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　９月４日 ( 土 )、市文化会館で県や市などが主催する人権
啓発講演会が開かれ、ジャーナリストの辺真一（ビョン�ジ
ンイル）さんが「心の国際化をめざして～人権感覚豊かな社
会実現を～」と題して講演されました。
　辺さんはテレビやラジオに多数出演され、朝鮮半島専門誌
「コリア・レポート」の編集長を務めています。
　講演で辺さんは、「日本人、中国人、韓国人それぞれがお
互いの違いを認め合い、わかり合い、尊重することが大事で
ある」と話していました。また、拉致問題や北朝鮮核問題に
も触れ、解決の糸口について自身の見解を述べられました。
　会場には約 400人が詰めかけ、真剣な表情で聞き入ってい
ました。

人権啓発講演会で辺真一さんが講演

心の国際化をめざして 

辺真一�（ビョン�ジンイル）さん

森林や緑を守る大切さを学びました

北浦広葉樹の森　下刈り体験事業

　９月７日（火）、北浦幼稚園で恒例となった食農教育事業
が開催されました。主催してくれたのは虹の会（斉藤悦子
会長）、行方市北浦鍬頭会議（小林賢一会長）、行方市北
浦農業担い手会（塙勝彦会長）の３団体のみなさんです。
　振興センター圃場でのコスモス摘みを楽しんだあと、農
業団体の方が用意してくれたレンコン、シソ、ヨモギなどの
野菜が練りこまれた流しうどん、地元野菜たっぷりの豚汁
やサラダを味わいました。食事の後は、野菜に関するクイ
ズに参加したほか、保護者の方は食と農についての講話を
聞き、地域食文化の大切さや地域農業への理解を深めるこ
とができた一日となったようです。

食と農について学びました！
北浦幼稚園　食農教育事業

　「幸せは口元から～口腔ケアで健康づくり、自分の健康は自分
で守りましょう！～」をテーマに、口腔ケアや毎日の歯磨きの
仕方などを熱心に学んだのは、保健協力員（42 人）のみなさん。
保健協力員さんの健康意識の高揚と自らの健康を守っていただ
くことを目的に行われたもので、水戸市より『歯科衛生士　瀧
川　公子先生』を迎え北浦保健センターで開催されました。口
腔内の状態が悪くなると様々な病気を引き起こすことや、毎日
の歯磨きが間違ったやり方であることを再認識し、手鏡を片手
に正しい口腔ケアの実践方法を実技を通して学びました。参加
者からは、「今までの歯磨きでは、歯肉を痛めてしまうことがわ
かった。正しい歯磨きを子どもや家族、友人にも教えてあげたい」
などの感想が聞かれ、充実した内容となりました。

保健協力員研修会を開催しました
８月３１日　健康増進課

　平成１５年に地元小学校の緑の少年団やボランティアの
方々が植栽したサクラなどの保育のために、毎年下刈りを行っ
ています。今年も武田小と三和小と北浦童太鼓の児童や父兄、
林業関係団体から約１７０人が参加し、行われました。
　児童たちは森林の話や大鎌の使い方などについて指導を
受け、サクラ周辺の下刈りを実施しました。この体験により森林
や緑を守る人の大変さと大切さを学んでくれればと思います。
　その後毎年恒例のスイカ割り大会が行われ、子供達の元気
な様子が伝わってきました。
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50 年にわたり1度も休まず
呼び出しや行司を務め、今
回限りで引退する沼里正男
さんに、奉納相撲の保存と
地域振興に尽力された功績
をたたえ、伊藤市長から感
謝状が贈られました。

opicsT まちの話題

　８月 25日 ( 水 )、武田地区で古くから行われている化蘇
沼稲荷神社例大祭が開催され、平日にもかかわらず、大勢
の見物客で賑わいました。
　当日は、豊作を祈願する奉納相撲が小学生の部と一般の
部に分かれて行われたほか、当番地区である小貫区の女の
子による巫女舞も奉納され、雅楽の調べにのせて古式ゆか
しい舞が披露されました。

奉納相撲・巫女舞

化蘇沼稲荷神社夏祭り 

　８月 17 日 ( 火 )、「それぞれのふるさとに、それぞれ
の一番がある」のフレーズでおなじみのＮＨＫ平日昼の
人気番組「生中継ふるさと一番！」で、霞ヶ浦の帆引き
船が紹介されました。
　出演は、女優の奥山佳恵さんとＮＨＫの澗隨操司（か
んずいそうし）アナウンサー。番組では、麻生漁協組合
長の吉崎佐兵衛さんが案内役となり、帆引き船を復活し
た想いやこれまでの努力などを説明しました。また、同
組合の若手の皆さんが生放送中に白い帆を上げる様子
を実演し、番組を演出しました。
　霞ヶ浦に浮かぶ帆引き船の順風満帆な姿に、多くの視
聴者が感動をおぼえたのではないでしょうか。

生中継ふるさと一番！
行方市がＮＨＫテレビで全国に生中継されました

　８月28日 ( 土 )、児童養護施設「るんびにー」（芹沢）
の納涼祭が玉造地区民生委員児童委員や消防団員など地
域の皆さんが参加して開催されました。
　この催しは、当施設で共同生活している児童がアトラク
ションを通じて地域の皆さんとの交流することにより、こ
の地域で生活する喜びを感じてもらうことを目的としてい
ます。
　当日は、隣接するグループホームに入所されている方も
招待され、参加した約150人は、ニジマスのつかみ取りや
花火大会など、楽しいひとときを過ごしました。

地域の皆さまに感謝を込めて
「るんびにー」納涼祭

全国金魚すくい選手権大会結果報告
　8月22日（日）、約 5,000人が参加して奈良県大和郡山
市で開催された「第16回全国金魚すくい選手権大会」で
上位入賞した行方金魚すくいの会の関係者などが、伊藤市
長を表敬訪問し、成績を報告しました。
　973 名が参加した小中学生の部で、杉山久美子さん（千
葉県香取市立佐原小 5年）が1位からわずか2匹差の 48
匹をすくって3位、小田彩音（あやね）さん（現原小 4 年）
が 41匹をすくって7位、大河晴哉（せいや）さん（手賀小3年）
が 32匹をすくって17位に入りました。
　同大会は、「ポイ」と呼ばれる金魚をすくう道具1枚を使
い、3分間で何匹すくったかを競うもので、杉山さんは「もっ
と練習をして、来年は優勝したいです」と話していました。

今年の巫女舞は、小貫小学
校 6 年生で、左から男庭あ
さひさん、浅野結愛（ゆめ）
さん、野原実輝（みき）さ
んの３名が演じました。
　　※写真は浦安の舞
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　８月 28日（土）、白浜ウォーキング大会が開催されました。

今回のコースは大和３小をスタートし、白浜ウォーキングセ

ンター前をとおり北浦大橋で折り返す約５キロ。

　７５名の参加者の皆さんは、楽しくおしゃべりをしながら

良い汗をかき、充実した時間をすごせたようです。

　日頃の運動不足解消、メタボ予防には手軽に始められる

ウォーキングがとても有効です。

　１０月２日には第３回行方市ウォーキング大会を実施しま

すのでみなさん是非ご参加ください。

運動不足解消、メタボ予防に！

白浜ウォーキング大会

　JICA 筑波より農業技術の研修のためにガーナ、ラオ
ス、ケニアから来日している4名の方が麻生高校を訪れ、
同校の 1年生 41 名と交流しました。
　生徒の皆さんからの質問タイムでは『日本で好きな
場所はどこですか？』『お寿司のネタでは何が好きです
か？』などの質問に研修員の方が丁寧に答えてくれてい
ました。最後はそれぞれ出身国の説明を受けました。慣
れない英語でのやりとりに緊張もしましたが貴重な国
際交流の体験となったようです。

世界に目を向けて
JICA 海外研修員の方が麻生高校に！

　９月19日(日)玉造公民館において「第２回なめがた狂歌」

授賞式が開催されました。その後、霞ヶ浦ふれあいランド

狂歌の小径において、第１回と第２回の県知事賞作品の歌

碑除幕式もあわせて行われました。

　「なめがた狂歌の行方市」への関心を高め、文化活動の活

性化を目的として全国より狂歌を募集しましたところ、北

海道から九州までの全国各地より、また 11 歳から 96 歳ま

での幅広い年齢層の 416 名の方々から 987 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。

茨城県知事賞
初めての家庭菜園チビ茄子と曲がりきゅうりに弾む食卓
　　　　　　　　　　　　　　　栃木県壬生町　松嶋敬子

茨城県議会議長賞
老いて尚定年無しの農作業今日も見回る梅雨の青田を
　　　　　　　　　　　　　　　龍ヶ崎市長山　松塚悦子

茨城県教育委員会教育長賞
あげたえさ少し残した我が金魚世の中そんな甘くないのよ
　　　　　　　　　　　　　埼玉県浦和中学校　仲川暁実

行方市長賞
広告の裏白ければ勿体ない歌でも句でもすき間なく書く
　　　　　　　　　　　　かすみがうら市坂　香取美津江

行方市議会議長賞
すぐ辞める総理よりもりっぱだね万年ひらのうちの父ちゃん
　　　　　　　　　　　　　　　水戸市渡里町　塙　真弓

行方市教育委員会教育長賞
どなたにも優しくされていないからワタシがワタシを優しくするの
　　　　　　　　　　　　　　　千葉県多古町　斎藤典子

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
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８月２１日（土）玉造運動場テニスコートほか２会場

行方市近隣市町村小学生ソフトテニス大会

低学年男子の部
　【優　勝】山野・小林　組（潮来・龍ヶ崎ドラゴン）
　【準優勝】高野・小林　組（霞ヶ浦ソフトテニス）
低学年女子の部
　【優　勝】久保木・長友（美）組（潮来ソフトテニス）
　【準優勝】馬場・大塚　組（潮来ソフトテニス）
高学年男子の部
　【優　勝】五来・石神　組（土浦ジュニアソフトテニス）
　【準優勝】山口・塚本　組（霞ヶ浦ソフトテニス）
高学年女子の部
　【優　勝】山本・川島　組（潮来ソフトテニス）
　【準優勝】樽見・松本　組（霞ヶ浦ソフトテニス）
　【３　位】吉川・大和田　組（玉造山王ソフトテニス）
　　　　　　松澤・久松　組（土浦ジュニアソフトテニス）

夏季グラウンドゴルフ大会

８月２６日（木）高須崎公園

【優　勝】滝原　清重【準優勝】野原　たか
【第３位】真家　幸治

８月２２日（日）北浦運動場テニスコートほか２会場

行方杯（総の宮）ソフトテニス大会

一般男子【優　勝】栗股・平沼　組（ＡＬＢＡＲ ’ Ｓ）
一般女子【優　勝】大原・根本　組（鉾田二高）
成年女子【優　勝】宍戸・野口　組（鹿島クラブ）
シニア 45【優　勝】鬼澤・石山　組（鉾田・潮来）
　　　　　【準優勝】出沼・平野　組（玉造・石岡）
シニア 55【優　勝】石川・伊佐山　組（潮来クラブ）
シニア 65【優　勝】佐藤・野本　組（結城クラブ）
シニア 71【優　勝】吉田・阿部　組（水戸シニア）

行方市長杯スポーツ少年団バレーボール大会
８月２８日（土）麻生運動場体育館

【優　勝】成沢ＶＭＧ
【準優勝】中小バレーボールスポーツ少年団

Ｂ＆Ｇ全国ジュニア水泳競技大会
８月２０日（金）東京辰巳国際水泳場にて開催され、行方市

からは県大会（全国大会予選）を突破した。４名の選手が

参加しました。結果はメダル獲得とはなりませんでしたが、

貴重な経験を積み、今後につながる大会になりました。来

年の活躍が期待されます。

浜田瑞稀　小学３・４年女子　（平泳ぎ・バタフライ）
根本凌慈　小学３・４年男子　（自由・背泳ぎ）
羽生雄大　小学３・４年男子　（自由・平泳ぎ）
風間遥貴　小学３・４年男子　（自由・バタフライ）

　９月４日（土）、天王崎公園で『サマーフェスタ in 天
王崎』が開催されました。ダンスショー、キッズダンス、
よさこい、模擬店など、盛りだくさんのイベントでした。
暑い中、集まった子供たちは華麗なダンスを披露してく
れました。

サマーフェスタ IN 天王崎
厳しい残暑にぴったりの熱いイベント！

　毎週月・火曜日に水戸市泉町の泉町会館で行方出荷組
合連合会（橘川廣会長）が中心となって行方産新鮮野菜
を販売しています。
　行方市で収穫されたばかりの新鮮な野菜がたくさん並
ぶ店内には午前 10時の開店とともに近くに住む主婦の方
や近くに買い物に来た方などたくさんの方が訪れていま
した。毎回買いにきているという常連の方も。『新鮮な野
菜が安く買えるから楽しみにしている』と話してくれま
した。毎回、規格外の野菜などの特売品もあり大変人気
があるそうです。

行方出荷組合連合会（橘川廣会長）

水戸市で行方産新鮮市が開催されています
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