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　行方市新春の恒例行事、「平成 25 年行方市書き初め大

会」が、１月４日（金）、市内小学生を対象に麻生公民館

で開催されました。

　旧北浦町時代から続くこの大会は、今年で 36 回目の

開催となります。

　参加した市内 13 小学校の児童 60 人は、市内の書道の

先生 8 人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。

筆に願いを込めて

第 36 回行方市書き初め大会

下渕消防団とおりづる子ども会

小学生が防犯防火を呼びかけました

　12 月 26 日（水）、狭い通りが多い下渕地区にあって、

消防車での巡回が難しい地域を、麻生支団第 1 分団第 5

部（下渕消防団）と地元のおりづる子ども会が徒歩で巡

回パトロールを行いました。

　おりづる子ども会からは、4 年生以上の児童が参加し、

拍子木を打ち鳴らしながら、大きな声で「火の用心、戸

締まり用心、火の用心」と防犯や火災予防を呼びかけて

いました。

　1 月 14 日（月）、小貫上区の大和名（おおわな）地区で「わ

あほい」と呼ばれる伝統行事が行われました。

　「わあほい」は「鳥追い」ともいわれ、この地区では、

子どもたちがヌルデの木で作った棒で家々の柿の木をたた

き、五穀豊穣を祈ります。柿の木をたたく行為は、鳥や獣

を追い払うという意味があるようです。

　当日は、雪が降るあいにくの天気でしたが、子どもたち

は元気いっぱい、大きな声を張り上げていました。

子どもたちが五穀豊穣を祈りました

雪景色と「わあほい」の響き

　なめがた大使の委嘱を受けたプロサッカー選手の小澤英明

さんが、12 月 21 日（金）、伊藤市長を表敬訪問しました。

　小澤さんは、津澄小学校、北浦中学校、水戸短大付属高

等学校（現水戸啓明高校）を卒業した後、1992 年、鹿島ア

ントラーズに入団、その後、横浜 F・マリノス、セレッソ大阪、

FC 東京、鹿島アントラーズ、アルビレックス新潟に移籍しま

した。

　小澤さんは、「行方市民のスポーツの向上に僕の力を全力

で注いでいきたい」と決意を語りました。

伊藤市長を表敬訪問

なめがた大使　小澤英明さん
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北浦幼稚園

　新春恒例の行方市消防出初め式が、1 月 12 日（土）、

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、場所を天王崎公園へ移動し、消防車両による

一斉放水を披露しました。

防災への誓い新たに

平成 25 年　行方市消防出初め式

交通安全について学びました

　12 月 6 日（木）、北浦幼稚園で交通安全教室が開催されま

した。行方警察署北浦駐在所の村澤さんご夫妻が横断歩道の

安全な渡り方を指導してくれたほか、腹話術を交えて交通安

全について学びました。

　園児たちは間近で見る本物のパトカーに大興奮で車内を見

学させてもらったり、一緒に記念撮影をするなどして交通安

全について理解を深めるとともに楽しい時間を過ごすことが

できたようです。
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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 317 作品、小学生の部 368 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 23 日（日）、

玉造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＞
玉造小　　２年　平間　純聖
武田小　　４年　五十野夢果
現原小　　６年　森作　美香
＜書の部＞
現原小　　３年　篠原　碧里
手賀小　　５年　栗又　元希
麻生小　　６年　河嶋　千帆

【議長賞】
＜絵画の部＞
玉造小　　１年　黒沢　美奈
玉造小　　３年　石井　悠斗
玉川小　　５年　関野　孝文
＜書の部＞
現原小　　２年　金澤　彩葉
大和第三小４年　今泉　亮太
手賀小　　５年　坂本　果穂

【審査員奨励賞】
＜絵画の部＞
大和第二小　１年　鈴木　蓮斗
大和第一小　２年　椎木　拓実
玉造西小　　２年　立原　可梨
大和第三小　３年　山口久瑠実
手賀小　　　６年　田宮　愛結

【教育長賞】
＜絵画の部＞
羽生小　　１年　遠藤　もえ
津澄小　　２年　溝口　遥斗
太田小　　３年　土子　綾音
要　小　　４年　松下　怜央
麻生小　　５年　髙栖　香乃
要　小　　６年　根本　侑奈

＜書の部＞
麻生小　　1 年　内山　陽菜薫
武田小　　２年　井川　詩織
大和第二小　３年　金田　央翔
現原小　　４年　田村　咲来
麻生小　　５年　羽生　修也
玉造小　　６年　宮本　拓海

＜書の部＞
津澄小　　　１年　木川さくら
武田小　　　１年　大塚　真悠
大和第一小　２年　宮内　友香
羽生小　　　２年　福田　優衣
玉川小　　　２年　金塚　大貴
太田小　　　３年　東山　竜大
要　小　　　３年　前田きらら
玉造西小　　６年　松前　亜美
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　今年で生誕 150 年を迎える近代
日本美術の発展に大きな功績を残
した岡倉天心の半生を描いた復興
支援映画「天心」の撮影が、昨年、
茨城県内各地で行われました。
　 行 方 市 内 の 撮 影 は、12 月６日

（木）に県指定文化財大塲家住宅
で行われ、天心の弟子で日本画家、横山大観役の俳優、中村
獅童さん、同じく菱田春草役の俳優、平山浩行さん、大観の妻、
直子役の女優、鈴木聖奈さんらが当地を訪れました。
　大塲家住宅は、大観の住まいという設定で撮影が行われ、当
日は、行方市地域女性団体連絡会（菅谷京子会長）のメンバー

がボランティアで
行 方 産 の 食 材を
ふんだんに使った
昼食を振る舞い、
出演者やスタッフ
と歓談しました。
　 撮 影 の 合 間 に

炊き出しボランティアに参加した行方市の女性団体と出演者が歓談

大塲家住宅で復興支援映画『天心』の撮影が行われました

映画監督　松村克弥さん

　大塲家住宅は、大観が明治

時代に住まいとして構えた、

東京谷中の八軒長屋の外観に

似ています。９月にレイクエ

コーで映画の上映を行う予定ですので、市民の皆様に

は、是非、見にきていただきたいと思います。

女優　鈴木聖奈さん

　初めて行方市を訪れました。

行方市のボランティアの方に

作っていただいた昼食は、幸せ

を感じるような味でした。

　映画を通じて、震災からの復興のお手伝いと皆さんに

元気を届けられたらよいですね。

は、この映画の監督で母親が行方市出身の松村克弥さんと、
時代劇初出演の鈴木聖奈さんがインタビューに応じてくれ
ました。

地域のコミュニティ形成にも役立っています

泉区　愛宕神社祭礼

　１月 20 日（日）、泉区において愛宕神社の祭礼が行われました。当日は午前８時に地区の方約 80 名が集まり、年に一度の

伝統行事を行いました。当番となる家で 1 年間、ご神体を預かり牛や豚は食さないとのことです。

　約 400 年前から続く伝統の行事ですが、現在は、区の重要な決め事や報告を行う総会的な役割を担っており、地元コミュニティ

の活性化の上でも重要な行事となっております。

新たに当屋となった大場勉さん
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１２月８日（土）麻生運動場体育館

第７回行方市長杯卓球大会

＜団体戦＞
（男子）【優　勝】潮来市立潮来第二中学校
（女子）【優　勝】行方市立玉造中学校

＜シングルス＞
（男子）【優　勝】羽生海都（麻生中）
（女子）【優　勝】服部　葵（大洋中）
【準優勝】前川舞由（麻生中）　【第３位】古渡彩乃（玉造中）

第６回行方杯中学生ソフトテニス大会
１２月８日（土）北浦運動場テニスコート

＜男子の部＞
【優勝】鉾田市立旭中学校【準優勝】行方市立玉造中学校

＜女子の部＞
【優勝】鉾田市立旭中学校

第７回混合バレーボール大会
12 月９日（日）麻生運動場体育館

【優　勝】ラバーズ【準優勝】ヴォイス【第３位】要小Ａ

第６回　行方杯中学校バドミントン大会
１２月２３日（日）北浦運動場体育館

【優　勝】宮本　愛央　（鹿野中）

↑玉造中卓球部
親善弓道大会

12 月15 日（土）麻生運動場弓道場

【団体優勝】斉藤勝美　高野敬光　佐藤至學
【射込優勝】久保喜雄　【射詰優勝】高野敬光
【金　　　　　的　　　　　賞】高野敬光　佐藤至學麻生中　前川さん・羽生さん

応募総数 117 点の中から、下記の作品が入賞しました。

第７回　なめがた環境保全フォトコンテスト　入賞者発表

審査結果 氏　　名 画　　題
環境保全市民会議議長賞 額賀　喜美子 ゲット
行方市長賞 前島　孝 雲間の七色帆引き船

行方市議会議長賞 内藤　佳代 春風に誘われて
優秀賞 溝口　一郎 お月見
優秀賞 出沼　まさ子 水鏡
奨励賞 出沼　広志 新雪
奨励賞 鯉淵　潤一 ファンタジア
奨励賞 永作　善巳 人馬一体
奨励賞 安原　麻実 黄色いじゅうたん
入　選 内田　悠貴 山百合ッペ
入　選 住谷　知衣子 ゆり一輪
入　選 大輪　章 紫峰に向かう
入　選 小牧　文子 ロマンチックな二人
ビーナス賞 関根　洋子 雪の蝋梅
ビーナス賞 曽根　宣代 鳴子 ｢ヨサコイ！！｣
ユーモア賞 関野　とよ子 一喜一憂
ユーモア賞 野原　邦雄 ｅｃｏ？

入賞した作品は下記の会場で展示します
2 月 7 日（木）～ 13 日（水）北浦公民館
2 月 14 日（木）～ 20 日（水）玉造公民館
3 月 6 日（水）～ 12 日（火）麻生公民館
※各会場とも最終日は午前中で終了となります。

審査結果 氏　�名 画題
環境保全市民会議議長賞 根崎　芽生 よーし、飛ぶぞ！
教育長賞 大久保芙有花 犬と軍手の戦い
入　賞 曽根　雄大 小次郎
入　賞 曽根　大樹 ぼくのいとこ
入　賞 小津　七美 ｢へっ！！｣
入　賞 須之内　紫 ハーイ！ぼくをよんだ？
入　賞 金塚　愛美 ふたりでいっしょ
入　賞 塙　麻姫 トンネルの２人
入　賞 荒木田　夏葵 先生と児童
入　賞 中田　竜 かがみのような池

環境保全市民会議特別賞 玉川小学校

額賀喜美子「ゲット」 根崎芽生「よーし、飛ぶぞ！」

【一般の部】 【小・中学生の部】


