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地域の特産物おいしいよ！
農作物生産者との交流給食

　12 月 24 日（木）、麻生高校で、生徒と教職員の約
220 人が学校周辺の清掃ボランティアを行いました。
　この活動は 10 数年前から生徒会の恒例行事になって
おり、ボランティア精神を養うとともに、学校内外の美
化活動に貢献するとの趣旨で実施しているものです。
　生徒たちは部活動などのグループに分かれ、霞ヶ浦堤
防付近、麻生公民館および商店街、学校周辺道路等のご
み拾いを行い、地域の方々との交流や生徒同士の親睦も
図ることができました。

地域貢献活動の推進

麻生高生徒が地域清掃ボランティア

　12 月 18 日（金）、麻生小学校５・６年生を対象に、「農
作物生産者との交流給食」が行われました。
　この事業は、児童たちが地域の農作物生産者との交流
を通して、地域の特産物を進んで食べようとする意欲を
育てることを目的としているものです。
　地域で活躍する女性団体「紅　-KURENAI ｰ」のメンバー
４人が、各学級で生産者としての思いなどの話をし、児
童たちと一緒に給食を食べました。
　児童たちからは、「行方のさつまいもはなぜおいしい
のですか」「作っている野菜はどこに出荷しているので
すか」など、行方産の野菜についての質問があり、生産
者を囲んで楽しい給食の時間となりました。

　12 月 24 日（木）、麻生東小学校で、「行方市のうた」
の作詞にも携わっていただいた譜久島　肇先生を講師に
迎え、ご指導の下、全校児童による「行方市のうた」の
合唱が行われました。
　先生からは、歌い方はもちろん、歌詞に込めた思いを
お聞かせいただきました。児童たちは、行方市のうたに
親しみをもち、大切に歌っていこうとする心が持てた集
会でした。
　市では、行方市のうた利活用促進事業として、市立小
中学校を対象に記念品支給・講師派遣を行っています。
　市民が行方市のうたに愛着を持ち、歌い継いでほしい
という思いで、今後も積極的に行っていきます。

麻生東小学校

「行方市のうたを歌おう集会」開催

歳末漁師市　～漁師直売会～

昨冬も豊漁　霞ヶ浦・北浦のワカサギ漁

　霞ヶ浦と北浦の名産であるワカサギをはじめ、鯉やシ
ラウオなどの直売会が、12 月 26 日（土）と 27 日（日）
の２日間、道の駅「たまつくり」で開催されました。 
　漁師が直接販売しているため、市場の２割から３割安
の価格で提供されたほか、鯉こくやシラウオのすまし汁
が振る舞われたこともあって、親子連れなど大勢の来場
者で賑わいました。
　霞ヶ浦・北浦では昨冬も豊漁だったので、12 月 31 日
までトロール漁「寒曳き」が行われました。
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地域防災への気持ちを新たに
平成 28 年行方市消防出初式

　新春恒例の行方市消防出初式が、1 月９日（土）、麻生
運動場体育館で行われ、消防団員や消防署員約 500 人が
参加しました。 
　式典では、市長挨拶と団長訓辞の後に服装点検を行
い、参加者一人一人が地域の防火・防災への気持ちを新
たにしました。併せて、永年勤続の消防団員表彰なども
行われました。
　式典後は、消防車両 27 台が天王崎公園の霞ヶ浦湖畔
へ移動し、サイレンの合図と共に霞ヶ浦に向かって一斉
放水しました。

ワカサギ釣りを楽しみました
第３回なめがたワカサギ釣り大会 in 霞ヶ浦

　１月９日（土）、霞ヶ浦湖岸で「第３回なめがたワカサ
ギ釣り大会 in 霞ヶ浦」が開催されました。
　茨城県内各地や東京都、千葉県などから 116 人が参加
し、一般・女性・子供の部の３部門で総重量を競い、市
内からの参加者では、小澤利子さん（小貫）が女性の部
第１位に入賞しました。
　また、前回に続き、「ひろえば霞ヶ浦がキレイになるキャ
ンペーン」を実施し、霞ヶ浦の環境美化のためのゴミ拾
いも行いました。
　次年度も開催予定ですので、皆さまのご参加をお待ち
しています。

　１月４日（月）、新春の恒例行事「平成 28 年行方市書き

初め大会」が、玉造公民館で開催されました。

　参加した市内の小学生 60 人は、市内の書道の先生８人の

丁寧な指導を受け、手本を見ながら力強く伸び伸びと筆を走

らせていました。

　参加人数と学年ごとの題目は次のとおりです。
１年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年
５人 14 人 14 人 10 人 ８人 ９人

けしき さる年 つよい子 生きる力 新春の大空 初空の富士

平成 28 年行方市書き初め大会
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１２月１３日（日）麻生運動場体育館

第 10 回行方市長杯卓球大会

＜団体戦＞
男子【優　勝】鉾田北中学校　【準優勝】麻生中学校
　　  【第３位】玉造中学校
女子【優　勝】大洋中学校　【準優勝】麻生中学校
　　  【第３位】鉾田北中学校
＜シングルス＞
男子【優　勝】藤枝  彪真（鉾田北中学校）
　　  【第３位】山口  悠人（玉造中学校）
女子【優　勝】小川  莉奈（鉾田南中学校）

第９回行方杯中学生ソフトテニス大会
１２月１２日（土）玉造運動場テニスコートほか

＜男子の部＞【優　勝】神栖第二中学校
　　　　　　  【準優勝】神栖第三中学校
＜女子の部＞【優　勝】波崎第一中学校
　　　　　　  【準優勝】神栖第一中学校

第 10 回行方市混合バレーボール大会
１２月６日（日）麻生運動場体育館

【優　勝】Lovers【準優勝】要小 PTA【第３位】ヴォイス

行方地区弓道大会

１２月６日（日）麻生運動場弓道場

＜団　体＞【優　勝】佐藤  至学・鈴木   猛
＜射　込＞【優　勝】斉藤  勝美　【準優勝】柳町  照夫
　　　　　  【第３位】佐藤  至学
＜射　詰＞【優　勝】佐藤  至学
＜金　的＞　久保  喜雄　大森  一夫

行方市民インディアカ大会
１２月６日（日）玉造運動場体育館

【優　勝】ポップコーンＡ　【準優勝】ピンキーズＡ
【第３位】ポップコーンＢ

１１月１日（日）～１２月１３日（日）玉造浜野球場

軟式野球後期大会

【優　勝】黒潮クラブ　【準優勝】チェリー

親善弓道大会
１２月２０日（日）麻生運動場弓道場

＜団　体＞【優　勝】久保  喜雄・高橋  秀行・斉藤  勝美
＜射　込＞【優　勝】佐藤  至学　【準優勝】柳町  照夫
　　　　　   【第３位】斉藤  勝美
＜金　的＞　久保  喜雄　柳町  照夫

　このたび、行方市わさび菜部から、市学校給食センター
にわさび菜 17Kg が寄付されました。
　わさび菜は平成 17 年、生産者４人が市農業振興セン
ターとともに導入した作物で、平成 22 年には茨城県青
果物銘柄産地の指定を受けています。現在、市内の生産
者は 45 人、販売額は年間１億６千万円で、日本一の産
地となっています。
　わさび菜はサラダとしてはもちろん、お鍋やおひたし
など、何でも使える万能野菜として人気があります。
　部長の男庭則久さんは、「まだ珍しい野菜なので、給食
で多くの子どもたちに食べてもらいたい」と話していま
した。

行方市わさび菜部

学校給食に「わさび菜」提供

　１月 16 日（土）、要小学校の恒例行事「正月お楽しみ会」
が開催されました。
　餅つきや児童たちのメッセージを記した風船とばし、
御輿かつぎに昔ながらのどんど焼きなど、盛りだくさん
の内容でした。
　髙﨑啓子校長は、「保護者や地域の皆さんのご協力によ
り、今年も盛大に開催できました。要小学校は統合によっ
て今年度で閉校となり、40 回続いたお楽しみ会も今回で
最後となりました」と話しました。
　保護者や卒業生、地元消防団の皆さんも参加して、そ
れぞれの思いを胸に楽しい一日が過ごせました。

要小学校　最後の「正月お楽しみ会」

地域の皆さんと楽しく交流
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第 10 回　行方市輝く未来展表彰式
　『輝く未来展』は、市内の幼稚園児・小学生・中学生の絵画と書の作品を通して「未来・夢・こころ」を感じる機会を提供し、
子どもたちの「感性と意欲」を高めることを目的として実施しているものです。
　本年度は【幼稚園の部】絵画 297 作品、【小学生の部】絵画 120 点・書 120 点、【中学生の部】絵画 20 点・書 22 点の
作品の参加がありました。
　小・中学生の部においては市長賞、議長賞、教育長賞、審査員奨励賞が選ばれ、12 月 20 日（日）に麻生公民館におい
て 55 人の生徒が表彰されました。受賞作品につきましては市ホームページのキッズコーナーに掲載されています。
　受賞者のみなさん、おめでとうございました。

【市長賞】
＜絵画の部＞
　麻生小学校　１年　山口　もも
　武田小学校　２年　村上　優奈
　玉造小学校　３年　小松﨑　遥菜
　玉造小学校　４年　沼田　稀利斗
　麻生小学校　５年　荒井　樹
　玉造小学校　６年　寺田　美郷
　麻生中学校　１年　椎木　美羽
＜書の部＞
　玉造小学校　１年　原田　友里花
　津澄小学校　２年　大野　真奈
　麻生小学校　３年　内山　陽菜
　玉造小学校　４年　栗原　寧々
　要小学校　　５年　中根　舞桜
　麻生小学校　６年　出沼　由衣
　麻生中学校　３年　河嶋　千帆

【教育長賞】
＜絵画の部＞
　要小学校　　　１年　助川　和摩
　津澄小学校　　２年　内野　千秋
　玉造小学校　　３年　坂本　りさ
　麻生小学校　　４年　宮内　麻衣
　麻生小学校　　５年　小牧　明日香
　麻生東小学校　６年　平塚　名
　麻生中学校　　２年　稲川　尚太
＜書の部＞
　麻生東小学校　１年　宮本　航多
　玉造小学校　　２年　関野　結愛
　玉造小学校　　３年　藤原　優月
　武田小学校　　４年　五十野　翔子
　麻生東小学校　５年　飛田　岳大
　麻生東小学校　６年　平塚　名
　北浦中学校　　１年　五十野　太一

【議長賞】
＜絵画の部＞
　麻生小学校　１年　内山　杏璃
　玉造小学校　２年　加納　光
　麻生小学校　３年　渋谷　真侑
　麻生小学校　４年　大橋　結翔
　武田小学校　５年　野原　明莉
　要小学校　　６年　齊藤　楓
　麻生中学校　１年　柏葉　歩未
＜書の部＞
　麻生小学校　１年　前野　悠真
　麻生小学校　２年　山口　はるか
　要小学校　　３年　根本　愛里
　要小学校　　４年　椎名　李佳
　玉造小学校　５年　理﨑　彩加
　玉造小学校　６年　塙　奈々子
　麻生中学校　２年　羽生　真衣

【審査員奨励賞】
＜絵画の部＞
　麻生小学校　　１年　佐藤　航介
　麻生東小学校　２年　大盛　彰太
　麻生小学校　　３年　新堀　瑞季
　武田小学校　　３年　倉川　葵
　要小学校　　　５年　豊島　菜津音
　北浦中学校　　２年　森田　直人
　玉造中学校　　２年　飯島　眞子
＜書の部＞
　要小学校　　　１年　前田　ひなた
　麻生東小学校　２年　瀬尾　和可奈
　麻生東小学校　３年　関川　愛菜
　武田小学校　　６年　伊勢山　恵未
　玉造小学校　　６年　小島　悠花
　玉造中学校　　３年　松前　亜美
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※行方市では、新たな自主財源の確保や地元商工業者などの活性化、市民生活情報の提供を目的に有料広告掲載の取り組みを行っています。


