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　第 31 回全国中学生人権作文コンテスト茨城県大会に
おいて、北浦中学校１年の中野楓夏さんが、応募総数
18,293 編の中から優良賞（10編）に入賞しました。
　入賞作品の「人として生きる権利とは？」は、思いやりの
心の尊さについて、中野さん自身が心に感じたことを綴っ
た作品です。
　一人一人はみな違いますが、誰もがかけがえのない人間
として尊重され、差別のない平和なまち、思いやりの心が
育つ社会を築いていきましょう。

北浦中 1 年　中野楓夏さん

人権作文コンテスト優良賞

　震災による被害を受け、水が張れない状態だった霞ヶ浦
ふれあいランドの水遊び場が花でいっぱいの素敵な花壇の
ある公園に生まれ変わりました。これはふれあいランドの
依頼を受け、「花で彩るまちづくりスタッフ」がボランティ
アで行ったものです。
　同団体が秋から種まきや挿し木等で育てたストックやカ
スミソウ、ガウラ、クリスマスローズ等約1,000 本を含む
苗を 12月 23日に植栽しました。「この公園を訪れる人々
が元気になり、くつろげるような場所になるといいと思い
ます」と会員のみなさんが話してくれました。

花で彩るまちづくりスタッフ

霞ヶ浦ふれあいランド　震災復興公園

　潮来市から鉾田市までの約31㎞にわたる東関道水戸線の道路設
計及び用地調査説明会が、12月 9日、11日、13日、14日の 4日間、
麻生公民館と北浦公民館で開催されました。
　�東関道水戸線は、東京から水戸市までの延長約140㎞の高速道
路で、千葉県側から潮来 ICまでと、水戸市側から茨城空港北 IC
までの区間は、既に開通しています。
　今回、道路の設計内容や今後の事業の流れについて、国土交通
省関東地方整備局常総国道事務所の担当者が直接説明し、市民か
らは、用地調査の方法などについて質問がありました。行方市を
含む鹿行 5市は、茨城空港北 ICから（仮称）鉾田 ICまでの区間
が供用開始となる平成27年度の開通に合わせ潮来 ICから（仮称）
鉾田 ICの区間も開通出来るよう、関係機関に働きかけを行って
います。

東関道水戸線潮来―鉾田間道路設計及び用地調査説明会

地元説明会が開催されました

　12月28日～30日の3日間、霞ヶ浦ふれあいランドで『歳

末漁師市』が開催されました。

　４0年ぶりに復活した『寒曳き』によるシラウオやわか

さぎをはじめ、『鯉のうま煮』やお正月にぴったりの『佃煮』

など、たくさんの湖の幸が揃いました。また、試食コーナー

では、漁師さん達が新鮮なお魚を調理し、唐揚げや天ぷら

などたくさんの試食品が用意されました。霞ケ浦・北浦で

とれる新鮮でおいしいお魚を浜値で販売するとあって、初

日からたくさんの人で賑わいました。

歳末漁師市　～生産直売会～

新鮮でおいしいお魚を浜値で販売！
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　12月16日に北浦幼稚
園にサンタさんが来てく
れました。プレゼントに
子ども達は大喜び！
　その後、年長さんはヘ
ンゼルとグレーテルの舞
踊劇を演じ、年少さんは
サンタのコスチュームで歌とダンスを発表して、お家の方に
観てもらいました。楽しい一日を過ごしました。

北浦幼稚園　クリスマス会

サンタさんからプレゼント！

　1月4日、今年で 35 回目となる、「平成 24 年行方市書
き初め大会」が、市内 14小学校から児童 56人が参加して
玉造公民館で開催されました。
　今年は、1年生から6年生まで学年別に、｢きずな｣「竹
うま」「大きな力」「千代の春」「明るい未来」「新春の祈り」
が課題として与えられ、参加した児童は、市内で書道教室
などを開く9人の先生の指導を受けながら、真剣な面持ち
で筆を動かしていました。
　参加者全員の作品は、1月6日から15日まで、玉造公
民館と北浦公民館で展示されました。

行方市書き初め大会

新年の思いを筆に込めて

　前川太輝さん（麻生中1年）と沙弥香�さん（小高小5年）
兄弟が、10月 22日にスリランカで開催された第1回アジ
ア空手道選手権に出場し、沙弥香さんが小学5年生の部で
優勝、太輝さんが中学1年生の部で準優勝の好成績を収め
ました。
　この大会は、日本を含むアジア8カ国が参加して行われ、
各国の予選会を勝ち上がった 580人が、学年ごとに分か
れて互いの技を競い合いました。
　前川さん兄弟は、国際空手道研究会連盟「拳友会」（潮
来市）に所属し、同市内の道場で稽古に励んでいます。

前川太輝さん・沙弥香さん兄弟

アジア空手道選手権で好成績

○日本郵政募金会　470,000円
○日軽建材工業労働組合　
　　　　　　　　�1,000,000 円
○行方市区長会　15,000円

行方市に義援金

たくさんの善意ありがとうございます

日本郵政募金会

　新春恒例の行方市消防出初め式が、1月７日、麻生運動
場体育館で行われ、消防団員や消防関係者約 500 人が参
加しました。式典では、服装点検や永年勤続者表彰、優良
消防職員表彰などを行い、防
火・防災への誓いを新たにし
ました。その後、場所を天王
崎公園付近へ移動し、消防車
両 28台による一斉放水を披露
しました。

平成 24 年　行方市消防出初式

防火・防災への誓いを新たに

　下渕地区では、今年から地元消防団と一緒に子ども達が
地域の防火・防犯に対する広報活動に協力しています。こ
れは、地域の方に、より防火・防犯に関心を持ってもらい

おうと下渕消防団の呼びか
けで始まったものです。
　12月 27日から29日の
３日間、徒歩で町内を巡回
し、火の元・戸締りの確認
を呼びかけました。

下渕消防団・おりづる子供会

地域で防火・防犯力を高めよう
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第５回行方杯中学生ソフトテニス大会
１２月１０日（土）・１７日（土）北浦運動場テニスコート

＜男子の部＞【第３位】玉造中学校（行方市）
＜女子の部＞【優　勝】玉造中学校（行方市）

第 6回混合バレーボール大会
１２月１１日（日）麻生運動場体育館

【優　勝】玉川クラブ【準優勝】ヴォイス【第３位】暖心倶

１２月４日（日）・１１（日）北浦第２グラウンドほか

第４回潮来市・行方市親善ソフトボール大会

【優　勝】新宮同志会（行方市）【準優勝】７パワーズ（潮来市）
【第３位】グロリアス（行方市）【第３位】添田クラブ（潮来市）

第 6回　輝く未来展表彰式

　受賞者のみなさんおめでとうございました。
　『輝く未来展』は、市内の小学生・幼稚園児の作品
をとおして『未来・夢・こころ』を感じる機会を提供し、
子どもたちの『感性と意欲』を高めることを目的とし
て実施したものです。本年度は幼稚園の部 346 作品、
小学生の部 432 作品の参加がありました。小学生の
部においては市長賞、議長賞、教育長賞、審査員奨
励賞が選ばれ、12月25日（日）、北浦公民館におい
て表彰式が開催されました。

【市長賞】
＜絵画の部＞
大和二小　１年　久保田啓斗
小貫小　　３年　曲山　広人
大和二小　５年　小林　一輝
＜書の部＞
玉造西小　２年　松前　佑美
玉川小　　４年　関野　彩香
現原小　　５年　平間　翔大

【議長賞】
＜絵画の部＞
要　小　　２年　磯山　　豊
玉造小　　４年　栗山花奈美
手賀小　　６年　野原　太一
＜書の部＞
玉造小　　１年　川島　梨聖
大和二小　３年　高須　愛翔
津澄小　　６年　伊藤　弥彩

第４回　行方杯近隣中学校バドミントン大会
１２月１７日（土）北浦運動場体育館

【優　勝】　福田　芽唯　（大野中）

親善弓道大会
12 月１８日（日）麻生運動場弓道場

【団体優勝】元木康晴　水海　洋　久保喜雄
【射込優勝】久保喜雄
【金　　　　的　　　　　賞】鈴木　猛　佐藤至學

茨城県体育協会ゴルフ大会
１１月２３日（水）宍戸ヒルズＣＣ

団体の部
【準優勝】行方市体育協会Ａ
（山崎宏・須貝清・羽生義隆・佐山正）�
個人の部
【優　勝】　山崎　宏　
ベスグロ　溝口輝男

行方市長ゲートボール大会
１２月２３日（金）北浦第１グラウンド

【優　勝】玉川チーム　
玉造中学校ソフトテニス部男子

【審査員奨励賞】
＜絵画の部＞
三和小　　１年　河野　凛々
行方小　　２年　宮沢　彩花
太田小　　２年　新橋　彩花
玉川小　　３年　金塚　皓生
羽生小　　３年　今泉　颯太
津澄小　　５年　勢司　宙夢
玉造西小　６年　廣原　大貴
＜書の部＞
手賀小　　１年　坂本　遼太
小貫小　　１年　大竹口優乃
大和三小　２年　山口久瑠実
小高小　　３年　額賀　清花
大和一小　４年　平塚　舞
要　小　　４年　前田　将成
羽生小　　５年　坂本玲美香
太田小　　６年　大川　翔隆
三和小　　６年　須賀　美咲

【教育長賞】
＜絵画の部＞
小貫小　　1年　男庭　　蓮
大和一小　2年　髙﨑　令奈
麻生小　　3年　山本　将士
大和三小　4年　大塚　里菜
現原小　　5年　大曽根　愛
小高小　　6年　前川　愛華

＜書の部＞
麻生小　　1年　龍﨑　創平
行方小　　2年　根本　恵未
武田小　　3年　五十野太一
麻生小　　4年　羽生　真衣
津澄小　　5年　横瀬　海斗
行方小　　6年　高野　愛海
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○奨励賞　（自然部門）　『氷紋花』　若泉治男　『春風に乗って』　内藤佳代　�『小春日和』　大輪章

　　　　　（人・動物部門）　『ゲット』　額賀喜美子　

〇ユーモア賞　『ラブ黒鳥』　櫻井信夫　『雄姿』　宮本知佳

〇ビーナス賞　『休息』　佐川律子　『水の大切さ』　柳瀬光子

〇入　　　選　『朝顔』　関根洋子　『ユリの笑顔』　磯山直矢　

　　　　　　　『秋日』　高野婦美子�

　　　　　　　『日没後の夕日』　野原邦雄　『大寒波』　柳瀬修一

◆小・中学生の部（入賞）

『くり人間』　仲田竜二　『ゴウヤの中からこんにちは』　西谷愛斗

『ありがとう中学生』　家子あつみ　『ばあちゃん』　田所優香

『ロックンロール』　河野遥南　『のんびりネコ』店曲晴美

第 6回　なめがた環境保全フォトコンテスト
入賞者発表！

　豊かな自然を守り、潤いと活力ある「環境にやさしいまちづくり」の推進を目的とした「第６回なめがた環境保全フォ

トコンテスト」を実施いたしました。今年も参加者の自信作が集まり、平成 23年 12 月 16 日の審査会において次の作

品が選ばれました。来年度もなめがた環境保全フォトコンテストの開催を予定しておりますので、みなさんも心に残る

一枚で参加してみませんか・・・

環境保全行方市民会議議長賞

『日本一』　溝口一郎

教育長賞

『私って…セクシー』平塚　舞

優秀賞

『羽毛布団』　出沼まさ子

行方市議会議長賞

『オニヤンマ』　関根成伸

◇入賞写真展を行います◇

近くにお越しの際は是非ご覧ください

2 月　3 日～ 2 月 10 日　北浦公民館

2 月 11 日～ 2 月 17 日　玉造公民館

2 月 18 日～ 2 月 24 日　麻生公民館

但し、月曜日は公民館が休館日となります。

環境保全行方市民会議議長賞

『がぶり』　近藤夏実

優秀賞

『孫』　柳瀬秀夫

行方市議会議長賞

『湖畔の夕映え』　出沼広志　

行方市長賞

『春近し』　野原小右二
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