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　天掛在住の宮本正さん
が、旭日単光章を受章さ
れました。
　宮本さんは、麻生町議
会議員として３期 12 年の
長きにわたり、町政の運
営、発展に寄与し、住民
福祉の向上に多大なる貢

献をされました。また、議員の在職中には麻生町議会副議
長などの要職を歴任しました。

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
秘書課　☎  0 2 9 9 － 7 2 － 0 8 1 1

　玉造甲在住の川島義之さんが、瑞
宝単光章を受章されました。
　川島さんは、統計調査員として国
勢調査や農林業センサスといった基
幹統計調査はもとより、各種統計調
査に 51 年という長きにわたり従事さ
れ、その功績が認められ今回の受章と
なりました。
　11 月 9 日の叙勲伝達式では、総務大臣より勲章並びに勲
記の伝達を受け、その後皇居にて天皇陛下の拝謁を仰ぎ、心
温まるお言葉をおかけいただいたそうです。

瑞宝単光章（統計調査功労）

さまざまな分野で長年にわたり貢献された皆さんが叙勲を受けられました

受章おめでとうございます

川島 義之 さん

たり、村政の運営、発展
に寄与し、住民福祉の向
上に多大なる貢献をされ
ました。また、議員の在
職中には、北浦村議会副
議長などの要職を歴任し
ました。　 齋藤 司乃夫 さん

旭日単光章（地方自治功労）

　内宿在住の齋藤司乃夫さんが、旭日単光章を受章されまし
た。
　齋藤さんは、北浦村議会議員として３期 12 年の長きにわ

宮本 正 さん

　明治 10 年に開校以来、およそ 130 年間にわたり、地

域の教育行政の拠点として活用され、多くの卒業生を輩

出してきた太田小学校が、今年 3 月に閉校となります。 

　11 月 18 日（日）、例年この時期に同校で開催している

収穫祭に替わり、地域の皆様に感謝の気持ちを表すこと

を目的として感謝祭が開催されました。 

　閉校記念植樹や屋台村、イルミネーション、ミニコン

サートなど、楽しい思い出満載の感謝祭となりました。

稲
とうかもり

荷森に思いを込めて　

太田小学校感謝祭

青沼・春日神社　どぶろく祭

約 1200 年続く伝統行事

　11 月 23 日（金）、市無形民俗文化財「どぶろく祭」が、
青沼地区の春日神社で開催されました。
　どぶろく祭は、春日神社境内の酒蔵で仕込んだ濁酒（ど
ぶろく）を参拝客に振る舞って五穀豊穣や家内安全を願
う祭りで、約 1200 年前から続く伝統行事です。
　酒造りは、青沼区の４地区が毎年交代で行い、今回は、
久保組が 280 リットルを醸造しました。
　境内には、県内外から多くの方が参拝に訪れ、酸味の

効いたどぶろくの味に舌鼓みを打っていました。



NAMEGATA JAN.  201311

opicsT まちの話題opicsT まちの話題

手賀在住の吉田豊三郎さん

　12 月１日 ( 土）、茨城県近代美術館において開催され

た「いばらきエコライフフォーラム 2012」の席上におい

て磯山正子さんが環境保全功労者として表彰されました。

　磯山さんは、家庭排水浄化推進協議会の会員として長

年にわたり活動され、行方市家庭排水浄化推進協議会の

初代会長に就任されました。その間、水質浄化キャンペー

ンなどにより、市民に水質浄化の必要性を訴え続け、環

境保全に関する普及活動を推進しました。

環境保全功労者として表彰

磯山正子さん

手作り竹ほうき 260 本を寄贈

　手賀在住の吉田豊三郎さんから、市立の各小中学校、各幼

稚園に手作りの竹ほうきが寄贈されました。吉田さんは毎年

竹ほうきを寄贈されており、今年も 260 本を寄贈していただ

きました。９年ほど前から地元の小学校に竹ほうきの寄贈を

始められ、平成 19 年度からは市内全校への寄贈を続けてい

らっしゃいます。吉田さんは「今年で 87 歳になるけど、そ

れほど苦にはならないですよ。指先を使うので元気でいられ

ます」と話してくれました。児童の皆さん、この善意のほう

きで学校をきれいにしてくださいね。

　11 月 25 日（日）、市文化会館において行方市市制施行

７周年記念事業「親子ふれあいコンサート」が開催されま

した。

　水戸市民吹奏楽団、しらゆり合唱団の方をお迎えし、

「ウィーア（ワンピースより）」「赤とんぼ」、「世界に一つだ

けの花」など親しみやすい曲を迫力ある演奏で楽しんだほ

か、みんなで創る音楽会と題し、「わがふるさと　行方市の

うた」のレッスン、合唱、参加者の方による指揮者体験、

会場全体での演奏等を楽しみました。

参加型コンサートを楽しみました

親子ふれあいコンサート

　行方市芸術鑑賞教室を文化会館において開催しました。こ

の事業は、多くの子供たちが、等しく演劇鑑賞などの機会に

触れ、また、優れた芸術文化に親しむ機会を通して、情操を

養い、新しい地域文化の創造と環境の醸成を図る目的で実施

されています。本年度は幼稚園児「アラジンの大冒険」・小

学３年生「大ひょ～げんをめざせ」・小学６年生「妖精パッ

クとグッドフェロー」・中学３年生「泥かぶら」をそれぞれ鑑

賞し、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、楽しい時間を過ごすことができたようです。

演劇鑑賞を楽しみました

行方市芸術鑑賞教室

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
秘書課　☎  0 2 9 9 － 7 2 － 0 8 1 1
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第７回バスケットボール大会

１１月２０日 ( 火 )　霞ヶ浦 CC

第４回行方市ゴルフ連盟大会

【優　勝】 方波見　保　【準優勝】 田口　操
【第３位】 横瀬　　孝　【ベスグロ】（７４） 田口　操

11月 23 日（金）北浦運動場体育館

男子の部【優勝】６３‘ ｓ　女子の部【優勝】北浦クラブ

6 月 23 日・９月２日・11月 24 日

第７回市内女子ミニバス親善リーグ戦

【優　勝】玉造山王ミニバス【準優勝】麻生ミニバス
【第３位】津澄ＭＢＳＳ

１１月 25 日（日）麻生運動場体育館ほか
第 1回行方市バレーボール連盟親善大会

【優　勝】ＴＥＡＭ－ＺＥＲＯ【準優勝】エンドレス
【第３位】南愛球会　【第３位】ひかり

１２月２日（日）北浦運動場体育館

第７回行方市長杯剣道大会

市スポーツ少年団主催、団体戦 14 チーム、個人戦 42 名
の参加により開催されました。

１２月２日（日）北浦運動場第２グラウンドほか

行方市ソフトボール連盟杯大会

【優　勝】根小屋オールスターズ【準優勝】新宮同志会
【第３位】グロリアス【第３位】上山ＦＣ

１２月２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】ピンキーズ
【第３位】ポップコーンＢ

↑玉造山王ミニバス

　12 月 11 日 ( 火 )、玉造幼稚園の 4 歳児を対象に、茶道

教室が開催されました。

　今回、園児に日本文化を身につけてもらおうと、碧の

会（眞家幸江会長）の皆さんを講師に招き、同園の園児

34 名が、畳の座り方、お辞儀の仕方、お箸の取り方、茶

碗の持ち方など、茶道の一連の動作を体験しました。

　眞家さんは、「園児たちには、常に感謝の気持ちを持っ

て過ごしてほしい」と話していました。

4 歳児が茶道を体験
玉造幼稚園茶道教室　

水産業体験教室

帆引き網漁を間近で観察

　行方市漁業振興協議会では、毎年、市内の子どもたち
に霞ヶ浦・北浦を身近なものに感じていただくため、小
学生を対象とした水産業体験教室を開催しています。
　11 月 28 日（水）に霞ヶ浦高須沖などで開催された教
室では、玉造地区内の児童約 80 名が、漁船に乗船し、湖
上遊覧を楽しんだほか、帆引き網漁を間近で見学し、漁
で獲った新鮮なわかさぎやシラウオなどの観察やうなぎ
稚魚の放流体験を行いました。
　その後、行方産の食材を使った昼食が用意され、水産
資源の保護とともに食育についても理解を深めました。
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１１月７日（水）北浦運動場第１グラウンド

第３回行方市長杯選手権ゲートボール大会

【優　勝】　豊　和

１１月１１日（日）麻生運動場体育館

第 19 回行方市麻生杯柔道大会

小学 2 年生（女子個人戦）【第３位】小野口美貴（玉造柔道）
小学３年生（女子個人戦）【準優勝】高崎きらら（麻生柔道）
小学２年生（男子個人戦）【準優勝】仲田　将孝（玉造柔道）
　　　　　　　　　　　【第３位】鈴木　捷斗（玉造柔道）
　　　　　　　　　　　【第３位】大塚　晴貴（玉造柔道）
小学５年生（男子 45kg 級）【第３位】黒田　匡志（麻生柔道）
小学６年生（男子 50kg 超級）【第３位】小林健太朗（玉造柔道）
　　　　　　　　　　　【第３位】鈴木　魁人（玉造柔道）
中学生 55kg 超級（女子個人戦）【第３位】今井　香帆（麻生中）
中学生 60㎏級（男子個人戦）【第３位】畑木　　仁（麻生中）
中学生 75㎏級（男子個人戦）【第３位】濱田　征樹（麻生中）

１１月４日（日）・１１日（日）浜野球場

軟式野球後期大会

優勝した　零－ zero―は市代表として、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】零－ zero-【準優勝】Cats
【第 3 位】グロリアス・ブラックエンジェルス

１１月１１日（日）霞ヶ浦ふれあいランド周辺

第 26 回行方市スポーツ少年団駅伝大会

【低学年男子】
優　勝　玉造山王サッカー
区間賞　松本　夏規（玉造山王サッカー）
　　　　栗山　　凌（玉造山王サッカー）
　　　　田中　淳也（玉造山王ミニバスＢ）
　　　　田神　　駿（玉造山王サッカー）
　　　　井能　　蘭（玉造山王サッカー）

【低学年女子】
優　勝　羽生ミニバスＢ
第３位　玉造山王ソフトテニスＢ
区間賞　高野　真綾（羽生ミニバスＢ）
　　　　熊谷　凜華（手賀ミニバスＢ）
　　　　山中　美怜（羽生ミニバスＢ）
　　　　小野口瑠依（羽生ミニバスＢ）

【高学年男子】優　勝　潮来ＳＳＳ
【高学年女子】第３位　玉造山王ミニバスＡ

　　　　　　　区間賞　小貫　莉奈（麻生ミニバス）

１１月１８日（日）北浦運動場第１グラウンド

第 14 回　社会人サッカー大会

【優　勝】ＢＩＤＡＮ【準優勝】ＦＩＮＡＬＳ
【第３位】笑和會

↑玉造山王サッカー

↑羽生ミニバス B

↑　零　ー zero ー

↑　BIDAN
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