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　１月から２月にかけて麻生公民館で行われた「春を待

つエコな吊し雛作り教室」。３０分前開始がいつの間に

か当たり前、玉造生活大学の皆さんを講師に迎え毎回、

楽しくできました。初めは不安だった生地集めもお互い

の協力でスムーズに。牛乳パックやペットボトルの蓋を

使ったキャップ作りなども教えていただき、エコに目覚

めた方も。

　平成 21 年度優良子ども会等表彰式が、1 月 30 日に小

美玉市四季文化会館「みのーれ」で開催されました。

　その席上、顕著な活動をしている子ども会育成にあたっ

た功績により、優良子ども会指導・育成者が表彰されま

した。行方市の表彰者は次の方です。

○優良子ども会指導部・育成の部　小沼満男さん

　現在、行方市子ども会育成連絡会の理事として活躍さ

れています。

小沼満男さん　優良子ども会表彰

私だけのお雛様ができました　

　１年間の成果を発表する集いが麻生公民館で行われ

ました。
　舞踊教室の発表は、大ホール。きれいな衣装に身を包
み華やかな舞台に参観者もうっとり。ロビーでは茶道教
室による子ども茶会が開かれました。かわいらしい子ど
も達のお手前にお父さんやお母さんも少し緊張気味で
した。そのほか、バレンタインをテーマにアメやお菓子
を材料にした楽しい親子アレンジメント教室も実施さ
れ、楽しい一日になりました。

　１月２１日（木）に開催された記念大会において、山田在

住の阿部高之さんが茨城県議会議長賞を、行方市農作物

病害虫防除対策協議会が茨城県農林水産部長賞を受賞し

ました。農作物共同防除の導入から現在にいたるまでの推

進を始め、無人ヘリオペレータ、ナビゲーターの育成に尽

力をつくしている功績が認められての受賞となりました。

２月１４日は伝統子ども教室発表会

茨城県植物病疫協会設立
50 周年記念大会

あわせて親子フラワーアレンジメント教室も

opicsT まちの話題

春を待つエコな「吊し雛作り教室」
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玉造西小学校

　２月２日（火）、玉造西小学校（伊能忠雄校長、児童数 47

人）で「琴・尺八のミニコンサートと琴学習会」が開催さ

れました。５・６年生全員に配られたという尺八は校長先

生の手作り！音を出すことが難しいと言われる尺八ですが、

練習を重ね、当日は４名の児童が『ゆうやけこやけ』『若草

の夢』を披露しました。琴の体験では柳町文子さんを講師

にむかえ、琴の基本的な構造や音の出し方の説明を受けた

あと実際に『さくら』の演奏をしました。

尺八と琴を体験しました！

　１月 24 日 ( 日 )、西蓮寺境内とその周辺で文化財防火

デーに伴う消防署と消防団による合同訓練が行われまし
た。
　訓練は、「周辺の山百合の里から出火し、貴重な文化財
を有する西蓮寺の複数の建物に延焼する恐れがある」と
の想定で、参加者約 150 人は、本番さながらの訓練に望
みました。
　市消防団長の鈴木喜昭さんは、「行方市には多くの文化
財があり、火災はいろいろな場合が想定されるので、今
後とも訓練を継続していきたい」と話していました。

国指定重要文化財西蓮寺仁王門ほか　

　1 月 23 日 ( 土 )、地域の高齢者とのふれあいを目的と
した、要小学校（原英夫校長、児童数 127 人）恒例の、
第 34 回正月お楽しみ会が開催されました。
　餅つきやメッセージを記した風船とばし、昔ながらの
どんど焼きなど、保護者も参加して楽しいひとときを過
ごしました。
　同校ＰＴＡ会長の石崎光春さんは、「子どもたちには、
地域のすばらしい習わしを後世に伝えていってほしい」
と話していました。

　２月３日（水）、市内各幼稚園で節分の豆まきが行われま

した。

　北浦幼稚園（森田幸雄園長、園児数 68 人）では、同園

ＰＴＡ役員が扮した鬼に、園児たちは「鬼は外」と大きな

声を出しながら豆を投げ、鬼を追い払いました。最初のう

ちは泣き叫ぶ園児もいましたが、その後、鬼たちとも仲よ

くなり、一緒に記念写真を撮りました。最後には、テレビ

で人気の「ピラメキたいそう」で汗を流しました。

どんど焼きで五穀豊穣を祈る

鬼は外！みんなで豆まき

要小学校正月お楽しみ会

北浦幼稚園

文化財防火デー合同消火訓練
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　生徒会の主催で、通学路や市街地・霞ヶ浦湖岸を清掃

しました。市内の人からいただいた「ご苦労様」の声に

励まされ、軽トラック 1 台のごみを収集しました。同校

２年の中村義季さんは「日頃お世話になっている地元に

貢献出来たことや呼び掛けにたくさんの参加者が集まっ

てくれたことが、とても嬉しいです」と話してくれました。

　市体育協会と教育委員会が共催する「集い」が初めて

開催されました。プログラムは、市のスポーツ振興に寄

与した選手や指導者に対する体育協会表彰（175 名）と

プロスポーツ選手の紹介をメインに楊名時太極拳が披露

されました。旧北浦町出身の小澤英明選手（元鹿島アン

トラーズ、現パラグアイの S ルケーニョ所属）のビデオ

メッセージには参加者 380 名が引きつけられました。次

年度も引き続き開催する予定です。

１月９日（土）　麻生高校

行方市スポーツ振興を考える集い

１月１７日（日）　行方市文化会館

　２月７日 ( 日 ) 北浦公民館において「なめがた狂歌」授

賞式が開催されました。

　「行方市」への関心を高め、情報発信基地「なめがた」

を全国に広めることで豊かな文化と街づくりを図ってい

く目的で全国より狂歌を募集しました。最年少は小学校

６年生から最高齢は９１歳まで幅広い年齢層の６５８名

の方々から１３６３首の作品をご応募いただきました。

＊「狂歌」とは、五七五七七の和歌様式に社会風刺や滑稽・

ユーモアを詠むもので、行方市でも江戸時代に旧麻生藩

の藩士を中心に盛んに行われていたものです。

清掃ボランティアを行いました

茨城県知事賞　
跡継のいない田圃も今年また豊作ですと子達へ便り

行方市南　宮内かつ
茨城県議会議長賞　
ソーラーの余った電気を売った分エコな女房は水を買うなり

東京都町田市　甘利健一
茨城県教育委員会教育長賞
温暖化増える水かさ減る森林気付かなければ消えゆく未来

麻生第一中学校　高須理佳
行方市長賞
霞ヶ浦夕日見てたら忘れたよ今日返されたテストの点数

麻生中学校　森内秀美
行方市議会議長賞
両親の言う事聞かぬ反抗期飯と小遣いだけは受け取る

神奈川県横浜市　阿部　浩
行方市教育委員会教育長賞
残り火の今宵は燃えて熱くなる八十路なれども女は女

鉾田市舟木　中村純子
その他
秀逸１６首・選者賞４首・入選９４首が選ばれました。

「なめがた狂歌」授賞式が開催されました

▲ 受賞者代表の島田俊平君が謝辞
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茨城県スポーツ少年団剣道大会
１月３１日（日）　茨城県武道館

茨城県武道館において行方市を代表して行方少年剣友会
スポーツ少年団が出場し第３位になりました。おめでと
うございます。

１月１６日（土）北浦・麻生・玉造各運動場体育館

行方市近隣スポーツ少年団バレーボール大会

【優　勝】大宮バレーボールスポーツ少年団
【準優勝】Ｗｉｎｋ

１月１０日（日）麻生運動場弓道場

射　初　会

＜団体優勝＞　星野　翔太・山口　泰範・斉藤　勝美
＜射詰の部＞【優　勝】斉藤　勝美
＜射込の部＞【優　勝】斉藤　勝美【準優勝】久保　喜雄
＜金 的 賞＞　元木　康晴

opicsT まちの話題

第 26 回玉造ロータリークラブ杯
ミニバスケットボール大会
２月７日（日）　麻生運動場・北浦体育館

＜男子の部＞
【優　勝】石岡ＫＩＤ　【準優勝】羽生ミニバス

＜女子の部＞
【優　勝】津澄ＭＢＳＳ【準優勝】要ミニバス
【第３位】麻生ミニバス

第４回行方杯　少年サッカー大会
２月７日（日）　麻生運動場

【優　勝】潮来スポーツ少年団
【準優勝】津澄サッカースポーツ少年団
【第３位】小貫サッカースポーツ少年団
【　〃　】玉造山王サッカースポーツ少年団

２月１１日（木）　玉造 B ＆ G 海洋センター

＜形の部＞

～幼・小学１・２年生男子～【優　勝】近藤　一晟

～幼・小学１・２年生女子～【優　勝】石田　美奈

～小学３・４年生男子～　　 【優　勝】山口　朝陽

～小学３・４年生女子～　　 【優　勝】戸村　衣梨子

～小学５・６年生男子～　　 【優　勝】楠　理久

～小学５・６年生女子～　　 【優　勝】中山　朋佳

～　中学男子　～　　　　　【優　勝】萩原　聖大

～　中学女子　～　　　　　【優　勝】小泉　純子

＜組手の部＞

～幼・小学１・２年生男子～【優　勝】近藤　一晟

～幼・小学１・２年生女子～【優　勝】石田　美奈

～小学３・４年生男子～　　 【優　勝】山口　朝陽

～小学３・４年生女子～　　 【優　勝】長峰　湖雪

～小学５・６年生男子～　　 【優　勝】楠　理久

～小学５・６年生女子～　　 【優　勝】石田　佳奈

～　中学男子　～　　　　　【優　勝】若松　芳樹

～　中学女子　～　　　　　【優　勝】石橋　萌永

※本部長杯争奪型競技

～　低学年の部　～【優　勝】近藤　一晟

～　中学年の部　～【優　勝】山口　朝陽

～　高学年の部　～【優　勝】中山　朋佳

※本部長杯争奪戦組手競技

～　低学年の部　～【優　勝】石田　美奈

～　中学年の部　～【優　勝】山口　朝陽

～　高学年の部　～【優　勝】石田　佳奈

最優秀選手　　楠　理久

第 22 回　行方市スポーツ少年団
本部長杯　空手道大会

行方少年剣友会のみなさん

羽生ミニバスのみなさん
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