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楽しい行事や新しい活動など、地域の情報をお寄せください
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　小雨の降る中、11月4日（木）、粗毛・蒲縄・古宿・新田・
宿・田町老人クラブの方々15 名が、ボランティアで麻生
庁舎敷地内の除草作業をしてくださいました。
　このボランティアは今回で３年目になり、参加者の中に
は続けて参加している方もいて、効率よく作業は進み、あ
いにくの小雨模様にもかかわらず、庁舎敷地周りの土手か
ら植え込みの中までとても丁寧な作業で、庁舎敷地が見違
えるようにきれいになりました。どうもありがとうございま
した。

清掃活動ありがとうございました
麻生地区老人クラブ　清掃ボランティア
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　玉造北部地区農業集落排水処理施設が捻木地内に完成し、

11月９日 (火 )、地元区長など関係者が出席して竣工式が行
われました。　
　この施設は、市の北部に位置する捻木、若海、芹
沢、上山、羽生（烏崎）を処理区域とし、処理対象人
員は 1,680 人、1 日当たりの計画汚水量は 454 ㎥、鉄
溶液注入回分式活性汚泥方式により処理を行います。�
　竣工式当日、伊藤市長など 4人が一斉に通水ボタンを押す
セレモニーを行い、施設の稼働を祝いました。

玉造北部地区浄化センター竣工式

住みよい農村集落を築くために

　行方市消費生活センター主催の「食の安全安心の消費者教育」
を、10月８日・15日に小貫小学校（飯島英一校長）の５年生
の家庭科の時間を使い実施しました。「わたくしたちの生命を守
る食のしくみを調べよう」をテーマに、８日は行方市消費生活
センター高埜所長を講師に、自分たちの集めてきた商品の表示
や、センター職員の用意した本物のパッケージの商品表示を利
用したり、『なめがた安心安全くらしの読本』を参考に、日頃意
識しないマークや表示について学習しました。その学習後、15
日には、栄養士の磯山千賀子先生を講師に、行方産の野菜を使っ
たレシピを基に、楽しく又は真剣に調理実習を行いました。

食の安全安心の消費者教育を実施！
小貫小学校

行方市花生産組合

寄せ植え・フラワーアレンジメント教室開催

　行方市花生産組合では、行方市産花の PRと普及を兼ねて

10月 23日（土）に寄せ植え教室、11月 27日（土）にフラワー

アレンジメント教室を開催し、多くの方にご参加いただきま

した。行方市産として、寄せ植えではシクラメン、フラワー

アレンジメントではバラを中心として教室を行いました。

　寄せ植え、アレンジ技術だけでなく、それぞれの花の特性

から育て方まで花のプロである生産者から楽しく学ぶことが

できました。
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　11 月６日と７日の２日間、麻
生運動場において第４回なめが
たあきんど祭が開催されました。
　２日間とも好天に恵まれ、各
種展示販売、アトラクション、
歌謡ショー、模擬上棟式など、
盛りだくさんの内容で、会場に
は主催者発表で約 25,000 人の来
場者が詰めかけました。
　６日には、行方市畜産まつり＆秋の収穫祭も同時開催さ
れ、行方市産の農畜水産物で作った焼肉や豚汁などが無料
で振る舞われました。

opicsT まちの話題opicsT まちの話題

　茨城県指定文化財萬福寺仁王門に安置されている仁
王像の解体修理が２年間にわたって行われ、10 月 10 日
から一般公開されています。
　解体修理は、萬福寺（羽生地内）が稲敷市在住の仏師、
小松崎卓氏に依頼して行われました。今回の解体過程に
おいて、仁王像が享保８年（1723）の制作で、ひのき材・
寄木（よせぎ）造り・玉眼を配した赤色彩色像であるこ
とが判明しました。寺では、今後、市教育委員会に文化
財指定を申請する意向とのことです。

仁王像の制作年代が判明
萬福寺仁王門仏像解体修理

　サッカＪリーグのホームタウンの人々の姿や世代を超
えて紡がれるメッセージなどを紹介する番組「ＢＳ日テ
レ・百年旅行～Ｊリーグのある風景～」で、鹿島アントラー
ズのホームタウンの観光スポットやグルメ情報が紹介さ
れました。
　行方市の撮影は麻生漁協周辺で行われ、鉾田市出身の
タレント磯山さやかさんが帆引き船や天王崎公園の夕日
などを紹介しました。
　番組は、ＢＳデジタル放送のＢＳ日テレで 11 月 20 日
( 土 ) に放送されました。

磯山さやかさんが行方市を紹介
ＢＳ日テレで行方市の観光情報を発信

第 4 回なめがたあきんど祭

行方の魅力を味わう

　11月６日 ( 土 )、玉造工業高校（平沼栄校長）で同校生徒
や保護者、近隣の中学生、地域の方々が参加し、講演会が開
催されました。
　講演したのは、同校卒業生で（株）関電工勤務の松本和将
さん（北浦中出身）と（株）東芝勤務の根本成樹さん（玉造
中出身）。松本さんは技能実演を披露し、根本さんは技能五
輪の内容について映像を交えて講演しました。
　松本さんは、今年 10月に神奈川県で開催された第 48回技
能五輪全国大会で見事銀賞に輝きました。
　松本さんの磨き抜かれた「ものづくり」の様子を、生徒た
ちは食い入るように見ていました。

玉造工業高校講演会

技能五輪全国大会出場選手が講演

磯山さやかさんと麻生漁協関係者の皆さん

餅米の販売実践をする行方小５年生の児童

子どもの家菫の苑あっぱ
れ太鼓の演奏
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　10 月 29 日（金）東京、大田市場で市長、JA なめがた
の中川組合長ほか関係者が販売促進イベントを実施しま
した。
　当日は卸売市場に集まる方にエシャレットとみず菜の
サラダとサラダチンゲン菜、焼きたての焼き芋を試食し
ていただきました。また先着 100 名の方にべにまさりを
１箱プレゼント！大好評であっという間に無くなってし
まいました。市場関係者の方に美味しい行方を PR する
ことができたのではないでしょうか。

大田市場でトップセールス
行方野菜を PR してきました！

　10月 25日（月）、龍翔寺において「声明と雅楽・慰霊祭」

が行われました。鹿行地区の僧侶ら 15人と、鹿島神宮鹿島

雅楽会 11人が共演しました。

　お経と雅楽の共演が寺院本堂に響き渡り、雅楽にあわせて

神前神楽舞が披露されました。龍翔寺の大川副住職は『竜翔

寺保育園で鹿島雅楽会と交流したことがきっかけで今回初共

演となりました。歴史の重みを感じました。』と話してくれ

ました。

「声明と雅楽・慰霊祭」

寺と神社が音でコラボ！

　首都圏の消費者に農業体験や食すことを通じて産地『な
めがた』を PRし、農業者とふれあう機会を設けながら、
行方農業のファンを増やすことを目的に実施された『畑へ
行こう♪農業体験ツアー』。
　当日は天候に恵まれ、親子 10 組 34 名（すべて東京都
在住）が参加してくれました。午前中にレンコン掘り、フ
ルティカ狩り、午後にさつまいも掘りを体験し、昼食は農
家の女性（虹の会／斉藤会長）による野菜豚汁、天ぷら、
サラダ、おむすび、焼肉などを味わっていただきました。
手作りの昼食はどれも好評でした。

畑へ行こう♪なめがた農業体験ツアー
親子でいも掘りやトマト狩りを楽しみました！

第 49 回　茨城県更生保護大会

　10月27日、神栖市文化センターにおいて、「第 49回茨城県更生
保護大会」が開催され、多年にわたる更生保護事業に功績のあった
保護司、更生保護女性会員の皆様が表彰されました。（敬称略）
◎保護司
【全国保護司連盟会長表彰】　髙野　　顕
【関東地方更生保護委員会委員長表彰】　茂木　要一
【関東地方保護司連盟会長表彰】島田　昌和　山口　久喜
【水戸保護観察所長表彰】　矢口　幹男
【茨城県保護司会連合会会長表彰】
武藤壽美江　羽生　文男　益子　明巳

◎更生保護女性会員
【茨城県知事感謝状】　荒井　節子
【水戸保護観察所長感謝状】　諏訪　トヨ
【茨城県保護司連合会会長感謝状】　平山　操子
【茨城県更生保護女性連盟会長表彰】河野あや子　小橋美千代
岡里　静江　石神　友子　小貫せい子

お詫びと訂正
市報 11 月号（№ 63 号）に誤りがありましたので訂正させて
いただきます。ご迷惑をおかけした読者の皆様ならびに関係
各位には深くお詫び申し上げます。�
ｐ 13　長寿と健康をお祝い
（誤） 田一郎　　→　（正）髙田一郎
（誤）羽生ヒデ㐂　→　（正）羽生ヒデ
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10 月３日（日）　北浦運動場体育館

秋季バドミントン大会

●男子ダブルスＡ　
【優　勝】鳥川・根岸　組（ミラクルショット）
【準優勝】森　・李　　組（Golden��Eagle）
【第３位】小沢・大河　組（住金鹿島）中村・高橋　組（住金鹿島）
●男子ダブルスＢ
【優　勝】大和田・稲田組（ウィザード）
【準優勝】大橋・尾竹　組（玉造）
【第３位】小沼・高柳　組（北浦）斎藤・田山　組（玉造工高）
●男子ダブルスＣ
【優　勝】本田・本田　組（かぼちゃクラブ）
【準優勝】石井・吉澤　組（小川シャトル）
【第３位】皆藤・菊田　組（小川シャトル）佐藤・堀井　組（Golden��Eagle）
●女子ダブルスＡ
【優　勝】小松崎・平山組（鉾田二高）
【準優勝】鴨志田・澤幡組（北浦）
【第３位】小川・田村　組（ミラクルショット）柏原・人見　組（鉾田二高）
●女子ダブルスＢ
【優　勝】山口・大竹　組（木曜会）
【準優勝】森田・森田　組（ウィザード）
【第３位】長峰・翁　　組（木曜会）大槻・小堤　組（玉造工高）
●女子ダブルスC
【優　勝】大和田・出頭組（ウィザード）
【準優勝】山口・篠原　組（Golden��Eagle）
【第３位】吉野・佐久間組（Golden��Eagle）長沼・藤岡　組（木曜会）

１０月１７日（日）北浦第２グラウンド

第５回行方市長杯少年サッカー大会

【優　勝】

武田サッカースポ少

【準優勝】

津澄サッカースポ少

【第３位】

要サッカースポ少

手賀サッカースポ少

10 月１７日（日）　玉造 B&G 海洋センター

第１４回玉造杯柔道大会

幼年の部　　　　【準優勝】　鈴木　捷斗（玉造柔道）
　　　　　　　　【第３位】　橋本倖志朗（玉造柔道）
２年男子の部　　【第３位】　鈴木　尊仁（玉造柔道）
３年男子の部　　【第３位】　高栖亜久里（麻生柔道）
４年男子の部　　【準優勝】　鈴木　魁人（玉造柔道）
　　　　　　　　【第３位】　小林健太朗（玉造柔道）
５年男子の部　　【準優勝】　野原　雅人（玉造柔道）
６年男子の部　　【準優勝】　下山田　周（玉造柔道）
５・６年女子の部　【優　勝】　今井　香帆（玉造柔道）

１０月２４日（日）北浦運動場体育館

第１８回ふれあいソフトバレーボール秋季大会

フリークラス
【優勝】球遊会Ａ
ブロンズクラス
【優勝】マミーハーツ
ウィメンズ
【優勝】タイシーズ
ゴールドクラス
【優勝】鉾田ＳＶＣ

１０月２７日（水）セントラルゴルフクラブ・西コース

第１０回行方市民ゴルフ大会

●男子の部
【優　勝】原　　延征　ネット 72.2　（グロス 81）
【準優勝】香取　照夫　ネット 72.2　（グロス 87）
【第３位】羽生　義隆　ネット 73.0　（グロス 77）
●女子の部
【優　勝】小原　洋美　ネット 76.6　（グロス 95）
【準優勝】桜井　まさ子　ネット 76.8　（グロス 88）
【第３位】飯塚　静子　ネット 76.8　（グロス 88）
●ベストグロス（７７）　羽　生　義　隆

≪チャリティ≫
OUT・�IN コースに２カ所設けられたチャリティーホールで、
参加者の皆様から募金をしていただきました。募金総額　
６２，９６７円は市体育協会より市社会福祉協議会へ寄付しました。

１１月３日（水）霞ヶ浦ふれあいランド周辺

第 25 回行方市スポーツ少年団駅伝大会

低学年男子　準優勝　手賀ＳＳＳ　Ｂ
　　　　　　区間賞　大塚　凌（玉造山王サッカーＢ）
低学年女子　第３位　麻生フェニックスＪｒ．Ｃ
　　　　　　区間賞　浜田　桃花（麻生フェニックスＪｒ．Ｃ
高学年男子　優　勝　玉造山王ミニバスＡ
　　　　　　区間賞　吉川　敏史（玉造山王ミニバスＡ）
　　　　　　区間賞　吉川　昇吾（玉造山王ミニバスＡ）
　　　　　　区間賞　根本　　樹（玉造山王ミニバスＡ）
　　　　　　区間賞　平野　達也（玉造山王ミニバスＡ）
高学年女子　準優勝　玉造山王ミニバスＢ
　　　　　　区間賞　堀田　歩実（手賀ミニバス）

１０月３１日（日）麻生運動場弓道場

あきんど祭弓道大会

射込　高校生の部　【第２位】　野口滉司（玉造工）
個人の部　【第４位】　斉藤勝美（麻生）
金的　根本　光（麻生）

１１月３日（水）潮来射撃場

行方市射撃大会

【優　勝】箕輪敏彦　 【準優勝】梶山正昭　 【第３位】坂田好正

球遊会 A

武田サッカースポーツ少年団
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