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秋の叙勲受章おめでとうございます
笹目孟さん・佐々木和夫さん・横山喜延さん

旭日双光章
地方自治功労
笹目 孟 さん
谷島在住の笹目孟さんが、旭日
双光章を受章されました。
笹目さんは、６期 23 年の長き
にわたり、玉造町議会議員として
在籍され、その間、副議長および
議長を歴任し、議会の円滑な運営
に尽力。議員任期中には、多方面にわたって町の地域振興
と発展のために大いなる助力を惜しまず、行政運営に多大
なる貢献をされました。

瑞宝単光章
鉄道業務功労
佐々木 和夫 さん
浜在住の佐々木和夫さんが、瑞
宝単光章を受章されました。

玉造工業高生が全国優勝
第１３回高校生ものづくりコンテスト全国大会
11 月 16 日（土）と 17 日（日）の 2 日間、徳島県立徳
島科学技術高等学校で開催された第 13 回高校生ものづく
りコンテスト全国大会（電気工事部門）において、玉造工
業高等学校電気科３年生の伊原千瑛さん（鉾田南中出身）
が優勝しました。
このコンテストの電気工事部門は、180cm × 180cm サ
イズの縦に設置された合板に、課題どおりの屋内配線を、
安全かつ正確に施工する技術を競うもので、伊原さんは、
常に回路図を確認しながら丁寧な作業を心がけました。

佐々木さんは、昭和 43 年に関
東鉄道株式会社石岡機関区庫内手
として入社。その後、鹿島鉄道株
式会社へ出向し、運転士や石岡機
関区車両区首席助役、同区車両区長、関東鉄道株式会社
鉄道部運転車両課課長補佐などの要職を歴任され、平成
20 年に定年退職されました。

瑞宝単光章
消防功労
横山 喜延 さん

平成 25 年度茨城県表彰

青沼在住の横山喜延さんが、瑞

井上山百合の会

宝単光章を受章されました。
横山さんは、昭和 23 年に、当
時 18 歳の若さで大和村消防団に
身を投じて以来、組織運営に尽力
されました。また、分団長、麻生
町消防団副団長として、部下団員を掌握し、一糸乱れぬ統
率指導力を発揮され、身の危険も顧みず率先して難に向か
い、全団員の信頼と敬服の的となりました。

平成 25 年度茨城県表彰式が、
県民の日の 11 月 13 日
（水）
、
茨城県庁講堂で開かれ、井上山百合の会が、社会貢献活動
や地域の活性化に取り組んだ団体として、橋本昌茨城県知
事から表彰状が贈られました。
井上山百合の会は、多年にわたり、井上地区に自生する
ヤマユリなどの植物の保護や地区周辺の整備・保全を通じ、
地域住民の環境に対する意識の高揚に寄与されました。
おめでとうございます。
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霞ヶ浦のワカサギを釣りました
なめがたワカサギ釣り大会
12 月 1 日（日）
、
なめがたワカサギ釣り大会が開催され、
子どもから大人まで 111 人が参加しました。
競技範囲は霞ヶ浦大橋から北利根橋までの間の霞ヶ浦
沿岸。参加者は朝早くから竿を振るい、一般の部・女性
の部・子どもの部（小学生以下）に分かれて、４時間半
の競技時間内で釣ったワカサギの重量を競いました。
終了後は、天王崎観光交流センターコテラスで、ワカ
サギ料理やピザが振る舞われ、参加した皆さんはワカサ
ギ釣りの一日を楽しみました。

今年のどぶろくも良い出来です
青沼 春日神社 どぶろく祭
11 月 23 日（土）
、青沼の春日神社で、恒例のどぶろく
祭が開催されました。
今年の当番は台組の皆さん。地元産新米コシヒカリで造
られたどぶろくは、さわやかで甘みがあり、香りが良いと
好評でした。
今年も、市内外から多くの皆さんが参拝に訪れました。
毎年振る舞われるどぶろくを楽しみに、県南地区から参拝
に訪れているという方は ｢参拝を始めて、もう 20 年ほど
になります。今年もどぶろくを楽しみにしてきました。今
年のどぶろくもとてもおいしいです。甘くて良い香りがし
ますね｣ と話していました。

第 32 回茨城県民生委員児童委員大会
受賞おめでとうございます
11 月６日（水）、茨城県立県民文化センターにおいて、
第 32 回茨城県民生委員児童委員大会が開催され、民生
委員児童委員として多年にわたり本市の地域福祉向上の
ためご尽力いただいた方々が表彰されました。
行方市の被表彰者は次の方々です。（敬称略）

◇民生委員児童委員
〃
〃
〃
〃

山口美佐子
野原トシ子
磯山 和子
佐山 晴美
中野 和朗

新しい園舎を探検したよ！
麻生幼稚園児と太田幼稚園児が交流
12 月２日（月）、麻生幼稚園で太田幼稚園との交流会
が行われました。園児たちは遊戯室でクリスマスの歌を
合唱し、ゲームを楽んだあと、新しい園舎内を探検。お
互いに交流を深めました。
本年４月に統合を迎える麻生幼稚園と太田幼稚園。新
しい園舎で一緒に遊んだ園児たちは、「お友達がたくさん
増えてうれしい」「４月からどの教室になるのかな」と期
待に胸をふくらませていました。
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手作り竹ほうき 300 本を寄贈
手賀の吉田豊三郎さん
手賀在住の吉田豊三郎さんから、市立の小中学校・幼
稚園に手作りの竹ほうきを 300 本寄贈していただきまし
た。吉田さんは約 10 年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に寄贈して
いただいています。
手賀小学校の６年生が市内の児童・生徒を代表し、
「毎
年ありがとうございます。これからも元気でがんばって
ください」とお礼を述べました。吉田さんは子どもたち
に囲まれ、
「もうすぐ 88 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
笑顔で話していました。
児童生徒の皆さん、この善意のほうきで学校をきれい
にしてくださいね。

こめパンの給食を食べたよ
田宮満さんより こめ粉を提供していただきました
学校給食では、安全安心の重視と地産地消の観点から、
地場産野菜をたくさん使用しており、行方産コシヒカリ
を使ったご飯を提供しています。
11 月 19 日（火）の給食は、お米でできた「こめパン」
を主食にした献立でした。このパンは田宮農園代表 田宮
満さんから、こめ粉の提供を受けてできたものです。田
宮さんは、環境に配慮した合鴨農法を取り入れており、
農薬・化学肥料を減らした特別栽培のお米を、地域の子
供たちにもっと食べてほしいとの思いから提供してくだ
さいました。ご厚意に感謝申し上げます。
この日、こめパンを食べた麻生小学校の１年生は「もっ
ちりしっとりしていて、とてもおいしい」と大満足でした。

科学の不思議を体験しました
青少年のための科学の祭典 鹿行地区大会
科学の面白さや楽しさを体験してもらおうと、11 月 17
日（日）
、
麻生中学校において「青少年のための科学の祭典」
が開催されました。
市内および近隣の小中学校や高校の教員、企業などか
ら、35 のブースと２つのサイエンスショーが出展され、
鹿行地区や近隣の小中高生、大人など総勢 1,896 人が工
作や実験など科学の楽しさに触れました。特に「吸水性
ゲルを使って芳香剤を作ろう」
「アイスクリームをつくろ
う」のブースは行列ができるほど人気がありました。
次回は来年、鉾田市で開催されます。

子ども神輿が 80 年ぶりに復活
活力ある地域づくりをめざして（矢幡区）
矢幡区では、11 月 17 日（日）に子ども神輿による「矢
幡ふるさと祭り」を 80 年ぶりに復活しました。
はっぴ
当日は晴天に恵まれ、法被姿の子ども達が、地区の神
社から太田小学校までの約３㎞の道のりを、重さ 70 キロ
の神輿を担いで練り歩きました。辺りには、子ども達の
「わっしょい、わっしょい」と威勢のよいかけ声が響きわ
たりました。参加した子ども達は「神輿は重たかったけど、
みんなでできて楽しかった」と話していました。
※今回の子ども神輿は、宝くじの社会貢献事業として助
成を受けて購入しました。
なめがた
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第４回行方市長杯選手権ゲートボール大会
１１月７日（木）北浦運動場第１グラウンド
【優

勝】内

第８回市内女子ミニバス親善リーグ戦
６/ ２３・９/ １・１１/ ２４

北浦運動場体育館ほか

【優 勝】玉造山王ミニバス【準優勝】北浦 GrassesMBCW
【第３位】麻生ミニバス

宿

軟式野球後期大会
１１月３日（日）・１０日（日）浜野球場
優勝した黒潮クラブは市代表として、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】黒潮クラブ【準優勝】零－ zero【第３位】ブラックエンジェルス【第３位】ベアーズ

玉造山王ミニバス

第 20 回行方市麻生杯柔道大会
１１月３０日（土）麻生運動場体育館

黒潮クラブ

第 16 回

社会人サッカー大会

幼年の部

【第３位】石神

小学３年生（男子個人戦）【準優勝】仲田

１１月１７日（日）北浦運動場第１グラウンド
【優 勝】ＢＩＤＡＮ【準優勝】麻生クラブ
【第３位】ＦＩＮＡＬＳ

【第３位】高﨑

煌（麻生柔道）
将孝（玉造柔道）
兜（麻生柔道）

小学４年生（女子個人戦）
【第３位】相川

乃香（麻生柔道）

小学５年生（男子 45kg 級）
【第３位】鈴木

尊仁（玉造柔道）

【第３位】吉川
小学５年生（男子 45kg 超級）

大貴（玉造柔道）

小学６年生（男子 50kg 級）
【第３位】黒田

匡志（麻生柔道）

【第３位】高栖亜久里（麻生柔道）
中学生（男子 50kg 級）

【第３位】関野

中学生（女子 55kg 超級）【優
ＢＩＤＡＮ

第４回行方市ゴルフ連盟大会
１１月２１日（木）ノースショアカントリー倶楽部
【優 勝】千ヶ崎 良治【準優勝】並木 文男
【第３位】羽生 義隆 ベスグロ（78）田口 操

第８回バスケットボール大会
１１月２３日（土）北浦運動場体育館
男子の部【優
女子の部【優

勝】６３’ ｓ
勝】Ｇ－ＣＲＥＷ

茨城県体育協会ゴルフ大会
１１月２３日（土）水戸レイクス CC
団体の部【準優勝】行方市体育協会 A
（佐山 正・原 延征・須貝 清・羽生 義隆）
個人の部【優 勝】佐山 正

行方市ソフトボール連盟杯大会
１２月１日（日）浜野球場ほか
【優
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太紀（玉造中）

勝】今井

香帆（麻生中）

【準優勝】野原

雅人（玉造中）

【第３位】前川

明輝（麻生中）

中学生（男子 75kg 超級）【第３位】高栖

一貴（麻生中）

中学生（男子 75kg 級）

第２回行方市バレーボール連盟親善大会
１２月１日（日）麻生運動場体育館ほか
【優 勝】あおぞら（石岡市）
【準優勝】ババーズ（行方市）
【第３位】Precious（行方市）
【第３位】青空クラブ（行方市）

第８回行方市長杯剣道大会
１２月１日（日）北浦運動場体育館
個人戦 高学年の部
【第３位】大崎 庸之 【第３位】大川 翔永
（玉造山王剣道）
（麻生剣友会）

行方市民インディアカ大会
１２月１日（日）玉造運動場体育館
【優 勝】ポップコーンＢ 【準優勝】ポップコーンＣ
【第３位】てんとうむし

