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　１月 22 日 ( 木 )、茨城県庁において平成 26 年度茨城県下水道促進週間
コンクール表彰式が行われ、絵画・ポスターの部で箕輪美蘭さん（麻生
小４年）が知事賞特選を受賞し、表彰されました。
　このコンクールは下水道の理解と普及の促進を目的として、県内小中
学生を対象に、絵画・ポスター、作文、書道、標語、新聞の５部門で行
われるもので、応募総数 54,330 点のうち行方市からは 607 点の応募があ
りました。
　「絵画・ポスターの部」5,548 点の作品の中から茨城県知事賞特選受賞
という栄誉に輝いた箕輪さんは、「夏休みに上下水道の見学をして水の大
切さを学びました。きれいな霞ヶ浦をイメージして描きました。賞をい
ただき、水がきれいになるようにできることはしていきたいと思います」
と受賞の喜びを語ってくれました。おめでとうございます。

茨城県下水道促進週間コンクール　茨城県知事賞特選受賞

　手賀在住の荒井政夫さんに法務大臣からの感謝状が贈

呈されました。

　荒井さんは、人権擁護委員として平成 18 年１月１日か

ら平成 26 年 12 月 31 日の９年間にわたり活躍され、国

民の人権擁護と人権思想の普及高揚に尽力された功績が

認められました。

　おめでとうございます。

法務大臣からの感謝状が贈呈されました

荒井政夫さん（手賀在住）

　１月 21 日（水）に開催された茨城県統計功労者表彰

式において、永年にわたり統計調査に携わり、統計行政

の推進に貢献した功績が認められ、今回の受賞となりま

した。

　おめでとうございます。

（順不同）

○茨城県知事表彰

　小室   旭さん　瀨尾 俊雄さん

○茨城県統計協会総裁表彰

　金田 秀雄さん　横瀬 喜則さん　千ヶ﨑 正義さん

○総務大臣表彰

　眞家 幸江さん

○経済産業省大臣官房調査統計審議官感謝状

　伊藤 伸一郎さん

茨城県統計功労者表彰

箕輪美蘭さん（麻生小４年）

７名が受賞しました
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　１月 15 日（木）、鈴木市長、平野商工会会長が、東京
都武蔵野商工会議所を訪問し、稲垣会頭をはじめ商工会
議所の皆さんと意見交換を行いました。
　稲垣会頭は行方市（旧北浦町）の出身で、平成 23 年
３月の東日本大震災の際と、昨年 12 月に多額のふるさ
と応援寄附金を御協力いただき、行方市のまちづくりを
応援していただいています。
　また、稲垣会頭には以前から行方市のまちづくりを進
めていく中で、農業、商工観光の分野において、武蔵野
市との交流を通して役立つことができないか提案をいた
だいていたところですが、この訪問を機に交流実現の取
り組みを進めていくことになりました。
　今回の訪問では、ふるさと応援寄附金の感謝状ととも
に行方市特産のコシヒカリ、イチゴ、レンコンやセリな
どの野菜、つくだ煮を謝礼品として贈呈しました。

武蔵野市との交流について意見交換

武蔵野商工会議所を訪問

　１月 20 日（火）、玉造保健センターにおいて第９回行
方市介護支援専門員連絡協議会総会が開催されました。
　総会後には、平成 27 年度の介護保険制度の改正を控え、
茨城県ケアマネジャー協会副会長の佐藤二郎先生を講師
に迎え「ケアマネ目線の制度改正」をテーマに研修会を
開き学習しました。
　今期より、玉寿荘井上百合子介護支援専門員が会長に
就任し、多職種協働をテーマに月１回定例会を開き学習
してまいります。介護支援専門員の方、入会は随時可能
です。興味のある方は是非ご連絡ください。

（事務局　行方市地域包括支援センター　内山 順恵）

第９回行方市介護支援専門員連絡協議会総会開催

多職種協働をテーマに

　１月 31 日（土）、銀座一丁目にある茨城県のアンテナ
ショップ「茨城マルシェ」で、女性団体「紅 -KURENAI-」
のメンバーが行方産農産物と行方弁レシピアプリの PR 活
動を行いました。用意した約 150 人分のレンコン、サツ
マイモ、切り餅、干し芋は、来店者に大変喜ばれました。
　今回の活動は、来店者などの消費者に対し、生産者が直
接紹介することで農産物への理解を深めるとともに、顔の
見える産地として情報発信に努めました。また、行方弁レ
シピ掲載の市内産エシャレットを使った「食べるラー油」
の試食も大好評で、女性ならではの PR ができました。

行方産農産物・行方弁レシピアプリを元気に PR
女性団体「紅 -KURENAI-」

　節分の日の２月３日（火）、子どもたちに節分の伝統を

学んでもらおうと、鬼に扮した行方市商工会青年部の方

が市内の４幼稚園を訪れました。

　麻生幼稚園では、園長先生から「みんながやっつけた

い、心の中の鬼さんを退治して、幸せを呼び込みましょう」

とお話があり、自分で作った鬼のお面をつけた園児たち

は、鬼に向かって「鬼は外ー！」と元気いっぱいに豆ま

きを行いました。※写真は麻生幼稚園の様子です。

市内幼稚園で節分豆まき

元気に「鬼は外！」
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たくさんのご応募ありがとうございました

第９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 大野　剛 群れ飛ぶかもめ
行方市長賞 永作　善巳 冬の足音

行方市議会議長賞 若泉　治男 のどかな光景
優秀賞 小牧　文子 ダイアモンド富士が釣れた
優秀賞 杉山　紀美子 大銀杏の佇い
優秀賞 内野　満寿美 凛として
優秀賞 深澤　知子 美しい霞ヶ浦と帆引き船
奨励賞 出沼　広志 我が森の秋彩
奨励賞 額賀　喜美子 みんなの広場
奨励賞 大輪　章 豊漁の予感
奨励賞 関野　守 まつり
ユーモア賞 井川　拓海 孤独感
ユーモア賞 内藤　佳代 わたしの花園

審査結果 氏　�名 画　　題 所　属
環境保全市民会議議長賞 古森　圭祐 さくらのきのみ 玉造小
行方市教育長賞 松下　怜央 秋の始まり 要小

入選 椎木　美羽 かすみがうら 麻生東小
入選 日下　翔太 ちょっと一休み 要小
入選 栗又　仁菜 思い出たくさん要小学校 要小
入選 曽根　大翔 そりあそび 玉造小
入選 島田　歩武 パープルフラワー 玉造小
入選 西村　桃華 パンジー 玉造小
入選 中田　竜 かわいくえさをたべてるうさぎ 玉造小
入選 曽根　大樹 なめがた砂漠 玉造小

【一般の部】 【小学生の部】

２月８日（日）に
表彰式が行われま
した。

　茨城県では、楽しみながら県の伝統や文化等を学ぶこ
とができるよう、県内すべての中学２年生を対象として、
いばらきっ子郷土検定を実施しています。
　２月７日（土）、県民文化センターにおいて行われた「い
ばらきっ子郷土検定　県大会」に、行方市を代表して玉
造中学校の５名の皆さんが出場し、予選Ｂブロックで、
記述問題３問全問正解、続く早押し問題で逆転されてし
まい、惜しくも準決勝進出を逃しましたが、市代表とし
て頑張りました。
＜県大会出場者＞
小林 健太朗さん　藤岡 裕真さん　荒張 里緒さん
小谷 薫里さん　古渡 淑乃さん

市代表で玉造中の生徒５名が出場

いばらきっ子郷土検定　県大会

審査結果 氏　�名 画　　題 所　属
環境保全市民会議議長賞 髙野　真名美 草に生えるシロツメグサ 北浦中
行方市教育長賞 曽根　雄大 追い越せ！ 玉造中

入選 石橋　玲奈 寒さの中で咲く花 北浦中
入選 郡司　優花 きれいな青空 北浦中

アイデア賞 石橋　なごみ 丸で見る階段 北浦中

【中学生の部】

※入賞作品の展示を、
３月  ３日（火）～ 10 日（火）　北浦公民館
３月 11 日（水）～ 17 日（火）　玉造公民館
３月 18 日（水）～ 24 日（火）　麻生公民館
で行いますので、ぜひご覧ください（各館最終日は午前で終了）。

　市職員研修の一環として、若手職員 4 名が部局の枠を超
えて自主的にチームを作り、本市の政策を推進する新規企
画を提案し、２月４日（水）、幹部職員を前に発表しました。
　約１年間にわたって「霞ヶ浦ふれあいランド利活用方法
の検討」をテーマに、アンケート調査や先進自治体への聞
き取りなどを行うとともに、若手職員ならではの斬新なア
イデアが盛り込まれていました。
　この研修事業は、職員一人ひとりの政策形成能力の向上
を図るため、昨年度から実施しています。

職員チーム研修事業報告会

若手職員のスキル向上を図ります
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１月３１日（土）北浦運動場体育館ほか２会場

【優　勝】水木バレーボールスポーツ少年団（日立市）

スキー教室が開催されました
　体育協会スキー部主催の「苗場スキー教室」が１月 16
日（金）～ 18 日（日）に開催されました。初心者から
レベルに合わせて指導者の熱心なアドバイスを受け、盛
況のうちに終了しました。

１月１１日（日）麻生運動場弓道場

射　初　会

【団体優勝】久保 喜雄　鈴木  猛
【射込優勝】久保 喜雄　【射込準優勝】斉藤 勝美
【第  ３  位】柳町 照夫
【射詰優勝】佐藤 至学　【金 的 賞】柳町 照夫　小島 詩織
【10  点  賞】斉藤 勝美　鈴木  猛

第９回交流バスケットボール大会
１月１８日（日）北浦運動場体育館

男子の部【優　勝】TEAM 哲
女子の部【優　勝】毘沙子

第９回行方杯少年サッカー大会
２月１日（日）北浦運動場第１グラウンド

【優　勝】ＦＣ北浦
【準優勝】日の出サッカー
【第３位】麻生サッカー・麻生 EAST

第９回行方市近隣スポーツ少年団
バレーボール大会

第９回行方市小学生ハンドボール大会
２月７日（土）８日（日）麻生運動場体育館ほか３会場

男子の部　　 【優　勝】新治クラブ（かすみがうら市）
女子の部　　 【優　勝】埼玉選抜（埼玉県）
ちびっ子の部 【優　勝】  土浦ハンドボールクラブ（阿見町）

第 31回玉造ロータリークラブ杯ミニバスケットボール大会
２月７日（土）８日（日）北浦運動場体育館ほか

【優　勝】牛堀ミニバス
【準優勝】津知ミニバス
【第３位】北浦 GrassesMBC

行方市社会体育施設予約のお知らせ
　行方市社会体育施設条例施行規則に基づき、市内在住

在勤者は、利用しようとする月から起算して３カ月前か

ら申請することができます。

　ただし、市外在住者の利用については、２カ月前から

の申請となります。

【例】 市内在住在勤者が５月中に施設を使用したい場合は、

３月１日から申請することができます。

　※ 北浦第１グラウンドは、３月中旬から５月末日まで

芝の養生期間となりますのでご利用いただくことは

できません。

　２月 10 日（火）、神戸市中央卸売市場で鈴木市長、JA 
なめがたの中川組合長ほか関係者が、行方産農産物の販売
促進イベントを実施しました。
　会場には、みず菜、春菊、ちんげん菜、アイスプラント
など多くの農産物を展示したほか、焼きたての焼き芋やい
ちごを試食していただきました。また先着 150 名様に、サ
ツマイモ（紅まさり）１箱をプレゼントしました。
　ＪＡなめがたでは、平成 24 年から同市場へのサツマイ
モの出荷を始め、出荷量は年々増えているとのことです。

行方産の農産物を市長とＪＡ組合長がＰＲ

神戸の市場でトップセールス


