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第１部�　カラオケ団体対抗
課 題 曲 部 門

最優秀賞 市兵衛会 土子　隆正
優秀賞 さざなみ会 多田　文夫
優秀賞 カラオケ親睦会 小島　正夫
審査員特別賞 やすらぎ会 谷古宇昭治

自 由 曲 部 門
最優秀賞 美鈴会 椎名千恵子
優秀賞 さざなみ会 多田　文夫
優秀賞 ひまわりカラオケ会 堀田　弘子
審査員特別賞 カラオケ親睦会 新橋　保

　1月 28日、ソロシンガーとして幅広く活躍されている
藤田恵美さん（ル・クプル）を招き、コンサートが開催さ
れました。
　藤田さんは、ル・クプルのボーカルとして 1994年にデ
ビュー。97年にはNHK紅白歌合戦に出場し、現在は、ソ
ロ活動の傍ら、全国各地で思いやり運動の啓発活動を行っ
ています。
　180万枚の売り上げを記録した「ひだまりの詩」やカバー
曲などをぬくもりのある歌声で披露いただきました。

　昨年 12月に静岡県
で開催された「第 49
回技能五輪全国大会」
で、行方市出身の橋本
亮さん（旋盤の部：日
立プラントテクノロ
ジー土浦事業所）と松
本和将さん（電工の部：

関電工茨城支店）の2人が、優勝にあたる金賞を受賞しま
した。
　この大会は、23歳以下を対象に、青年技能者の技能尊
重機運の醸成を図るこ
とを目的に開かれ、　
どちらの企業も、人材
育成や企業のブランド
力を高めるため、会社
をあげて取り組まれた
成果が今回の受賞とな
りました。

行方市社会福祉大会

藤田恵美さんO
お も い や り

MOIYARI コンサート

第 49 回技能五輪全国大会

行方市出身者が金賞を受賞

　活気ある商店街の再生と市民の健康増進を目的として、
第 1回行方市民カラオケ大会が 1月 22日、市と商工会が
主催し、行方市文化会館で開催されました。
　同大会は２部構成で行われ、第１部では市内のカラオ
ケ団体の代表者が、第２部では市内各飲食店の予選会で
勝ち上がった方が自慢ののどを披露しました。�
　課題曲「かすみの津頭」と自由曲それぞれの部門の入
賞者は、右記のとおりです。
　会場は、カラオケ愛好家などでほぼ満席になる盛況ぶ
りでした。

第 1回行方市民カラオケ大会結果発表

第２部�　飲食店対抗�
課 題 曲 部 門

最優秀賞 山源 海老澤武美
優秀賞 魚福別館 岡崎　正良
優秀賞 レストラン大湖 永作　忠衛
審査員特別賞 ニューますみ 荒野喜代江

自 由 曲 部 門
最優秀賞 山源 平沼　定子
優秀賞 居酒屋はしもと 木川　尚紀
優秀賞 ニューますみ 荒野喜代江
審査員特別賞 レストラン大湖 永作　忠衛カラオケ団体対抗入賞者

橋本亮さん

松本和将さん
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　これまで行方産の農畜水産物を使って「なめがたバー
ガー」など約 50品目の商品を開発してきた行方市商工会。�
　今年度は、霞ヶ浦に親しみを持っていただくため、行方
市と茨城県霞ヶ浦創造事業推進協議会が支援し、素材のバ
リエーションも豊富でお年寄りからお子様まで幅広く食べら
れるラーメンをテーマに、市内の飲食店組合等と協力し、
霞ヶ浦産の水産物や行方産農産物などを使って地域の特性
を生かした食品開発をすすめ、「霞ヶ浦ラーメン」を商品化
いたしました。そのほかにも、食べるラー油や５種類のソ
フトドリンク、６種類のメンチも開発されました。

行方市商工会新開発商品発表会

霞ヶ浦ラーメン誕生

霞ヶ浦ラーメン 食べるラー油「えびジャン」

なめがたメンチソフトドリンク「ナ･メルティー」

　２月７日、水戸プラザホテルで第 11 回「いばらき食の

商談会」が開催されました。茨城県内を中心に過去最大

規模となる約 650 の企業・団体が出展し、担当者らが自

社製品をＰＲしたり、商談を熱心に進めたりする中、行

方市のブースでは「味噌豚」や「サラダちんげん菜」、「鯉

こがれ」、「とまとグラッセ」等を試食として用意し、野

菜や加工品について PRを行いました。

　多くの方に行方市を紹介することが出来、有意義なも

のとなりました。

いばらき食の相談会

行方市産野菜等を PR

　２月15日、玉造第一保育園で年長・年中の園児たちが「竹

でパン作り」を体験しました。

　園児たちはホットケーキミックスにドライフルーツを混

ぜて作ったパン生地を、竹を二つに割った器にオリーブオ

イルを塗って流し込み、針金で縛ったものをかまどを使

い、直火で焼き上げるという行程を先生と一緒に体験しま

した。みんなで協力して焼きあがったパンはとてもおいし

かったようです。

玉造第一保育園

「竹でパン作り」を体験しました

　２月 3日、子どもたちに年中行事について学んでもら
おうと鬼に扮した行方市商工会青年部の方が市内の幼稚
園（麻生幼稚園、のぞみ幼稚園）を訪れました。
　園児たちは「福は内ー！鬼は外ー！」と元気に豆まき
を行いました。豆まきのあとは赤鬼さんに質問タイムで
す。「どうして鰯の頭を飾るのですか？」「好きな食べ物
は何ですか？」最後はみんなで記念撮影を行いました。

麻生幼稚園　節分豆まき

福は内！鬼は外！
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　１月17日、行方市介護支援専門員連絡協議会総会が、
玉造庁舎において開催されました。本協議会は、市内で活
動する75名で構成され、高齢者の皆様が住み慣れた地域
で安心して過ごすためのお手伝いができるよう皆で連携し
勉強会を重ねています。総会閉会後には「震災後の対応」
をテーマに、アール医療福祉専門学校の中村茂美先生を迎
え事例発表会が行われました。今年は「連携」をテーマに
毎月１回定例会を開催していきます。介護支援専門員の方、
随時入会は可能です。興味のある方はご連絡ください。

事務局　地域包括支援センター　担当　内山

行方市介護支援専門員連絡協議会総会　開催

連携を大切に！

　１月28日、北浦公民館において「パパといっしょにクッ
キング in行方」が行われました。
　13組 33名のパパと子どもたちが参加し、恵方巻き作り
に挑戦しました。はじめて料理するパパも多く、具材を前
に悪戦苦闘する姿もありましたが、子どもたちと協力して
完成させました。
　子どもたちからは、「失敗もあったけど、自分で作った
恵方巻きはとてもおいしかった」「おうちでも作ってみた
い」との感想があり、苦労して作った恵方巻きのお味は格
別だったようです。

「パパといっしょにクッキング in 行方」

パパと恵方巻きつくったよ！

　平成 23年度茨城県下水道促進週間コンクール表彰式が
行われ、宮本香奈さん (玉造中２年 )が知事賞特選を受賞
し表彰されました。このコンクールは下水道の理解と普及
の促進を目的として、県内小中学生を対象に、絵画・ポス
ター、作文、書道、標語、新聞の５部門で行われるもので、
宮本さんは、「標語の部」10,845 点の作品の中から茨城県
知事賞特選を受賞されました。
　「標語を書くことで下水道について関心を持ち、賞をい
ただいたことで、もっと知りたいという気持ちが膨らみま
した」と受賞の喜びを語ってくれました。

受賞作品　「川が活き　海が輝く　下水道」

茨城県下水道促進週間コンクール

茨城県知事賞特選受賞　宮本香奈さん

　「行方市スポーツフェスティバル」が１月 29日に文化

会館で開催されました。本年度活躍した選手や指導者、ま

た永年にわたりスポーツ発展に尽力されている功労者など

132名の表彰者を始めとし、約250名の方が参加しました。

　表彰式の後、同日に設立された「なめがたふれあいスポー

ツクラブ」の会員と共にスポーツ吹矢を行い、子どもから

大人まで大勢の方が楽しみました。

子どもから大人まで大勢の方が楽しみました

行方市スポーツフェスティバル
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１月２１日（土）北浦運動場体育館ほか２会場

【優　勝】石岡南ジュニアバレーボールクラブ

スキー教室が開催されました

　体育協会スキー部主催の「苗場スキー教室」が１月 20
日～ 22 日に開催されました。初心者からレベルにあわ
せて指導者の熱心なアドバイスを受け、盛況の内に終了
しました。

１月８日（日）麻生運動場弓道場

射　初　会

＜団体優勝＞　鈴木猛　柳町照夫　佐藤至學
＜射込優勝＞　斉藤勝美
＜金的賞＞　　佐藤至學　中澤侯晴

第 6回　交流バスケットボール大会

１月２２日（日）北浦運動場体育館

男子の部　【優勝】アレグロ
女子の部　【優勝】Ｑｕｅｅｎ ‘ ｓ

第６回行方杯　少年サッカー大会
２月５日（日）玉造運動場陸上競技場

【優　勝】潮来サッカー【準優勝】津澄サッカー
【第３位】麻生サッカー【第３位】要サッカー

２月１１日（土）玉造Ｂ＆Ｇ海洋ｾﾝﾀｰ体育館

第 24 回　行方市スポーツ少年団
本部長杯空手道大会

第６回　行方市近隣スポーツ少年団
バレーボール大会

２月４日（土）・５（日）北浦運動場体育館

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

第 28 回　玉造ロータリークラブ杯
ミニバスケットボール大会

＜形の部＞
幼・小学 1・2年生男子【敢闘賞】高柳　聡史（北浦空手）
幼・小学 1・2年生女子【敢闘賞】草壁もも乃（玉造山王空手）
　　　　　　　　　　　　　茂木　一期（玉造山王空手）
小学 3・4年生男子【敢闘賞】高柳　淳史（北浦空手）
小学 3・4年生女子【敢闘賞】市村萌々香（玉造山王空手）
　　　　　　　　　　　　　飯島　眞子（玉造山王空手）
小学 5・6年生男子【敢闘賞】藤岡　裕真（玉造山王空手）
　　　　　　　　　　　　　石間　尚樹（北浦空手）
小学 5・6年生女子【敢闘賞】茂木　初音（玉造山王空手）
中学男子　　　　　【準優勝】萩原　聖大（玉造山王空手）
＜組手の部＞
幼・小学 1・2年生男子【敢闘賞】横山　颯邪（北浦空手）
　　　　　　　　　　　　　　石井　悠斗（玉造山王空手）
幼・小学 1・2年生女子【第３位】宮沢　乃愛（玉造山王空手）
　　　　　　　　　【第３位】草壁もも乃（玉造山王空手）
　　　　　　　　　【敢闘賞】茂木　一期（玉造山王空手）
小学 3・4年生女子【第３位】市村萌々香（玉造山王空手）
　　　　　　　　　【敢闘賞】豊村　　萌（玉造山王空手）
　　　　　　　　　　　　　飯島　眞子（玉造山王空手）
小学 5・6年生男子【敢闘賞】藤岡　裕真（玉造山王空手）
中学男子　　　　　【優　勝】萩原　聖大（玉造山王空手）

２月１１日（土）・１２日（日）麻生運動場体育館他

第 6回　行方市小学生ハンドボール大会

男子の部【準優勝】麻生フェニックス Jr.
ちびっ子の部【第３位】麻生フェニックス Jr.Ａ

２月１２日（日）北浦運動場体育館

フリークラス【優　勝】　球遊会Ａ
初心者クラス【優　勝】　Beniyūka2 号
トリムクラス【優　勝】　Ｌｏｖｅｒｓ

第 21 回　ふれあいソフトバレーボール
春季大会
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