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　11 月 22 日（日）、市文化会館において、「地域医療と

健康づくり講演会」が開催されました。

　第１部の地域医療を考えるシンポジウムでは、県、市、

なめがた地域総合病院、行方消防署、市民代表の皆さん

により、市内医療の現状や今後の地域医療について意見

が交換されました。

プロスキーヤー　三浦 雄一郎さんの講演

地域医療と健康づくり講演会

安心安全な地域社会づくりへ尽力

　11 月 12 日（木）、神栖市文化センターにおいて、第
54 回茨城県更生保護大会が開催されました。
　本大会において、日頃の功績が認められた功労者の方々
へ顕彰が行われ、行方市からは、右記の 13 人の保護司会、
更生保護女性会の皆さんが表彰されました。
　保護司会、更生保護女性会の皆さんには、犯罪や非行
のない安心安全な地域社会を築くため、犯罪防止活動や
社会を明るくする運動などの取り組みにご尽力いただい
ています。

第 54 回　茨城県更生保護大会 関東地方更生保護委員会
委員長表彰 羽生　文男

関東地方保護司連盟会長
表彰　 土子　俊雄

茨城県知事感謝状（更生
保護女性会員） 小沼　美代

水戸保護観察所長感謝状
（内助功労）

阿部　剛保護司令夫人
阿部　君子

水戸保護観察所長感謝状
（更生保護女性会員）

諏訪　トヨ
藤崎　久江

茨城県保護司会連合会会
長表彰　

中田　邦雄
茂木　功

茨城県保護司会連合会会
長感謝状（更生保護女性
会員）

磯山　正子
豊田　和代
根﨑　タイ

茨城県更生保護女性連盟
会長表彰（更生保護女性
会員）

大里　知子
関野　美智子

◆表彰された方々（敬称略、順不同）

　第２部の健康づくり講演会では、「私の健康づくり　～

80 歳エベレスト登頂～」と題して、エベレスト世界最高

年齢登頂記録を持つプロスキーヤーの三浦 雄一郎さんを

お招きし、講演していただきました。

　エベレスト登頂瞬間の映像 15 分を交えながら、幼少

期からエベレスト登頂までの体験談など、「『年寄り半日

仕事』という言葉を意識した。絶対に生きて帰ると思っ

ていた」と強い気持ちを持ち続けることの大切さや健康

づくりについてお話をいただきました。

　約 350 人の参加者からは「強い意志をもって毎日がん

ばってみます。元気になりました」「強い意志と目標。日

頃より健康づくりの大切さを感じました」など、たくさ

んの感想をいただき、大変有意義な講演会となりました。
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　11 月 29 日（日）、レイクエコーにおいて、鹿行モラロジー

事務所主催・鹿行５市教育委員会の後援による「第５回『家

族のきずな』エッセイ入賞者表彰式」が開催されました。

　鹿行５市の応募学校 30 校・1,910 編の応募作品の中から、

行方市からは、小学生５人と中学生４人の作品が入賞・入

選しました。それぞれの作品には家族同士が支えあい、助

け合う「家族のきずな」が生き生きと表現されていました。

　今後、「家族のきずな」の心がより多くの方々や地域社

会に広がることを期待しています。

「家族のきずな」エッセイ入賞者表彰式

家族への感謝の気持ちを綴りました

地域の防災訓練を行いました
上山区で住民が交流

　住民同士の交流を深め、地域の連携を図ることを目的
に、11 月 29 日（日）、上山区主催の地域防災訓練が開催
されました。
　訓練では、災害発生時刻を設定し、上山農村集落セン
ターへ参集する参集訓練の後、消防署指導のもと初期消
火訓練やＡＥＤ操作訓練、毛布による担架づくり、煙体
験が実施されました。
　根本区長より「災害時は地域での連携が大切」との旨
のあいさつがあり、皆さん熱心に訓練に取り組まれてい
ました。

青沼　春日神社　どぶろく祭り

五穀豊穣と家内安全を祈願

　11 月 30 日（月）、行方市農業委員会（山野貴司会長）は、
平成 28 年度行方市農業施策に関する建議書を市長へ提出
しました。
　地域農業を取り巻く環境は厳しい状況にあり、ＴＰＰ
交渉においては大筋合意に至ったことから、米など重要
農産物の影響が懸念され、農業経営に不安を抱えていま
す。
　このような農業者の意見を取りまとめ、農業に取り組
める環境づくりが構築され、効果的な対策が講じられる
よう要望したものです。

農業委員会から市長へ

農業施策に関する建議書提出

　11 月 23 日（月）、青沼の春日神社において、市指定無
形民俗文化財「どぶろく祭り」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五穀豊穣を
祈願するお祭りです。
　どぶろくの醸造は、同所の４地区の氏子が毎年交代で行
い、今年の当番区である馬

ば ば じ り

場尻組の皆さんが、新米で約
300 リットルのどぶろくを仕込みました。
　境内では、次々に訪れる参拝者にどぶろくが振る舞われ、
家内安全や五穀豊穣を祈願しました。
　参拝に訪れた平間たけさん（芹沢）は、「母の実家が青
沼にあり、当時のお祭りを懐かしく思い出して来ました。
今年のどぶろくも良い味ですね」と話していました。
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１２月６日（日）北浦運動場体育館

第 10 回行方市長杯剣道大会

＜団体戦の部＞
【優　勝】岩間剣友会Ａ【準優勝】堅倉剣道スポーツ少年団Ａ
【第３位】牛堀少年剣道愛好会Ｂ【第３位】小川少年剣友会Ａ

＜個人戦低学年の部＞【優　勝】深作　真美（岩間）
＜個人戦高学年の部＞【優　勝】東ヶ崎　志苑（堅倉）

　12 月上旬、市内の各小学校では、持久走大会やマラソ
ン大会が行われました。児童たちは本番に向け、体育の
時間や業間運動の時間に熱心に練習していました。
　12 月 7 日（月）に麻生東小学校で行われた持久走大会
では、自ら距離を選択しエントリーできる「エントリー制」
と、申告した目標タイムと誤差５秒以内で走ることを目
標にした「申告タイム制」の２つの制度を設け、芝生の
校庭を元気いっぱい駆け抜ける児童たちの姿が見られま
した。

麻生東小学校　校内持久走大会

芝生の校庭を力走！

１１月１５日（日）行方市文化会館

行方市体育協会表彰

　個人 31 名、４団体（67 名）が受賞されました。
【優秀選手賞】

　風間　華可　　水　泳（玉造小３年）
　理崎　嘉人　　水　泳（玉造小５年）
　風間　智貴　　水　泳（玉造小６年）
　関口　夢來　　ソフトテニス（玉造小３年）
　荒木田美咲　　ソフトテニス（玉造小３年）
　金澤　帆花　　ソフトテニス（玉造小３年）
　金塚　悦宏　　空手道（玉造小４年）
　山口　萌香　　空手道（玉造小５年）
　金塚　心鈴　　空手道（玉造小６年）
　原　　也紗　　空手道（北浦中１年）
　小貫　奈那　　ハンドボール（麻生高１年）
　高須　楓　　　ハンドボール（麻生高１年）
　飯嶋　菜々　　ハンドボール（麻生高１年）
　大川　拓哉　　ハンドボール（藤代紫水高３年）
　井村　洸貴　　ハンドボール（藤代紫水高３年）
　小沼　　峻　　サッカー（鹿島学園高３年）
　石橋　祐哉　　サッカー（水戸啓明高２年）
　松信　涼太　　サッカー（水戸啓明高３年）
　渡辺沙緒理　　ソフトテニス（鉾田二高３年）
　並木　健留　　ソフトテニス（土浦三高２年）
　阿須間貫太　　サッカー（鹿島アントラーズユース）
　武田　諒太　　サッカー（鹿島アントラーズユース）
　千葉　健太　　サッカー（鹿島アントラーズユース）

　森崎可南子　　テニス（筑波大１年）
　今井　香帆　　柔　道（土浦日大高２年）
　根崎　百香　　陸上競技（鉾田一高３年）
　山﨑　勇　　　グラウンドゴルフ（ 行方市体協グラウンド

ゴルフ部）
【優秀チーム賞】

　麻生フェニックスハンドボールクラブ（ハンドボール）
　麻生フェニックス Jr．（ハンドボール）
　麻生高等学校男子ハンドボール部（ハンドボール）
　麻生高等学校女子ハンドボール部（ハンドボール）

【優秀指導者賞】
　貝塚　雅人　　ハンドボール（麻生高等学校）
　水貝　保　　　ハンドボール（麻生高等学校）
　鬼澤　榮　　　ミニバスケットボール（北浦 Grasses）

【スポーツ功労者賞】
　塙　日出男　　バレーボール（ 玉 造 山 王 バ レ ー ボ ー ル ス

ポーツ少年団）

７月１２日（日）・１２月６日（日）北浦運動場体育館ほか

第 10 回市内女子ミニバス親善リーグ戦

【優　勝】北浦 GrassesMBC　【準優勝】麻生ミニバス
【第３位】羽生 Wings

１１月２３日（月）サザンヤードカントリークラブ

平成 27 年度茨城県体育協会ゴルフ大会

＜個人の部＞
　【優　勝】林　源（行体協Ｂ）
＜団体の部＞
　【準優勝】行方市体育協会Ｂ
　　　　  　（林  源・方波見 保・山﨑  宏・河野 勝雄）
　【第３位】行方市体育協会Ａ
　　　　 　 （羽生 義隆・佐山  正・渡邉 康夫・平山 勝巳）
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１１月１９日（木）北浦運動場第 1グラウンド

行方市長杯ゲートボール大会

【優　勝】豊和チーム　【準優勝】繁昌チーム

１１月２８日（土）麻生運動場体育館

第 22 回行方市麻生杯柔道大会

＜小学１年生　男子個人戦＞
　【優　勝】石神　煌　  （麻生柔道）
＜小学２年生　男子個人戦＞
　【準優勝】渡辺　一樹（玉造柔道）
＜小学４年生　男子個人戦＞
　【第３位】相川　翔海（麻生柔道）
＜小学４年生　女子個人戦＞
　【第３位】河名　咲　  （麻生柔道）
＜小学５年生　男子 45㎏級個人戦＞
　【第３位】土子　武竜（麻生柔道）
　【第３位】羽生　輝　  （麻生柔道）
＜小学５年生　男子 45㎏超級個人戦＞
　【準優勝】高﨑　兜　  （麻生柔道）
　【第３位】高橋　壮斗（麻生柔道）
＜小学５年生　女子個人戦＞
　【準優勝】大原　光姫（麻生柔道）
＜小学６年生　男子 50㎏超級個人戦＞
　【第３位】石塚　雄也（玉造柔道）
　【第３位】河名　優斗（麻生柔道）
＜小学６年生　女子個人戦＞
　【準優勝】相川　乃香（麻生柔道）
＜中学生　男子 75㎏超級個人戦＞
　【準優勝】鈴木　魁人（玉造中）

１１月１５日（日）北浦運動場第 1グラウンド

第 20 回社会人サッカー大会

【優　勝】ＦＣボンベーロ with 行方市役所

１１月１日（日）潮来射撃場

第 11 回（平成 27 年度）行方市体協クレー射撃大会

【優　勝】宮内　栄一
【準優勝】前川　正明
【第３位】小倉　利夫

１１月１７日（火）セントラルゴルフクラブＮＥＷコース

第４回行方市ゴルフ連盟大会

【優　勝】河野　勝雄　【準優勝】佐山　正
【第３位】田口　操　　※ベスグロ（75）

１１月２８日（土）北浦運動場体育館

第 10 回行方市バスケットボール大会

＜男子の部＞【優　勝】ＲＯＫＵＳＡＮ
＜女子の部＞【優　勝】ｉｍｐａｃｔ

１１月１５日（日）麻生運動場体育館

第４回行方市バレーボール連盟親善大会

【優　勝】Lovers（行方市）　【準優勝】ドリーム（小美玉市）
【第３位】ハッピー（石岡市）【第３位】WENDY’S（鹿嶋市）

１１月２９日（日）北浦運動場第 1グラウンド

第 10 回行方市長杯少年サッカー大会

【優　勝】ＦＣ北浦　　　【準優勝】麻生サッカー
【第３位】鉾田サッカー　【第３位】旭サッカー

１１月２９日（日）北浦運動場テニスコートほか

ほこた・なめかたオープンテニス大会

＜男子の部＞
【優　勝】穐山（水戸市）・川崎（取手市）組
【準優勝】中島（船橋市）・安倍（船橋市）組
【第３位】穐山（ひたちなか市）・黒澤（ひたちなか市）組
【第３位】石川（水戸市）・佐藤（水戸市）組

＜女子の部＞
【優　勝】新里（水戸市）・田中（ひたちなか市）組
【準優勝】橋本（ひたちなか市）・武田（小美玉市）組
【第３位】小林（水戸市）・河野（城里町）組
【第３位】高野（つくば市）・池田（つくば市）組

１１月２２日（日）・１１月２９日（日）玉造浜野球場ほか

潮来市・行方市親善ソフトボール連盟杯大会

【優　勝】７パワーズ（潮来）【準優勝】新宮同志会（行方）
【第３位】ネオ・ヤンキース（潮来）
【第３位】添田クラブ（潮来）


