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　11月20日、ゴスペルコンサートや講演活動などで国内
外で幅広く活躍されている市岡裕子さんを招き、講演会が
開催されました。
　市岡さんは、喜劇俳優だった故・岡八郎さんの長女で、
講演では、うつによる母の自殺、弟の死、父のアルコール
依存など、ご自身が苦難に見舞われる中、アメリカでゴス
ペルと出会い、慰められたことなど、人生経験から学んだ
生き様についてお話しいただきました。
　力強いゴスペルの歌声に、市文化会館に詰めかけた 512
名の来場者から、大きな拍手が送られました。

青少年健全育成講演会

市岡裕子さんがゴスペルソングを披露

　11月 20日、東京都内で第 11回高校生ものづくりコン
テスト全国大会が開催され、玉造工業高校（平沼栄校長）
の電気科３年、茂木祐太さん（玉造中出身）が電気工事部
門で優勝、情報技術科３年、二重作慶貴さん（鉾田南中出
身）が電気回路組立部門で準優勝の好成績を収めました。
　このコンテストは、創造性豊で課題に果敢に挑戦できる
人材の育成を目的に開催され、2人は、11月 22日に伊藤
市長を表敬訪問し、成績を報告しました。
　茂木さん（写真右）は、「就職後、技能五輪に挑戦した
い」、二重作さん（写真左）は、「大学に進学し、電気につ
いて勉強したい」とそれぞれ決意を述べていました。

　内閣府では、年齢にとらわれず自らの責任と能力におい
て自由で生き生きとした生活を送る高齢者を「エイジレス・
ライフ」実践者として広く紹介しています。
　この度、91歳を迎えた現在でも、ボランティアグルー
プ「歌と日本舞踊の会」の会長として活動している米澤精
一さん（次木在住）に、蓮舫内閣府特命担当大臣から「エ
イジレス章」が授与されました。
　米澤さんは、月1回程度、高齢者施設を訪問し、会員と
ともに日舞等を演じ、高齢者福祉の向上に貢献され、「受
章を励みに、今後も続けていきたい」と話していました。

高校生ものづくりコンテスト全国大会

米澤精一さんにエイジレス章　授与

玉造工高生徒が優勝と準優勝

エイジレス・ライフ実践者

　12月3日から25日まで、麻生公民館駐車場において、
イルミネーションフェスティバルが開催されました。
　このイベントは、行方市商工会青年部が中心となって毎
年行われ、約５万個の電球が冬の夜を彩りました。
　12月3日に行われた点灯式では、各種模擬店が軒を連
ねたほか、ハンドベル演奏や市内中学校合同によるブラス
バンド演奏、各種団体によるよさこいソーランなど多くの催
し物が開催されました。
　点灯式当日は、約 1,500 人の来場者で賑わいました。

イルミネーションフェスティバル

冬の夜を彩りました
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緑の少年団結団式が行なわれました

玉造中学校

opicsT まちの話題

　幼稚園児・小学３年生・小学６年生・中学３年生を対象に
文化会館において実施しました。10月4日、小学 3年生が人
形劇団ひとみ座による「賢治のカバン」、10月12日小学 6年
生が劇団青い鳥ティアティカル・カンパニーによる「正劇アラ
ビアン・ナイト」、10月25日中学 3年生が麻布劇団市ホワイト・
エンゼルによる「Ａｎｇｒｙ」、11月22日幼稚園児が劇団青
い鳥ティアティカル・カンパニーによる「泣いた赤おに」の舞
台劇を鑑賞しました。公演終了後には、出演者と握手したり、
記念撮影をしたりと、出演者と一体となり有意義な芸術鑑賞と
なりました。

行方市芸術鑑賞教室

芸術鑑賞を楽しみました

　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
から分離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。
　今年の当番地区は馬場尻区でした。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る舞われ、たくさ
んの人が出来上がったばかりのどぶろくを味わっていま
した。

今年も上々の出来でした
春日神社　どぶろく祭り

　10月 25日～ 27日と11月 15日～ 16日の５日間、東
京都板橋区ハッピーロード大山商店街で「なめがた野菜
どっさりフェア」を開催しました。同フェアは１月に続いて
２回目の開催で、今回は市内７つの農業団体が合同で実
施しました。
　地元農産物を生産者が直接販売するこの企画は、テレビ
番組で紹介されたこともあり、連日大勢の買い物客で賑わ
いました。新鮮でおいしい農産物販売のほか、野菜ソムリ
エによる試食提供や農業振興センターによる焼きいも販売
も好評で、長蛇の列ができるほどの売れ行きでした。

生産者が都会でなめがた野菜を販売ＰＲ
なめがた野菜どっさりフェア

　11月29日、玉造中学校全校生徒 337 名を団員とする緑
の少年団の結団式及び子どもの森づくり推進事業が行われ
ました。
　第一部は結団式として、学校長あいさつ、茨城県緑の大
使からのメッセージ、県緑化推進機構の田村理事長による
緑の講和、団旗の授与、生徒代表の渡邊栞奈さんの緑の
少年団としての誓いのことばを述べ閉会しました。
　第二部としてシャラの記念植樹を行い、生徒たちの質問
に答えながら、全員が緑の大切さを学びました。
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『行方市総合計画後期基本計画』策定に係る絵画・作文コンクール受賞作品発表

ふるさと行方市の将来像と
ぼくの夢、私の未来

　市ではまちづくりの仕事をしていく上で基本となる『総合計画』後期 5ヵ年計画を作成しています。
　市民のみなさんとともに考えまちづくりを進める、明るい未来の計画とするため、今回、次代を担う中学生の皆さんに、
行方市の将来像を考えていただきました。絵画部門 26 点、作文部門 529 点とたくさんの応募の中から厳正なる審査
の結果、絵画 9点、作文 20 点の優秀作品を選考し、11月19日（土）、麻生公民館において表彰式が開催されました。
優秀作品に選ばれたのは下記の方々です。入賞おめでとうございます。

絵画部門　受賞者

学　校 氏　名

行方市長賞 北浦中 1 年 河野　遥南

行方市議会議長賞 北浦中 1 年 高正　大輔

行方市教育長賞 北浦中 3 年 田所　優香

行方市総合計画
審議会長賞

北浦中１年 野原　実輝

北浦中３年 青木友香理

入　　選

麻生中１年 箕輪　美和

麻生一中１年 稲川　夏帆

北浦中３年 齋藤　美紀

玉造中１年 橘川　結衣

作文部門　受賞者

学　校 氏　名
行方市長賞 北浦中 1 年 高野　優衣

行方市議会議長賞 北浦中 3 年 野原　美希
行方市教育長賞 麻生中 3 年 額賀　七彩

行方市総合計画
審議会長賞

北浦中 1 年 和田　美里
麻生中 1 年 杉山　奏絵
北浦中 1 年 河野　遥南
北浦中 1 年 亀田　千晶
麻生一中１年 稲川　夏帆
玉造中３年 高野　恵里
玉造中２年 山中　麻未

入　　選

麻生中３年 須田　千尋
北浦中１年 河野　彰弘
北浦中２年 成田　真子
麻生中３年 宮内　美咲
麻生中３年 越川明日美
麻生一中 1 年 村松ありす
玉造中１年 代々城姫佳
玉造中３年 磯山　綾花
玉造中１年 山崎　達也
北浦中３年 飛騨　祐花絵画の部（市長賞）河野遥南さんの作品

作文の部（市長賞）、高
野優衣さんが入賞作品を
朗読発表しました
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１１月２０日（日）　潮来市かすみの郷

軟式野球後期大会

　優勝、準優勝の下記のチームが市代表として、来年開催される
水郷大会に出場予定です。活躍が期待されます。
【優　勝】黒潮クラブ（行方市）
【準優勝】ブラックエンジェルス（行方市）

５/２２・９/３・１１/２０　北浦運動場体育館

第６回市内女子ミニバス親善リーグ戦

【優　勝】津澄ＭＢＳＳ　【準優勝】麻生ミニバス
【第３位】玉造山王ミニバス

11月 23 日（水）北浦運動場体育館

第６回バスケットボール大会

男子の部【優勝】　アレグロ　女子の部【優勝】　Ｑｕｅｅｎ ‘ ｓ

１１月２７日（日）麻生運動場体育館

行方市バレーボール連盟大会

【優　勝】暖心倶　【準優勝】南愛球会　【第３位】Lovers

１１月２０日・２７日　北浦運動場第１グラウンドほか

第１２回社会人サッカー大会

【優　勝】ＢＩＤＡＮ　　【準優勝】上山ＦＣ
【第３位】ＦＩＮＡＬＳ【第４位】ＫＦＣ

１１/２６日・２７日　北浦運動場体育館ほか５会場

第６回行方杯ミニバスケットボール大会

【団体表彰】
男子の部　　　　　　【準優勝】玉造山王ミニバス　
女子の部　Ｂブロック【第３位】津澄ＭＢＳＳ
【個人表彰】
優秀選手　高柳颯人（玉造山王ミニバス）・茂木杏奈（津澄ＭＢＳＳ）

１２月３日（土）麻生運動場体育館

第６回行方市長杯卓球大会

＜団体戦＞
（男子）【第３位】北浦中学校（行方市）
（女子）【第３位】玉造中学校（行方市）
＜シングルス＞
（男子）【第３位】舟串郁哉（玉造中）

１２月４日（日）玉造運動場体育館

行方市民インディアカ大会

【優勝】てんとうむし【準優勝】ポップコーンＢ【第３位】ポップコーンＣ

１２月３日（土）麻生運動場弓道場

行方地区弓道大会

【団体優勝】　深沢辰五郎・久保喜雄・高野敬光
【射詰優勝】　大崎真一
【射込優勝】　高野敬光
【金　　�的�　　賞】　柳町照夫・大崎真一

玉造山王ミニバス

１２月４日（日）北浦運動場体育館

第６回行方市長杯剣道大会

団体戦�
【優　勝】納場剣道スポ少Ａ
個人戦（高学年の部）
【優　勝】吉川直輝（行方少年剣友会）【第３位】大川翔隆（小高少年剣友会）
個人戦（低学年の部）
【第３位】箕輪　羽月（行方少年剣友会）

津澄ＭＢＳＳ

全国体育指導委員功労者を受賞

　11月10日・11日、東京都「東京体育館」を会場に開催された “第
52 回全国スポーツ推進委員研究協議会 ” の表彰式において、行
方市体育指導委員　中澤侯晴さんが長年の功績により表彰を受け
ました。
　中澤さんは、旧玉造町から合併後の当市において体育指導委員
として生涯スポーツの普及・推進・総合型地域スポーツクラブ設
立に向けご尽力されております。おめでとうございます。

ＢＩＤＡＮ
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