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市内の小学５年生を対象に水産業体験教室

霞ヶ浦・北浦の漁業について勉強しました

　市内の小学５年生を対象に、地元の漁師の仕事や霞ヶ
浦・北浦の役割について学んでもらおうと、水産業体験
教室が開催されました。10 月７日（水）は津澄・武田・
要小、10 月 21 日（水）は麻生小、10 月 28 日（水）は
玉造小学校を対象に計 247 人の５年生が参加しました。
　霞ヶ浦・北浦湖上での定置網漁とトロール網漁の見学、
地魚・地場産野菜料理の昼食、漁で捕れた魚を実際に触っ
てみたりなど、児童にとって、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りました。

　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 21 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（左から　荒井政夫さん、山本弘道さん、
髙塚雅さん、宮内廣さん、茂木昌さん）の５名が選手と
して出場しました。惜しくも入賞できませんでしたが、
個人の部で荒井政夫さんが見事第３位になりました。
　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。

手賀地区の５名が出場しました

第 13 回交通安全高齢者自転車競技茨城県大会

　10 月 30 日（金）、常陽銀行の常務取締役および市内

３支店長が麻生庁舎を訪れ、市制施行 10 周年を迎えた

本市に対し、会見などで使用するバックパネルが寄贈さ

れました。

　パネルは青色を基調に市の文字と市章、なめりーミ

コットがデザインされています。

　これから、行方市の魅力発信やイメージ向上など、市

のＰＲ活動等に有効活用させていただきます。

常陽銀行より

市制施行 10 周年でバックパネルの寄贈

行方市出身の若手作家　額賀澪さん
の最新刊が発売されました！

　同時期に２つの新人文学賞を受賞した額賀澪さんのデ
ビュー後初の書き下ろし長編小説「タスキメシ」が、小
学館から 11 月下旬に発売されました。
　今回のテーマは「駅伝×料理男子」。将来は箱根駅伝に
出場することを夢見る、陸上に情熱を傾ける高校陸上部
の青年たちの挫折、友情、兄弟愛を縦糸に、競技の一線
から退かざるを得ない青年が料理と出合い、心に変化が
生まれていく様をあたたかく丁寧に描きました。
　駅伝好きの額賀さんが心を込めて紡いだ物語を、ぜひ
堪能してください。
※四六判　ソフトカバー　304 ページ
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　11 月 14 日（土）、健康なめがた第７回ウォーキング大
会が、小雨模様の中、霞ヶ浦ふれあいランドを発着点とし
て、178 人が参加して行われました。
　今年のウォーキングコースは、霞ヶ浦湖岸にて筑波山を
のぞむ浜コースで、6 キロと 4 キロそれぞれ２つのコース
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、市ウォーキング実行委員会のほか、市
食生活改善推進員協議会の皆さまにもご協力をいただきま
した。

霞ヶ浦湖岸にて筑波山をのぞむ浜コース

健康なめがた第７回ウォーキング大会

花で彩るまちづくり会（環境保全行方市民会議所属）

花の種たくさん配りました！

　花で彩るまちづくり会は、第２回行方ふれあいまつり
会場で今年も手づくりの市民ガーデニングフェアを開催。
　手づくりのビオラやはなびし草、クリスマスリースや
苔玉、クラフトかごなどを手ごろな価格で販売しました。
　また、会員が採取した花の種（朝顔、チョコレートコ
スモス、アグロステンマ、黒ホウズキ等）もプレゼント
すると、来場者は「来年蒔いて楽しみます」と嬉しそう
に受け取っていました。
　また、同時に環境保全運動の環境紙芝居の上演や、心
と体の健康づくり支援では健康ラジオ体操も実施し、活
動も充実しました。

　11 月 15 日（日）、市文化会館において、戦場カメラマ
ン・フォトジャーナリスト・タレントとして活躍されて
いる渡部陽一さんをお招きし、講演会が開催されました。
　実際に世界の紛争地域に赴き、現地で暮らす人々の姿
を撮影している体験などから、「世界からのメッセージ～
平和と命の大切さ～」と題し、紛争地域での取材の内容
について映像を交えて、おなじみのゆっくりとした口調
でわかりやすく説明していただきました。
　約 450 人の観客で埋められた会場からは、「平和な日
本をあらためて感じさせられる内容の講演だった」とい
う感想が聞かれました。

善行青少年・行方市体育協会表彰式および記念講演会

渡部陽一さんによる「世界からのメッセージ」

竜翔寺保育園児がさつまいも掘りを体験

大きいおいもに笑顔！

　11 月５日（木）、竜翔寺保育園の園児 100 人が、青沼

の宮橋さんの畑でさつまいも掘りを体験しました。

　同保育園では、平成 25 年から宮橋さんのご厚意で、さ

つまいも掘りのために畑を提供していただいています。

　園児たちは、畑の畝を一生懸命掘り起し、次々と土の

中から顔を出すさつまいもに、大喜びでした。

　収穫したさつまいもは、焼き芋などにして、みんなで

楽しく食べたそうです。
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　10 月 31 日（土）から 11 月３日（火）までの４日間、北浦公民館・麻生公民館・玉造公民館・市立図書館および市文化会館・
北浦体育館を会場に第 10 回行方市文化祭が盛大に開催されました。
　意欲的に取り組み鍛錬した「芸」の発表や力作揃いの作品の展示がなされ、多くの来場者が発表や作品を鑑賞しました。
　また、菊花展・盆栽・山野草展・茶会の催しも芸術と文化の祭典に彩を加えました。

～芸術と文化の祭典が盛大に開催されました～

行方市市制施行 10 周年　第 10 回行方市文化祭

混声合唱の素敵なハーモニーを披露（北浦公民館） 子どもからお年寄りまで力作を出品しました（玉造公民館）

ぬくもりのある絵手紙作品（北浦公民館） 皆で輪になってフォークダンス（玉造公民館）

お揃いの衣装で大正琴を発表しました（麻生公民館）

色とりどりのつるし飾り（麻生公民館）

１０月１８日（日）北浦運動場体育館

秋季バドミントン大会

＜男子ダブルスＡ＞
【優　勝】高島・進藤　組（スピードスター）

＜男子ダブルスＢ＞
【優　勝】横井・福地　組（ALPHA）

＜男子ダブルスＣ＞
【優　勝】木鉛・糸賀　組（木曜会）

＜女子ダブルスＡ＞
【優　勝】坂本・助川　組（ハイタッチ）

＜女子ダブルスＢ＞
【優　勝】森田・森田　組（ウィザード）

＜女子ダブルスＣ＞
【優　勝】郡司・桜井　組（岩間）

第 12 回茨城県市町村対抗アマチュア
シニアゴルフ選手権大会

　行方市のチームが県予選大会を突破し、10 月５日（月）
に富士カントリー笠間倶楽部にて行われた本大会へ参加
しました。

〈行方東チーム〉石井 博・山野 幸男・渡邉 康夫・須貝 清・
横瀬 惣一・田口 操・大輪 憲正・千ヶ﨑 良治

第２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

１１月７日（土）北浦運動場周回コース

＜高学年男子の部＞
【優　勝】牛堀ＳＳＳ Ａ（潮来市）
【準優勝】玉造ＦＣ（Ａ）（行方市）
【第３位】ゆかいな仲間達（潮来市）

＜高学年女子の部＞
【優　勝】山王ミニバスＢ（行方市）
【準優勝】麻生フェニックスＡ（行方市）
【第３位】麻生ジュニアテニス（行方市）

＜低学年男子の部＞
【優　勝】日の出ＳＳＳ Ａ（潮来市）
【準優勝】牛堀ＳＳＳ Ａ（潮来市）
【第３位】玉造ＦＣ（Ａ）（行方市）

＜低学年女子の部＞
【優　勝】麻生フェニックスＢ（行方市）
【準優勝】山王ミニバスＡ（行方市）
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１０月２５日（日）玉造 B&G 海洋センター

第 19 回玉造柔道大会

１年男子の部【優　勝】石神　煌（麻生）
　　　　　　  【第３位】箕輪 悠雅（麻生）
５年男子の部【優　勝】仲田 将孝（玉造）
６年男子の部【優　勝】石塚 雄也（玉造）

１０月４日（日）玉造運動場体育館および玉造小学校体育館

第 28 回ふれあいソフトバレーボール秋季大会

＜フリークラス＞
【優　勝】球遊会（行方市）【準優勝】Ａ spiration- Ｂ（潮来市）
【第３位】延方プライマリー（潮来市）

＜トリムクラス＞
【優　勝】ゴールドウィングＡ（行方市）
【準優勝】ゴールドウィングＢ（行方市）
【第３位】西小 PTA（行方市）

１０月２９日（木）北浦第１グラウンド

秋季グラウンドゴルフ大会

【優　勝】一村 正巳　【準優勝】水海　馨
【第３位】理﨑 市郎

秋の登山に行ってきました
　10 月７日（水）新潟県八海山へ４０名の参加で行って
きました。
　天候も心配されましたが，雨も無く雲間に見える景色が
素晴らしかったです。
　今後とも体育協会レクリエーション部事業をよろしくお
願いいたします。

第 39 回行方地区剣道祭大会
１０月２５日（日）麻生運動場体育館

＜小学生・団体戦＞
【優　勝】牛堀少年剣道愛好会Ａ（潮来市）
【準優勝】延方スポーツ少年団Ａ（潮来市）
【第３位】玉造剣道スポーツ少年団Ａ（行方市）

＜小学生・個人戦＞
【優　勝】大野　透（麻生剣友会）
【準優勝】樽見 駿希（牛堀少年剣道愛好会）
【第３位】齋藤 裕太（牛堀少年剣道愛好会）
【第３位】成嶌 賢太（玉造剣道スポーツ少年団）

＜中学生男子・団体戦＞
【優　勝】玉造中【準優勝】潮来二中【第３位】麻生中

＜中学生男子・個人戦＞
【優　勝】大川 翔永（麻生中）     【準優勝】古渡 悠太（玉造中）
【第３位】千ヶ崎 光翼（玉造中）【第３位】高須 蒼礼（玉造中）

＜中学生女子・団体戦＞
【優　勝】麻生中【準優勝】潮来二中【第３位】玉造中

＜中学生女子・個人＞
【優　勝】奈良嵜 しずく（潮来一中）
【準優勝】坂本 琳々香（潮来二中）
【第３位】大野 美綺（麻生中）    【第３位】箕輪 羽月（麻生中）

＜一般対抗戦＞
【優　勝】行方市

＜学生男子・個人＞
【優　勝】奈良嵜 柊希（潮来市）【準優勝】前田 諒介（潮来市）
【第３位】磯山 友秀（行方市）     【第３位】坂本 龍哉（行方市）

＜学生女子・個人＞
【優　勝】中城 綾乃（行方市）　 【準優勝】榎本 千紘（行方警察署）
【第３位】栗又 絵莉香（潮来市）【第３位】今泉　遥（潮来市）

＜一般男子五段以下・個人＞
【優　勝】内野 真純（潮来市）  【準優勝】大塚　司（潮来市）
【第３位】片岡 勝三（潮来市）  【第３位】坂本 俊一（行方市）

＜一般男子六段以上・個人＞
【優　勝】吉川 増夫（潮来市）  【準優勝】戸田 健児（潮来市）
【第３位】大島 利昭（潮来市）  【第３位】新堀 義男（行方市）

行方市弓道大会
１０月２５日（日）麻生運動場弓道場

＜団体＞
○高校の部【優　勝】藤代Ｂ（神立・文倉・山本）
○一般の部【優　勝】土浦亀城 / 牛久 / 稲敷（谷山・関口・
福岡）
＜射込＞
○高校の部【優　勝】渡辺 大貴【準優勝】飯島 朋也
　　　　　  【第３位】神立 美和
○一般の部【優　勝】福岡 遼馬【準優勝】増田 全敏
　　　　　  【第３位】古俣 正喜
＜金的＞
○高校の部　渡辺 大貴（藤代Ａ）
○一般の部　大瀬良 健蔵（三菱化学）・杉山 泉（茨城）


