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狂言の面白さをわかりやすく表現
大藏狂言 SHIN 狂言鑑賞会
11 月８日（土）、茨城新聞社とげんでんふれあい茨城
財団が主催し、行方市や茨城県などの後援による狂言鑑
賞会が、行方市文化会館で開催されました。
上演された狂言は、700 年以上前から続いている狂言
おおくら

ふ ず も う

最古の流派、大藏流の狂言師の皆さんによる、「文相撲」
くりやき

と「栗焼」の 2 つの演目。出演は、二十五世宗家大藏彌
太郎氏の長男、大藏千太郎さんなど大藏流能楽師狂言方
の皆さんが演じました。
喜怒哀楽の感情表現がとてもわかりやすく表現され、
会場を訪れた約 300 人の来場者の笑いを誘っていました。

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７日（金）、麻生地区の老人クラブの皆さんが、
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７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をしていただきまし
た。おかげ様で、庁舎敷地が見違えるようにきれいにな
りました。
ありがとうございました。

伝統の帆引き網漁を沖合いで見学
水産業体験教室 玉造小５年生
市内の小学生に、地元の漁師の仕事や霞ヶ浦の役割に
ついて学んでもらおうと、11 月 12 日（水）、水産業体験
教室が開催されました。北浦地区、麻生地区に次いで、
今回は、玉造地区、玉造小学校 5 年生 115 名が参加しま
した。
霞ヶ浦北浦水産事務所職員の講話をはじめ、霞ヶ浦沖
合での定置網漁と帆引き網漁の見学、霞ヶ浦産料理の試
食等、地場産業を実際に見たり食べたりと、児童にとっ
ては学校の教室では体験することのできない、貴重な体
験となったようです。

第６回健康なめがたウォーキング大会
矢幡・宇崎地区北浦湖岸周辺ウォーキングコース
11 月 8 日
（土）
、
健康なめがた第 6 回ウォーキング大会が、
曇り空の中、旧太田小グラウンドを発着点として、123 名
が参加して行われました。
今年は、矢幡・宇崎地区の北浦湖岸周辺ウォーキングコー
スで、6 キロと 4 キロそれぞれ２つのクラスに分かれて、
歩きました。
参加者は、秋の深まりを感じながらそれぞれのペースで
ウォーキングを行い、全員がゴールに到着しました。
大会の開催には、市ウォーキング大会実行委員会のほか、
市食生活改善推進連絡協議会の皆さまにもご協力をいただ
きました。
なめがた
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コミュニティ研修会を実施しました

10 月 11 日（土）
、茨城大学社会連携センター准教授の長谷川幸介先生を講師に、同協働のまちづくり研究会世話人の外岡
仁先生をゲストスピーカーに招き、麻生公民館においてコミュニティ研修会を実施しました。
第 1 部では、防災や子育てなどの身近な 5 つのテーマをもとに、ワールドカフェ方式で皆さんの課題を共有し、その解決の
プランを考えました。第 2 部では、長谷川先生、外岡先生に講演をいただき、
「地域が支える幸せの処方箋」をテーマに「協
働のまちづくり」を分かりやすく、時にはジョークを交えながらお話いただきました。最後に、第 1 部でまとめた課題解決の
プラン（幸せの処方箋）を参加者に発表してもらい、更に理解を深めました。
約 90 名の参加者には、市民のほか、市外からの参加や高校生など、色々な世代や枠を超え楽しくにぎやかに行われました。
市では、色々な方の熱意をなるべく多く実現できるよう、これからもこのようなワークショップ方式の研修会を実施したい
と思います。

皆さんが考えた『幸せの処方箋』
①防

災 ･･･ 地域でハザードマップづくり

②子育て ･･･地域で子育て（仲人づくり、イクメン講
座、三世代交流）
③支えあい ･･･「 協働」の理念に沿った環境づくり、
あいさつから始まるコミュニティづく
り
④生きがい・健康づくり ･･･ 定期的に集える場所づく
り、高齢者のウォーキング、
「ロコモ」の
普及
⑤年中行事の継承 ･･･これまでの手法の改革（隔年実
施や統合など）

第 12 回交通安全高齢者自転車競技茨城県大会
手賀地区の５名が出場
この大会は、高齢者社会を迎え、高齢者の自転車事故
が多発・増加している現状から、交通安全の意識の高揚
と運転技能の向上を図り、高齢者の交通事故防止を目的
とし、毎年開催されています。
本年度は、10 月 22 日（水）に、ひたちなか市総合運
動公園総合体育館において開催され、行方地区代表とし
て、手賀地区（髙塚雅さん、宮内廣さん、磯山貢さん、
大輪千勝さん、荒井政夫さん）の５名が選手として出場
しました。惜しくも入賞はできませんでしたが、良い経
験となったようです。この経験を生かし、交通事故防止
につなげてほしいと思います。

茨城県青少年相談員功労者表彰
青少年の健全育成に寄与
10 月 22 日（水）
、茨城県庁において行われた茨城県青
少年相談員研修大会において、３月末で青少年相談員を退
任されました平山嘉枝さん（宇崎）
、
石橋展子さん（北高岡）
が茨城県青少年相談員功労者表彰を受賞しました。
お二人は、約 10 年にわたり、青少年相談員として青少
年の健全育成と非行防止に寄与するとともに、育成組織の
維持発展に貢献くださいました。
おめでとうございます。
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手づくりのガーデニングフェア開催
花で彩るまちづくり会
花で彩るまちづくり会（会員 40 名）は 11 月１日（土）、
行方ふれあいまつりで手づくりの市民ガーデニングフェアを
開催しました。会員が春から育てたセンニチコウやカイガラ
ソウなどを、クリスマスリースの材料として素敵に仕上げ、
エコクラフトで編んだ手さげかごや、廃材の湯飲み、空き容
器等を再利用し、多肉植物を挿し植えして手頃な価格で販売
するなど、環境保全運動も同時実施しました。
さらに来場者に、エキナセアやマリーゴールド、コキアな
どの採取種をフェアちらしとともに配布すると、「来年蒔い
てみます。花が咲いてくれたら楽しみですね」との声も聞か
れました。
会員は「私たちの思いが市民の皆さんに伝わり、いっしょ
に花で彩るまちづくりを広めていければ」と話していました。

食農教室

～親子ふれあいの日～

市内幼稚園児の親子らが農業体験
農業体験、なめがた野菜使用の会食等を通じ、園児及
びその保護者に「食」と「農」について理解を深めると
ともに親子の絆を深めてもらおうと、「食農教育事業～親
子ふれあいの日～」が実施されました。
9 月 18 日（木）は北浦幼稚園児とその保護者、10 月
28 日（火）には玉造幼稚園児とその保護者、29 日（水）
には麻生幼稚園児とその保護者を対象に実施され、親子
らは、さつまいも掘りや、摘んだコスモスの花を使って
しおり作りなどを行いました。
また、市内女性団体の協力により、行方産野菜を使っ
た豚汁やサラダなどの会食を楽しみました。

芸術と文化の秋

新しい出会いに感動！

第９回行方市文化祭が開催されました
10 月 31 日（金）から 11 月 3 日（月）までの 4 日間、麻生公民館・北浦公民館・玉造公民館・市立図書館及び市文化会
館を会場に第９回行方市文化祭が盛大に開催されました。
日頃の稽古で鍛えた踊りや歌の発表、創作活動で仕上げた力作揃いの作品展示、また、各種大会や茶会と内容盛りだくさ
んに、文化活動の成果が披露されました。

おもてなしのお茶会（北浦公民館）

上手に仕上がりました（玉造公民館）

力作が並ぶ麻生会場（麻生公民館体育室）

フィナーレを飾りました（市文化会館）

秋を歌いました（玉造公民館）

華やかな衣装で踊るフラダンスの皆さん（麻生公民館）
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第 18 回玉造柔道大会

秋季グラウンドゴルフ大会

１０月２６日（日）玉造 B&G 海洋センター

１０月３０日（木）天王崎公園

幼年の部
【準優勝】石神  煌（麻生）
  
４年男子の部【優 勝】仲田 将孝（玉造）
【第３位】大塚
  
晴貴（玉造）
６年男子の部【第３位】吉川 大貴（玉造）
３・４年女子の部【準優勝】大原 光姫（麻生）

行方市弓道大会
１０月２６日（日）麻生運動場弓道場
＜団体＞
○高校の部
【優 勝】江戸崎総合Ａ（相原 健・佐藤 政宏・村松 真）
○一般の部
【優 勝】茨城Ｂ（笹沼 健一・尾吹 将大・高木 勉）
＜射込＞
○高校の部
【優 勝】相原 健【準優勝】村松 真【第３位】福岡 遼馬
○一般の部
【優 勝】笹沼 健一【準優勝】中根 将平【第３位】岡田 敏樹
＜金的＞
○高校の部 山田 康介（麻生Ｂ）・草間 悠希菜
○一般の部 高木 勉・渡邊 淳

第 26 回ふれあいソフトバレーボール秋季大会
１０月２６日（日） 北浦運動場体育館
＜フリークラス＞
【優 勝】球遊会【準優勝】LOVERS【第３位】ビタミン A
＜トリムクラス＞
【優 勝】ゴールドウイングＢ【準優勝】ゴールドウイングＡ
【第３位】ビタミンＢ

第 16 回

クロッケー大会

１０月２９日（水）北浦運動場第１グラウンド
【優 勝】行戸福寿会【準優勝】繁昌クラブ
【第３位】千歳会・むつみ会

行方市体協射撃大会
１１月２日（日） 潮来射撃場
【優 勝】箕輪 明男【準優勝】梶山 正昭
【第３位】小倉 利夫
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【優 勝】篠崎 俊一【準優勝】岡野 はる子
【第３位】矢幡 和男
篠崎さんはグラウンドゴルフ大会初の二連覇となりました。

行方ふれあいまつりにて行方市体育
協会スポーツ表彰が行われました
11 月１日（土）、行方ふれあいまつりメインステージ
にて、今年度（１月～９月）に優秀な成績を収めたスポー
ツ選手、指導者及び功労者 31 組 119 名の表彰式を行い
ました。
また、行方市のスポーツ振興発展に尽力された原延征
様に、市長より感謝状が授与されました。

第１回行方市スポーツ少年団ふれあいの郷
リレーマラソン大会兼平成 26 年度茨城県
スポーツ少年団あおぞらブロック交流会
１１月８日（土）北浦運動場周回コース
＜高学年男子の部＞
【優 勝】あそうっ子Ｂ（行方市）
【準優勝】玉造ジャイアンツ（行方市）
【第３位】牛堀 SSS Ａ（潮来市）
＜高学年女子の部＞
【優 勝】延方ミニバス（潮来市）
【準優勝】羽生（行方市）
【第３位】麻生フェニックスＡ（行方市）
＜低学年男子の部＞
【優 勝】牛堀 SSS Ａ（潮来市）
【準優勝】玉造 FC（M）（行方市）
【第３位】玉造ジャイアンツ
（行方市）
＜低学年女子の部＞
【優 勝】延方ミニバス（潮来市）
【準優勝】麻生フェニックスＣ
（行方市）

