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　３月 13 日（金）、市長室で感謝状贈呈式が行われ、有
害鳥獣捕獲に関し顕著な功績があった方に対して、鈴木
市長から感謝状が贈呈されました。受賞者の 14 名の皆
さんは、市の有害鳥獣捕獲隊員として有害鳥獣捕獲に尽
力、農業被害の防止に貢献されました。

【感謝状受賞の 14 名の皆さん】
　　石井 三郎さん　　石井 俊夫さん　　石川  昭さん
　　小野瀨 郁亘さん　梶山 正昭さん　　鴨下 拓治さん
　　狩谷 一美さん　　鈴置 正彦さん　　田中  忠さん　
　　萩原　 寿さん　　幡谷 照雄さん　　柳瀬 勝𠮷さん
　　山口 一美さん　　吉田  馨さん

有害鳥獣捕獲に尽力
茨城県猟友会行方北部支部玉造分会

　いばキラ TV 開局 2 周年記念として、水戸市出身のシ
ンガーソングライター鈴

すずはな

華ゆう子さんが、いばキラ TV
のために書き下ろしたオリジナルテーマ曲「はじまりの
ひかり」（演奏：“ 華風月 ”（はなふうげつ：鈴華さんがボー
カルをつとめるバンド））のプロモーションビデオが制作
され、インターネット上で公開されています。
 　このプロモーションビデオは、曲に合わせて茨城県内
全 44 市町村を舞台として県民の皆さんがダンスを踊り、
その模様を映像化したもので、行方市では、鈴木市長や
西野副市長、なめりーミコットなどが協力しました。

「はじまりのひかり」のプロモーションビデオが公開

いばキラＴＶ開局２周年

　２月 25 日（水）、麻生高校で弓道場の竣工式が行われ
ました。
　これまでは同校に弓道場がなく、弓道部の練習の際に
は、行方市内の弓道場を借りたりしていたので、後援会
などの支援により真新しい弓道場が完成しました。
　竣工式は、後援会長や学校長、弓道部員、生徒会役員
などが出席して行われました。
　「矢渡し」を務めた同校弓道部の郡司雄輝部長は、「新
しい弓道場ができたので、県大会や関東大会に出場でき
るよう精進したい」と話していました。

関東大会出場を目指します

麻生高校の敷地内に真新しい弓道場が完成

　女性のライフスタイル
や働き方などをテーマと
した「商工・労働・消費者
セミナー」が、３月 14 日

（土）、親子連れなど約 90
名が参加して北浦公民館
で開催されました。
　講演は、ライフスタイリ

ングオフィス H to O 代表の中村のぶ子さんとモーハウス
代表の光畑由佳さんが講師を務めました。中村さんは、「物
の整理ができれば時間の整
理ができる。やりたいこと
に優先順位をつけてみて
は」と話し、光畑さんは、「子
連れ出勤という就業スタイ
ルが、足踏みをしている子
育て中のお母さんに、選択
肢があることを伝えたい」
と話していました。

講師は中村のぶ子さんと光畑由佳さん

がんばる女性応援フェスティバル

　　　 　

光畑由佳さん

中村のぶ子さん

いばキラ　はじまりのひかり 検索
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　２月 17 日の農業農村シンポジウム 2014 において、茨

城県美しい水土里づくり優良活動表彰が行われ、羽生地

区資源を守る会（山中日出夫会長）が農地・水保全管理

支払交付金部門で茨城県農林水産部長賞を受賞しました。

また、２月 26 日には、受賞した４組織からの優良事例

発表会が行われました。

　羽生地区資源を守る会は、以前から羽生区と立花土地

改良区が中心となり、農地・農村環境の保全や農業用施

設の維持管理を行っており、

平成 19 年度から農地・水保

全管理支払交付金事業に取り

組み、地域住民のコミュニ

ティの醸成、農村環境の保全

に努め、特に羽生地内に所在

する蓮池での古代ハス保全の

ための活動が認められたもの

です。おめでとうございます。

「羽生地区資源を守る会」

茨城県美しい水土里づくり優良活動で表彰

　２月 21 日（土）、地域力や子供たちの夢アップなどを目
的とした「魔女まつり in なめがた」が、なめがた湖魔女
委員会の主催により、第３回行方の雛まつりと同時に麻生
公民館で開催されました。
　「魔女おばさん」こと有田道子さんを招き、県内各地か
ら集まった魔女たちの読み聞かせ大会、魔女のほうき・帽
子づくり教室、行方野菜たっぷりの魔女スープの振る舞い
により、参加者を魔女の世界へ誘いました。さらに、女性
ボランティア団体の英知が集結してさまざまな体験コー
ナーが設けられ、盛況なイベントとなりました。

「魔女まつり in なめがた」を開催
はつらつ市民活動交流事業

　行方市商工会（平野毅会長）は、「第３回行方の雛まつ
り」を、市内の観光名所から商店街へ雛巡りという企画で、
３月３日（火）までスタンプラリーと合わせて開催しま
した。
　２月 21 日（土）に行われた商工会会員テント市と市
民参加型を重視した女子力アップのイベントでは、吊る
し雛作り、ビーズ飾り、アロマ、ネイル、エコな寄せ植え、
ミニお茶会などの体験コーナーに人気が集まり、参加者
は大いに楽しんだようです。
　さらに、「女の一生ファッションショー」では、雛まつ
りにふさわしいお姫様行列も実施し、大勢の観客でにぎ
わいました。

女子力アップとお雛さまテント市
市民に夢や希望、地域づくりを意識した事業を開催

会長の山中日出夫さん

　東日本大震災の発生以降、地域防災力の重要性が広く認
識され、行方市においても、地区単位で自主的に防災訓練
が行われています。
　３月８日（日）、行方地区では、船子区が中心となって、
１時間当たり 50mm の大雨に見舞われたことを想定した訓
練が実施されました。
　行方消防署員の指導のもと、参加した消防団員や地域住
民らは、土のう作りや積み方訓練、消火訓練などもあわせ
て行い、防災への決意を新たにしました。

行方（船子）地区

大雨に備え防災訓練を実施
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　玉造内宿区では、平成 26 年度宝くじの社会貢献広報事
業の助成を受け、地域の祭礼活動を充実させるための備
品（幌獅子、太鼓、子ども達の衣装）の整備が行われました。
　同区では、毎年５月に行われる「大宮神社例大祭獅子
巡業」において、次世代を担う子ども達に伝統文化の理
解と継承を促し、多世代の交流を通したコミュニティの
推進を図っています。
　今後、祭礼などの地域の行事を通して、地域コミュニ
ティの拡大と、更なる活性化が期待されます。

平成 26 年度宝くじ社会貢献広報事業

玉造内宿区が獅子舞用具を整備

平成 26 年度残弾整理射撃大会
３月８日（日）潮来射撃場

＜トラップ２Ｒ　計 50 枚撃＞
【優　勝】前川　正明　【準優勝】箕輪　明男
【第３位】大川　秀和

行方市長杯バドミントン大会
３月１日（日）北浦運動場体育館

＜混合ダブルス A ＞
【優　勝】進藤・横田組　【準優勝】横田・小野組
【第３位】栗崎・鴨志田組　【第３位】島田・国府田組

＜混合ダブルス B ＞
【優　勝】関口・酒寄組　【準優勝】福地・田神組
【第３位】原・真家組　【第３位】大河・大原組

＜混合ダブルス C ＞
【優　勝】深谷・森田組　【準優勝】中村・秋元組
【第３位】石井・吉澤組　【第３位】根本・居原組

第 49 回行方市選手権ゲートボール大会
３月１１日（水）　北浦運動場クロッケー場

【優　勝】豊　和

第 18 回行方市民テニス大会
２月２２日（日）北浦運動場テニスコート

＜男子ダブルス＞
【優　勝】遠峰・倉田組　【準優勝】寺田・中野組
【第３位】高野・石澤組

＜女子ダブルス＞
【優　勝】海野・海野組　【準優勝】谷口・浅野組
【第３位】荒井・野口組

＜ミックスダブルス＞
【優　勝】海野・海野組　【準優勝】中野・荒井組
【第３位】石澤・寺田（恵）組【第３位】寺田・寺田（美）組

　体育協会スキー部主催の「安比高原スキー教室」が、
２月 13 日（金）から 15 日（日）にかけて開催されました。
　初級者以上で行われ、指導者のアドバイスのもと、そ
れぞれがレベルアップを目指しました。

スキー教室

　グラウンドゴルフ愛好者 177 名が参加し、競技が行わ
れました。競技終了後は参加者全員で豚汁を食べ、優勝
から５位までの表彰と、ホールインワン賞やとび賞、ブー
ビー賞の授与、ジャンケン大会などで盛り上がりました。

【優　勝】小貫　平太（麻生）
【準優勝】野原　たか（玉造）
【第３位】岡里　年貢（北浦）
【第４位】眞家　幸治（玉造）
【第５位】大津　喜英（玉造）

第４回行方市開発公社グラウンドゴルフ大会
３月５日（木）高須崎公園

スマートフォンをお持ちの方は、左記２次元コード
から、行方市公式ホームページをご覧いただけます。

行方市公式ホームページ

閲覧用２次元コード
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２月２２日（日）玉造Ｂ＆Ｇ海洋センター体育館

第 27 回行方市スポーツ少年団
本部長杯空手道大会

＜形の部＞
幼・小学１・２年生男子

【優　勝】菅原　龍之介（鉾田）
【準優勝】荒木田　航（玉造）
【第３位】反田　大翔（小川）

幼・小学１・２年生女子
【優　勝】瀬尾　優月（山新鉾田）
【準優勝】豊島　梨花（山新鉾田）
【第３位】鈴木　伶奈（山新石岡）

小学３・４年生男子
【優　勝】飯田　滉盛（神栖）
【準優勝】石川　温大（山新石岡）
【第３位】川崎　陽平（小川）

小学３・４年生女子
【優　勝】松永　実咲（神栖）
【準優勝】山口　萌香（山新鉾田）
【第３位】石田　莉菜（鉾田）

小学５・６年生男子
【優　勝】金塚　皓生（山新鉾田）
【準優勝】戸村　圭吾（神栖）
【第３位】山口　滉太（山新鉾田）

小学５・６年生女子
【優　勝】石田　美奈（鉾田）
【準優勝】原　也紗（山新鉾田）
【第３位】金塚　心鈴（山新鉾田）

中学生男子
【優　勝】宮本　虎太郎（神栖）

中学生女子
【優　勝】菅谷　桃咲夏（小川）

＜組手の部＞
幼・小学１・２年生男子

【優　勝】反田　大翔（小川）
【準優勝】荒木田　航（玉造）
【第３位】軍司　蓮（山新鉾田）櫻井　光（山新鉾田）

幼・小学１・２年生女子
【優　勝】瀬尾　優月（山新鉾田）
【準優勝】豊島　梨花（山新鉾田）
【第３位】鈴木　伶奈（山新石岡）豊島　愛梨（山新鉾田）

小学３・４年生男子
【優　勝】飯田　滉盛（神栖）
【準優勝】川崎　陽平（小川）
【第３位】石川　温大（山新石岡）大越　智也（小川）

小学３・４年生女子
【優　勝】山口　萌香（山新鉾田）
【準優勝】石田　莉菜（鉾田）
【第３位】茂木　一期（玉造）松永　実咲（神栖）

小学５・６年生男子
【優　勝】新堀　陽太（玉造）最優秀選手
【準優勝】金塚　皓生（山新鉾田）
【第３位】戸村　圭吾（神栖）山口　滉太（山新鉾田）

小学５・６年生女子
【優　勝】原　也紗（山新鉾田）
【準優勝】石田　美奈（鉾田）
【第３位】金塚　心鈴（山新鉾田）井川　陽羽（鉾田）

中学生男子
【優　勝】宮本　虎太郎（神栖）

中学生女子
【優　勝】菅谷　桃咲夏（小川）

２月２２日（日）津澄小学校体育館

第９回市内ミニバスケットボール新人大会

＜女子の部＞
【優　勝】麻生ミニバス　【準優勝】北浦 GrassesMBC
【第３位】羽生 Wings

北浦杯卓球大会
２月１５日（日）北浦運動場体育館

＜男子シングルス＞
【優　勝】羽生　慶都（麻生中）
【準優勝】横山　翔（潮来二中）
【第３位】根本　真吾（麻生中）
【第３位】大川　亮太（潮来二中）

＜女子シングルス＞
【優　勝】大﨑　葵（牛堀中）
【準優勝】坂本　美夢（牛堀中）
【第３位】橋本　瑞希（牛堀中）
【第３位】風間　可奈子（玉造中）

＜男子団体＞
【優　勝】潮来第二中学校
【準優勝】麻生中学校
【第３位】玉造中学校

＜女子団体＞
【優　勝】牛堀中学校
【準優勝】麻生中学校
【第３位】玉造中学校

第 27 回ふれあいソフトバレーボール春季大会
２月２２日（日）北浦運動場体育館

＜フリークラス＞
【優　勝】しぃさぁーず A　【準優勝】ピンキーズ

＜ゴールドクラス＞
【優　勝】鉾田 SVC　【準優勝】ゴールドウイング A

＜ビギナークラス＞
【優　勝】SPIRITS

第５回行方市ゴルフ連盟大会
２月１９日（木）霞ヶ浦カントリー倶楽部

【優　勝】土子　常夫（ベスグロ 81）【準優勝】横瀬　孝
【第３位】河野　勝雄

麻生ミニバス


