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まちの話題

企業とのコラボ企画をラジオで紹介
産業連携による「食」と「農」を通じたまちづくり
行方市では、今年度、大塚製薬やスーパーセイミヤとのコ
ラボ企画として、市内外の親子や大学生の参加のもと「大豆
を育てよう」イベントを開催しました。
12 月 4 日（木）には、鈴木市長と大塚製薬の社員がＩＢ
Ｓ茨城放送「スマイルスマイル・プラス」に生出演し、コラ
ボ企画の紹介とあわせて、産業連携による「食」と「農」を
通じた行方市の取り組みについて説明しました。
市では、このような連携事業を通じて、市内外から参加者
を募り、実際に農業を体験いただき、普段、食卓にのぼる食
べ物の大切さと食べることの大切さ、そして、本市産農産物
の素晴らしさを肌で感じていただくと同時に、消費・販売の
拡大につなげていきたいと思っております。

収穫祭と防災訓練による三世代交流
はつらつ市民活動交流事業

上山区

住民同士の交流を深めることを目的に、11 月 30 日
（日）、上山区三世代交流会が開催されました。
上山区では、今年度、市が助成するはつらつ市民活動
交流事業を活用して、さつまいもの栽培などの農業体験
を行ってきました。この日は、収穫祭と題して、おにぎ
りや豚汁、石焼き芋などが振る舞われ、日頃、顔を合わ
せる機会が少ない、上山区在住の子どもとその親、そし
て地元の高齢者などが、同じ時間を一緒に過ごしました。
当日は、行方消防署の署員を招いて地域防災訓練も開
かれ、防災減災への意識を高めました。

幼稚園児が西蓮寺大イチョウを見学
大イチョウの色づき具合を各マスコミが紹介
西蓮寺境内にそびえる、県指定天然記念物の大イチョウ。
昨年 12 月上旬には境内一面が黄金色に染まり、県内外から
カメラを片手に訪れた来場者の目を楽しませていました。
今季は、大イチョウの色づき具合が複数のテレビ局で紹介
され、行方市の観光ＰＲの一翼を担いました。
今月号の表紙は、寒空の中、大イチョウの下で元気に走り
回る玉造幼稚園の園児を撮影したものです。
イチョウの葉を持ちきれないほど集めている園児の姿が、
ほほえましく感じました。

なめりーミコットが埼玉県羽生市でＰＲ
世界キャラクターさみっと in 羽生
11 月 22 日と 23 日の２日間、埼玉県羽生市で世界キャ
ラクターさみっと in 羽生が開催され、行方市のマスコッ
トキャラクター、なめりーミコットも参加してきました。
このイベントには、国内外から 430 ものキャラクター
が集結。主催者発表によると、2 日間で約 41 万人が訪れ、
複数のステージに分かれて行われたキャラクターショーで
は、キャラクターたちの歌や踊りに、来場者から歓声が
上がっていました。なめりーミコットは 23 日のステージ
ショーに登場し、アテンド役を務めた市職員とのコミカル
なやりとりが、満員の来場者の笑いを誘っていました。
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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

行方市民インディアカ大会
１２月７日（日）玉造運動場体育館
【優 勝】てんとうむしＡ
【第３位】ピンキーズＡ

【準優勝】ポップコーンＢ

行方市バレーボール連盟大会
１２月７日（日）麻生運動場体育館
【優 勝】Ｌｏｖｅｒｓ
【第３位】シャドー

【準優勝】フレンズ

五穀豊穣と家内安全を祈願
青沼 春日神社 どぶろく祭

行方地区弓道大会
１２月７日（日）麻生運動場弓道場
＜射詰＞
【優 勝】柳町 照夫（麻生）
＜射込＞
【優 勝】久保 喜雄（麻生）【準優勝】宮本 浩匡（潮来）
【第３位】鈴木 猛（麻生）
＜団体＞
【優 勝】元木 康晴（麻生）・佐藤 至学（麻生）
＜金的＞
深沢 辰五郎（麻生）・荒野 ひかる（麻生高）

11 月 23 日（日）、青沼地内の春日神社で、市指定無形
民俗文化財「どぶろく祭」が開催されました。
このお祭りは、平安時代の初期、奈良の春日神社から
分祀した青沼の同神社の建立を祝って始められたお祭り
で、約 1200 年前から続く伝統行事です。
はろう
どぶろくの醸造は、今年の当番区である波籠組の 26 世
帯の皆さんが行いました。11 月９日に本仕込みをしてか
ら当日まで毎日休むことなく、世話人の方々が交代で温
度管理を行い、お酒の状態を確認したそうです。新米で、
約 300 リットル仕込んだ今年のどぶろく。出来も上々で、
とてもフルーティで香りが良いと好評でした。

市内の５歳児がサッカーを通じて交流
未就学児（５歳児）交流事業「サッカー教室」
来年度小学校に入学する市内の未就学児（５歳児）が、
鹿島アントラーズの育成部コーチ６名を招いて行われた
サッカー教室で、楽しく交流しました。
普段はそれぞれ幼稚園や保育園、家庭で生活している
子どもたちの仲間づくりを目的とする市の未就学児交流
事業の第２回目となったこのサッカー教室。11 月４日
（火）は北浦地区 64 名、21 日（金）は玉造地区 92 名、
25 日（火）は麻生地区 98 名の子どもたちが、コーチと
一緒にサッカーのミニゲームやボール当てなどを楽しみ、
地域の子どもたちが交流する良い機会となりました。

室井佑月さんが語る「自分らしい子育て」
青少年健全育成講演会
11 月 23 日（日）、市文化会館において、テレビ・ラジ
オのコメンテーターや作家として活躍されている室井佑
月さんをお招きし、青少年健全育成講演会が開催されま
した。
若い女性の代弁者、恋愛の教祖、そしてシングルマザー
として子どもを育てている立場から、
「自分らしい子育て」
と題し、ご自身の子育てや教育観を語ってくださいまし
た。「親はぶれてはいけない。子どもは親を見て育つ。母
親はいつも笑っていることが大切」など、経験を通した
身近な話題に、約 350 名の観客で埋められた会場は大い
に盛り上がり、終始和やかな講演会となりました。
なめがた

2015.1.1
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軟式野球後期大会

第 21 回行方市麻生杯柔道大会

１１月２日（日）・９日（日）玉造浜野球場

１１月２９日（土）麻生運動場体育館

勝】零 -zero-

【準優勝】エンジェルウイングス

第４回行方市長杯選手権ゲートボール大会
１１月１３日（木）北浦運動場第 1 グラウンド
【優

勝】玉川チーム

【準優勝】豊和チーム

勝】石神

煌（麻生柔道）

【第３位】箕輪 悠雅（麻生柔道）
〈小学３年生 女子個人戦〉
【第３位】河名

咲（麻生柔道）

〈小学４年生 女子個人戦〉
【準優勝】大原 光姫（麻生柔道）
〈小学３年生 男子個人戦〉
【第３位】相川 翔馬（麻生柔道）

１１月１６日（日）北浦運動場第 1 グラウンド
勝】ＢＩＤＡＮ

〈小学４年生 男子 40kg 級個人戦〉
【第３位】土子 武竜（麻生柔道）
〈小学４年生 男子 40kg 超級個人戦〉
【優

第３回行方市バレーボール連盟親善大会
１１月１６日（日）麻生運動場体育館ほか
【優

【優

【第３位】髙﨑 きらら（麻生柔道）
〈小学５年生 女子個人戦〉

第 18 回社会人サッカー大会
【優

〈幼年の部〉

勝】髙﨑

兜（麻生柔道）

【準優勝】髙橋 壮斗（麻生柔道）
〈小学５年生 男子 45kg 超級個人戦〉

勝】松の緑（神栖市）【準優勝】波崎倶楽部（神栖市）

【準優勝】石塚 雄也（玉造柔道）

【第３位】青空クラブ（行方市）

【第３位】河名 優斗（麻生柔道）
〈中学生 女子 55kg 級個人戦〉
【第３位】前川 晴伽（麻生中）

第４回行方市ゴルフ連盟大会

〈中学生 女子 55kg 超級個人戦〉
【準優勝】若本 早紀（麻生中）

１１月１８日（火）セントラルゴルフクラブ
【優

【第３位】黒田 彩霞（麻生中）

勝】滝ヶ崎 正 【準優勝】齋藤 勝巳

【第３位】藤崎 仙一郎

ベスグロ（79）平山 勝巳

第９回行方市バスケットボール大会
１１月２９日（土）北浦運動場体育館
〈男子の部〉【優

勝】ブル☆らび

〈女子の部〉【優

勝】ｉｍｐａｃｔ

〈中学生 男子 75kg 級個人戦〉
【準優勝】野原 雅人（玉造中）
【第３位】小林 健太朗（玉造中）
〈中学生 男子 75kg 超級個人戦〉
【第３位】栗山 拓夢（玉造中）

ほこた・なめかたオープンテニス大会
１１月３０日（日）北浦運動場テニスコートほか
〈男子の部〉
【優

勝】穐山・渡邊

組 【準優勝】田中・横山

組

組 【準優勝】高野・高野

組

〈女子の部〉
【優

勝】新里・田中

行方市ソフトボール連盟杯大会

第９回行方市長杯剣道大会

１１月３０日（日）・１２月７日（日）玉造浜野球場ほか

１２月７日（日）北浦運動場体育館

【優

勝】根小屋オールスターズ

【準優勝】新宮同志会 【第３位】マルミ代行

第９回市内女子ミニバス親善リーグ戦
６/ １５・８/ ３１・１２/ ６
【優

勝】北浦 Grasses ＭＢＣ
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勝】堅倉剣道スポーツ少年団Ａ

【準優勝】小川少年剣友会Ａ 【第３位】麻生剣友会

第９回行方市長杯少年サッカー大会

北浦運動場体育館ほか

【準優勝】玉造山王ミニバス 【第３位】麻生ミニバス
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【優

１２月７日（日）北浦運動場第 1 グラウンド
【優

勝】ＦＣ北浦 【準優勝】玉造ＦＣ

【第３位】武田サッカー

