翔隆（小高少年剣友会）

個人戦（高学年の部）
【優　勝】浅野笑乃（堅倉剣道）
【準優勝】村田裕輔（納場剣道）

行方市長杯卓球大会
１２月６日（日）　麻生運動場体育館

８校１２３名の参加により開催されました。
＜団体戦＞（男子）【優勝】大洋中【準優勝】鉾田南中

（女子）【優勝】牛堀中【準優勝】麻生中
＜シングルス＞（男子）【優勝】栗山涼太（鉾田南中）

（女子）【優勝】加藤綾華（牛堀中）【準優勝】前川紗也加
（麻生中）

１１月２９日（日）麻生運動場体育館ほか

行方市バレーボール連盟大会

【優勝】暖心倶【準優勝】玉川クラブ【第３位】南愛球会
【第３位】小貫クラブ

１２月６日（日）玉造運動場テニスコートほか

行方杯ソフトテニス大会

【優勝】暖心倶【準優勝】玉川クラブ【第３位】南愛球会
【第３位】小貫クラブ

１１月２２日（日）・１２月６日（日）　北浦運動場ほか

社会人サッカー大会

【優勝】上山 FC【準優勝】BIDAN【第３位】R ３５５

１２月６日（日）玉造Ｂ＆Ｇ海洋センターアリーナ

インディアカ大会

【優　勝】てんとうむし A【準優勝】ポップコーン A
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