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ゆうかり祭に約 500 人が集う
手賀小閉校記念イベント
11 月２日 ( 土 )、手賀小学校の恒例行事、ゆうかり祭が
開催され、全校児童 83 人と保護者、ＯＢ、地域の方々な
ど約 500 人が同校を訪れました。
同校は来年 3 月に閉校となり、139 年の歴史に幕を閉じ
ます。
今年のゆうかり祭のスローガンは、
「地域の輪よ 未来
への架け橋となれ！」
。
今回、閉校を記念して例年行われている餅つきのほか、
参加者全員で校名や校章を形作った人文字を作成したり、
手賀小学区の４つのはやし保存会による祭りばやしなどが
開かれ、閉校を惜しみながらも、楽しい思い出作りができ
たようです。

災害時緊急救援輸送協力協定締結
茨城県トラック協会鹿行支部
地震や風水害などの災害が発生した場合、規模が大きけ
れば大きいほど瞬時にして、大量の物資の消失、損壊など
で人々の生命や生活が危険にさらされ、被災地・被災者に
迅速・確実に物資を届けることが、災害時の応急対策とし
て重要なものとなります。
この度、自然災害などの緊急時に食糧、飲料水、生活必
需品等の緊急救援輸送に関する協定を行方市と茨城県ト
ラック協会鹿行支部との間で締結することとなり、11 月
1 日 ( 金 )、麻生庁舎市長室において、鈴木市長と社団法
人茨城県トラック協会鹿行支部熊谷寛静支部長が協定書に
署名し、協力協定が締結されました。

北浦中が学校給食文部科学大臣賞を受賞
食を中心とした総合的な学習の取り組みが高く評価されました
10 月 31 日（木）、三重県津市で「第 64 回全国学校給
食研究協議会」が開催され、食を中心とした総合的な学
習に取り組んでいる北浦中学校が、学校給食文部科学大
臣表彰を受賞しました。
この賞は、学校給食への取り組みが優秀である学校に
贈られるもので、今年度、中学校としては同校を含め、
全国で５校の中学校が受賞しました。
北浦中は、これまでに給食委員会の創意工夫ある活動
を実践しているほか、「あなたのためのおべんとうコン
クール」等に参加し、優秀な成績を収めております。また、
給食センター見学や農業体験、校内放送を使っての食材
紹介などを通じて食育に力を入れており、これらの取り
組みが高く評価されての受賞となりました。
最近では、昨年 9 月から、給食委員会の生徒が中心と
なって、月 1 回、全学年のクラス対抗による「残量ゼロ
作戦」の取り組みが行われ、残量の少ない上位 3 クラス
に賞状が贈られています。
この運動の成果として、学校全体の給食残量が減少し
たということです。

左から北浦中３年生の松下早紀さん（給食委員会）、齊藤琴音
さん ( 生徒会）、横瀬大知さん ( 生徒会）、石崎浩太郎さん ( 生
徒会 )、長谷川貴大さん（給食委員会）
、平野善行北浦中校長

取材に応じてくれた生徒の中でも、野菜全般が苦手だっ
たり、キノコ類が食べられなかったが、残量ゼロ作戦に
参加して以降、食べられるようになったとのことです。
同校生徒会長の横瀬大地さんは、「行方市は全国有数の
野菜産地であるので、市内のほかの小中学校でもこの取
り組みをやっていただき、行方産の食材を食べてもらい
たい」と話していました。
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庁舎敷地がきれいになりました
麻生地区老人クラブ 清掃ボランティア
11 月５日（火）、麻生地区の老人クラブの 28 名の皆さ
んが、ボランティアで麻生庁舎敷地内の除草作業をして
くださいました。
このボランティアは今回で６年目になり、参加者の中
には続けて参加してくださる方もいて、刈り払い機や鎌
を使って効率よく作業は進み、庁舎敷地周りの土手から
植え込みの中までとても丁寧な作業で、庁舎敷地が見違
えるようにきれいになりました。

行方市でドラマロケ

ありがとうございました。

日テレドラマ「東京バンドワゴン」
最近、ドラマや CM 撮影などで行方市が撮影場所として
活用されています。
現在、日本テレビで毎週土曜日午後９時から放送されて
いる「東京バンドワゴン」のドラマロケが旧麻生中学校で
行われ、主人公の父親役である玉置浩二さんらが行方市を
訪れました。
行方市で撮影された場面は、11 月 16 日に放送されまし
た。

芸術と文化の秋

新しい出会いに感動！

第８回行方市文化祭が開催されました
11 月１日（金）～４日（月）の４日間、麻生小学校体育館・玉造公民館・北浦公民館・行方市文化会館をメイン会場に、
文化祭が盛大に開催されました。
日頃から鍛えた歌や踊り、ダンスの発表、創作活動で仕上げた力作揃いの作品展示、茶会、各種大会と内容も盛りだくさ
んで、充実した学習成果が披露されました。

麻生小学校体育館

北浦公民館

玉造公民館
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第 20 回茨城県産業用無人ヘリコプター競技大会

第 52 回茨城県更生保護大会

優秀な成績を収めました

受賞おめでとうございます

空中散布などで活躍する「産業用無人ヘリコプター」

10 月 17 日（木）、ひたちなか市文化会館において、
「第

の操作技術の正確さを競う競技大会が、10 月 3 日（木）
、

52 回茨城県更生保護大会」が開催され、多年にわたる更

水戸市において開催され、行方市を代表して 3 名の方が

生保護事業に功績のあった保護司、更生保護女性会員の

出場しました。その中で、河野信司さん（三和）が C ク

皆さまが表彰されました。行方市関係の被表彰者は次の

ラス優勝、横瀬健さん（山田）がＣクラス準優勝という

方々です。（敬称略）

優秀な成績を収めました。
行方市では、無人ヘリによる空中防除について、麦・

◇保護司

レンコン・水稲で行われています。空中防除については、

関東地方保護司連盟会長表彰

菅谷

京子

競技大会へ出場した方をはじめ、行方市無人ヘリ推進協

水戸保護観察所長感謝状（内助功労）

根本

和子

議会のメンバーを中心に、安全に行っています。

茨城県保護司会連合会会長表彰

土子

俊雄

大輪

淑子

〃

中田

洋子

〃

小島

正子

◇更生保護女性会員
茨城県保護司会連合会会長感謝状

第７回なめがたあきんど祭が開催されました
たくさんの方で賑わいました
11 月２日（土）３日（日）の２日間、麻生中学校グラウンドにおいて、第７回なめがたあきんど祭が開催されました。
今年も、各種展示販売やアトラクション、歌謡ショー、模擬上棟式と祝いの餅まきなど盛りだくさんの内容で、たくさん
の来場者で賑わいました。２日には、第 33 回行方市畜産まつりも同時に開催され、焼肉や豚汁の試食などに、たくさんの
方が舌鼓を打ちました。
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第１７回玉造柔道大会

射撃大会

１０月２０日（日）玉造 B&G 海洋センター

１１月３日（日） 潮来射撃場

３年男子の部
５年男子の部

【準優勝】 仲田
【優

勝】 鈴木

将孝（玉造柔道）

【優

勝】石井

俊夫

尊仁（玉造柔道）

【第３位】宮内

栄一

【準優勝】箕輪

明男

鈴木さん、仲田さん
石井

バレーボール連盟大会
１０月２０日（日）麻生運動場体育館
【優

勝】 南愛球会

【準優勝】 フレンズ

【第３位】 羽生クラブ

あきんど祭弓道大会
10 月 20 日（ 日 ） 麻 生 運 動 場

俊夫さん

第 27 回スポーツ少年団駅伝大会
１１月９日（土） 霞ヶ浦ふれあいランド周辺
【低学年男子】
優 勝 玉造山王ミニバスＣ
準優勝 玉造山王サッカーＣ
区間賞 橋本 倖志朗（玉造山王サッカーＣ）
田中 淳也（玉造山王ミニバスＣ）

弓道場において 202 名の参加に
より高校生の部・一般の部がそ
れぞれ開催されました。

第 24 回ふれあいソフトバレーボール秋季大会
１０月２７日（日） 北浦運動場体育館
＜フリークラス＞
【優 勝】球遊会
＜トリムクラス＞
【優 勝】西小ＰＴＡ－①

秋季グラウンドゴルフ大会
１０月３０日（水）天王崎公園
【優

勝】 中根

輝子

【準優勝】 篠崎

俊一

【第３位】 野原

五郎

第１４回

クロッケー大会

１０月３１日（木）北浦運動場第１グラウンド
【優
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勝】 千歳会 【準優勝】 鶴亀クラブＢ
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【低学年女子】
優 勝 羽生ミニバスＢ
準優勝 玉造山王ソフトテニスＢ
第３位 麻生フェニックスＣ
区間賞 高野 真綾（羽生ミニバスＢ）
西村 桃華（羽生ミニバスＢ）
井野 瑚雪（羽生ミニバスＢ）
山中 美怜（羽生ミニバスＢ）
小野口 瑠奈（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 セレソンＡ
【高学年女子】
優 勝 玉造山王ミニバスＡ
準優勝 麻生フェニックス J ｒ．A
第３位 手賀ミニバス A
区間賞 浜田 桃花（麻生フェニックス J ｒ．A）
川島 凛 （玉造山王ミニバス A）
稲葉 彩乃（玉造山王ミニバス A）
丸山 千晶（玉造山王ミニバス A）
西谷 葉月（玉造山王ミニバス A）
平野 真衣（玉造山王ミニバス A）

