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「夕日のコンサート in 霞ヶ浦」

珠玉のデュエットソングを心地よくお届けします

　10 月 10 日（月）と 11 月 13 日（日）、霞ヶ浦ふれあい

ランド野外ステージにおいて、「夕日のコンサート in 霞ヶ

浦　THE  DUETS  LIVE」が開催されました。

　懐かしの名曲のカバーが披露され、またオリジナル曲

「Dream ～心の夢～」と、想いの込められた歌声でお客さ

んを魅了しました。

　宮苑晶子＆レオ・ジャックスの２人組からなる「THE  

DUETS」。プロデュースを手がけたのは、行方市出身で、

　11 月３日（木）から 11 月６日（日）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
館をメイン会場に、第 11 回行方市文化祭が盛大に開催されました。
　日頃から鍛えた歌や踊り・ダンスの発表、力作揃いの展示・茶会・各種大会と内容も盛りだくさんで、充実した学習成果
が披露されました。

～芸術と文化の秋。市民の力作とパフォーマンスに感動！～

第 11 回行方市文化祭

大人気のエコクラフトバッグ。
作品のセンスが光ります（麻生公民館）

キリッとした勇ましい姿の決めポーズ。
お見事です（麻生公民館）

日　　時　12 月 11 日（日）午後３時～午後４時 30 分

場　　所　霞ヶ浦ふれあいランド野外ステージ

出  演  者　THE  DUETS（ザ・デュエッツ）

入  場  料　無料

問い合わせ　霞ヶ浦ふれあいランド

　　　　　　☎０２９９－５５－３９２７

※ 詳しくは、霞ヶ浦ふれあいランドホームページをご覧

ください。

株式会社ティー・エム・エッヂ代表の高橋宗芳さん。

　今回、高橋さんがふるさとである行方市に恩返しをした

いという思いから実現に至りました。

　第３弾として、次のとおりイベントを開催しますので、

皆さまお誘い合わせの上、ぜひお越しください。

「夕日のコンサート in 霞ヶ浦」第３弾の

お知らせ

元気いっぱいな子どもたちのダンスパ
フォーマンス（北浦公民館）

試食で振る舞った色とりどりの太巻き
寿司（北浦公民館）

しなやかな心と体を作る太極拳の演舞
（玉造公民館）

自然の風合いを感じ親しむ展示コー
ナー（玉造公民館）
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　「第６回なめがた未来塾」では、茨城大学教育学部長生
越達先生においでいただき、一人一人の児童生徒の理解を
深めていくためには、対話を通して聴くこと・先入観を持
たずに見ることが大切であることについてお話をいただき
ました。
　先生方は、６回に渡り行われた平成 28 年度新規事業「な
めがた未来塾」を通して学んだことを、今後の教育活動に
生かし、児童生徒の豊かな育ちと学びにつなげてくださる
と思います。

第６回なめがた未来塾

児童生徒の豊かな育ちと学びのために

地域の相談役として尽力
第 35 回　茨城県民生委員児童委員大会

　10 月 14 日（金）、茨城県立県民文化センターにおいて
第 35 回茨城県民生委員児童委員大会が開催され、民生
委員児童委員および主任児童委員として長期に渡って地
域の相談役として尽力されてきた次の 15 人の方が表彰
されました。（順不同、敬称略）
◇民生委員児童委員
　谷田  泰章、須貝   明、邉田  茂雄、宮内  周作、
　久保田  喜裕、久保田   治、大野  晃二、五十野  道夫、
　和田   孟、本澤  稔、大森  一夫、三枝  卓爾、須貝  禧則
◇主任児童委員
　真家  栄子、栁町  直美

　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 27 日（木）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、麻生地区（左から　中田弘司さん、根本憲さん、小
牧克昭さん、山下隆之さん、宮内俊雄さん）の５人が選
手として出場しました。
　この経験を生かし、地域の模範となり交通事故防止に
つなげてほしいと思います。

麻生地区の５人が出場しました

第 14 回交通安全高齢者自転車競技茨城県大会

花壇整備を実施しました
なめがたネットワーカー連絡協議会

　「なめがたネットワーカー連絡協議会」（菅谷京子会長、
会員 28 人）が、「大好き いばらき 県民運動」の活動の一
環として、霞ヶ浦ふれあいランド沿道（国道 354 号側）
の花壇の植え替え作業を行いました。
　９人の会員が参加し、約 50 メートルの沿道に三色のビ
オラを植え、花壇の一部には白いビオラで「NAMEGATA」
の文字を表現しました。この花壇は、市民の皆さんを始め、
本市へお越しになった方たちの目を楽しませています。
　本協議会の活動は、「大好き いばらき 県民運動」を各
地域で広げ、地域の人たちのネットワークづくりに取り
組み、住みよい茨城・なめがたづくりを進めて行くこと
です。随時、会員を募集しています。大好きな行方市を
一緒に盛り上げていきましょう。

【問】政策秘書課（麻生庁舎）☎ 0299-72-0811
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　11 月 10 日（木）、市の子育て支援事業「親子ふれあい講座」
が北浦公民館調理室で開催されました。
　市内で手作りパン店を営む一条善恵さんを講師に、あん
パンとレーズンパン、ハムチーズパンの３種類を親子で力
を合わせて作りました。
　パンが焼き上がるとさっそくみんなで試食。熱々のあん
パンをほおばる我が子を見ていた母親は、うれしそうに「自
分で作ったパンはおいしいですね。焼きたてのパンは味も
香りも違うので、今日はたくさん食べています」と話して
いました。

親子ふれあい講座

親子でたのしくパン作り♪

　11 月 13 日（日）、市文化会館において、育児漫画家・
エッセイストとして活躍されている高野優さんをお招き
し、講演会が開催されました。
　「子は育ち、親も育つ。楽しまなくっちゃもったいない」
と題し、漫画を描きながら、ご自身の子育て体験や子育
てについて考えたことなどをお話ししていただきました。
　約 430 人の観客で埋められた会場からは、「クスッと
笑ってしまうようなエピソードや、思わず涙してしまう
できごとなど、心に染み入る話を聴けて良かった」など
といった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

高野優さんによる講演会

楽しい行事や新しい活動など、地域の情報をお寄せください
政策秘書課　☎  0 2 9 9 － 7 2 － 0 8 1 1

　なめがた花で彩るまちづくり会（環境保全行方市民会
議所属）が、市民の環境および健康意識の向上を目指して、
今年も行方ふれあいまつりで手づくりの市民ガーデニン
グフェアや、水質浄化推進（環境紙芝居上演）などの環
境保全運動を同時に実施しました。
　啓発用のキャンペーンちらしも来場者や各ブースにた
くさん配り、ブースも家族連れなどでにぎわいました。
　さらに、心と体の健康づくりでも、健康ラジオ体操を
各団体や来場者に呼びかけながら行いました。「コツコツ
と継続して推進していくことが大切」と会員は話してい
ました。

花で彩るまちづくり会

環境保全意識の高揚と心と体の健康づくり

　11 月６日（日）、麻生小学校において、｢麻生小教育フェ
スティバル｣ が行われました。学年ごとの学習発表会のあ
とに、児童たちが自らの手で作り上げた｢いじめ防止フォー
ラム｣ を開催。児童たちは１学期から、道徳の授業や学級
活動の時間に、いじめに対する思いや自分だったらどうす
るのかを真剣に話し合ってきました。今回は、これらのこ
とをまとめ、｢一人一人が思いやりをもって仲良くしよう｣
など各学級のスローガンを発表しました。
　青木校長からは、｢いじめは油断すると誰にでも起きて
しまいます。『いじめをしない・させない・見逃さない』
を一人一人がしっかりと心がけ、楽しい学校にしていきま
しょう｣ とお話がありました。

麻生小学校教育フェスティバル

児童たちが「いじめ防止フォーラム」
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　９月 27 日（火）、つくばみらい市小島新田の茨城ゴルフ倶楽部・東コースにおいて行われ、麻生中学校３年の堀越心愛さん

が、女子の部で見事優勝しました。

　トータルは 76 で、双葉台中学校３年の飯村知紗さんと並び、プレーオフとなりましたが、プレーオフ１ホール目、飯村さ

んを抑え優勝を飾りました。

　10 月 17 日（月）に麻生庁舎へ来庁し、市長と正木教育長へ優勝の報告をされました。３年後には茨城国体、その次の年に

は東京オリンピックが開催されます。堀越さんの今後の活躍が期待されます。

女子の部優勝　堀越 心愛さん（麻生中学校３年）

第 42 回毎日杯アマチュアゴルフ選手権 in 茨城

行方市スポーツ少年団を紹介します！　★第８回★

麻生サッカースポーツ少年団
～ サッカー ～

　麻生サッカースポーツ少年団では、明るく、楽しく、そ

して、マナーやチームワークの大切さを学びながら、日々

活動しています。

　全国フットサル大会では茨城県ベスト６、全日本大会で

は県大会出場の好成績を収めることができました。

　これからも試合を通じ、勝つことの喜び、負けることの

悔しさをたくさんの団員、コーチたちと味わい、成長でき

たらなと思います。

　随時、練習の見学、体験を行っています。女の子も大歓

迎です。お待ちしています。

◆活動日
　土曜日　　９：00 ～ 12：00　　麻生小学校

　日曜日　　９：00 ～ 12：00　　麻生小学校

◆問い合わせ　茂木  勇佑　☎０８０－５４６９－２０９２
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１０月２３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】島田・小島　組（みんとくらぶ）
■男子ダブルスＢ
　【優　勝】宮村・藤田　組（北浦）
■男子ダブルスＣ
　【優　勝】糸賀・山口　組（木曜会）
■女子ダブルスＢ
　【優　勝】坂本・助川　組（ハイタッチ）
■女子ダブルスＣ
　【優　勝】椎木・大竹　組（木曜会）

第 13 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 18 日（火）
に水戸レイクスカントリークラブ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・蛭田 直喜・渡邉 康夫・須貝  清・
羽生 義隆・田口  操・大輪 憲正・千ヶ崎 良治

１０月３０日（日）北浦運動場体育館

第 28 回ふれあいソフトバレーボール秋季大会

■エキスパートクラス

　【優　勝】八兵衛（石岡市）

　【準優勝】ブルースターズ（水戸市）

　【第３位】球遊会（行方市）

　【第３位】のんちょら～ず（鉾田市）

■レギュラークラス

　【優　勝】U･M･MIX（潮来市）

　【準優勝】スパークルＡ（行方市）

　【第３位】スパークルＢ（行方市）

　【第３位】ビタミン（行方市）

■チャレンジクラス

　【優　勝】VAINQUEUR（潮来市）

　【準優勝】JAM（鉾田市）

　【第３位】ゴールドウィングＡ（行方市）

　【第３位】ゴールドウィングＢ（行方市）

１０月２３日（日）玉造浜野球場ほか１会場

行方市ソフトボール連盟杯大会

【優　勝】マルミ
【準優勝】根小屋オールスターズ
【第３位】三和小ＯＢ

平成 28 年度行方市バレーボール連盟大会
１０月２３日（日）麻生運動場体育館

【優　勝】南愛球会
【準優勝】Precious
【第３位】小高バレーボールクラブ
【第３位】山王レディース

１０月２０日（木）北浦運動場第１グラウンド

秋季クロッケー大会

【優　勝】髙砂会Ａ
【準優勝】本宿クラブＢ
【第３位】髙砂会Ｂ・松寿会

秋季グラウンドゴルフ大会

【優　勝】茂木    勝
【準優勝】小島  敏夫
【第３位】山崎  米子

１０月１４日（金）天王崎公園

１０月２３日（日）玉造 B&G 海洋センター

第 20 回玉造柔道大会

２年男子の部【優　勝】石神　煌    （麻生）
６年男子の部【準優勝】髙橋  壮斗（麻生）
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第３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５日（土）北浦運動場周回コース

■高学年男子の部
　【優　勝】麻生フェニックス Jr.（行方市）
　【準優勝】潮来レッズ A（潮来市）
　【第３位】イーグルス A（潮来市）
■高学年女子の部
　【優　勝】山王ミニバス（行方市）
　【準優勝】麻生フェニックス Jr.A（行方市）
　【第３位】羽生 Wings（行方市）
■低学年男子の部
　【優　勝】牛堀 SSS（潮来市）
　【準優勝】玉造 FC（行方市）
　【第３位】日の出 SSS（潮来市）
■低学年女子の部
　【優　勝】ミニガールズ（行方市）
　【準優勝】羽生 Wings（行方市）
　【第３位】Tomboys（潮来市）

opicsT まちの話題

行方市弓道大会
１０月３０日（日）麻生運動場弓道場

■団体
○高校の部【優　勝】清真Ｅ（東・大槻・西谷）
○一般の部【優　勝】蒼藤会Ａ（大森・長谷川・髙木）
■射込
○高校の部【優　勝】東　美佑【準優勝】松信  裕里
　　　　　  【第３位】青木  一航
○一般の部【優　勝】根本  汐織【準優勝】大森  陽平
　　　　　  【第３位】髙橋  義之
■金的
○高校の部　竹内  夢実（常総Ｅ）・今泉  紗瑛（鉾田二Ｃ）
○一般の部　板橋  一樹（稲敷Ｂ）・菊地  俊和（藤代Ａ）

第 40 回行方地区剣道祭大会
１１月３日（木）潮来一中体育館

■小学生団体戦
　【優　勝】牛堀少年剣道愛好会Ａ（潮来市）
　【準優勝】麻生剣友会（行方市）
　【第３位】延方スポーツ少年団（潮来市）
　【第３位】牛堀少年剣道愛好会Ｂ（潮来市）
■小学生個人戦
　【優　勝】樽見  駿希（牛堀少年剣道愛好会）
　【準優勝】佐藤  颯斗（牛堀少年剣道愛好会）
　【第３位】追分  珠稀（牛堀少年剣道愛好会）
　【第３位】大野    透     （麻生剣友会）
■中学生男子団体戦
　【優　勝】麻生中【準優勝】玉造中【第３位】牛堀中
■中学生男子個人戦
　【優　勝】榊原  利樹（潮来二中）
　【準優勝】成嶌  大翔（玉造中）
　【第３位】栗山  遥成（玉造中）
　【第３位】柏葉  蒼弥（麻生中）
■中学生女子団体戦
　【優　勝】潮来二中【準優勝】麻生中【第３位】潮来一中
■中学生女子個人戦
　【優　勝】黒須  美沙季（潮来二中）
　【準優勝】大川  愛生（潮来二中）
　【第３位】石神  千愛（潮来二中）
　【第３位】大野    桜     （麻生中）
■潮来市・行方市対抗戦
　【優　勝】行方市
■学生男子個人戦
　【優　勝】山澤  亮太（潮来市）
■学生女子個人戦
　【優　勝】中城  綾乃（行方市）
　【準優勝】追分  美智子（潮来市）
　【第３位】榎本  千紘（行方警察署）
■一般男子五段以下個人戦
　【優　勝】木村  匡希（行方市）
　【準優勝】村田    光     （潮来市）
　【第３位】坂本  俊一（行方市）
　【第３位】斉藤  篤史（行方市）
■一般男子六段以上個人戦
　【優　勝】菅谷  正造（行方市）
　【準優勝】大曽根  善治（行方市）
　【第３位】今泉    弥    （行方市）
　【第３位】新堀  義男（行方市）

　本年度は、潮来市剣友会主催で標記大会が開催されま
した。行方市からも、小学生から大人まで多数の選手が
参加し、好成績を収めました。
　来年度は、行方市内で開催する予定です。

１１月３日（木）潮来射撃場

行方市体協クレー射撃大会

【優　勝】石川　昭
【準優勝】宮川　勝
【第３位】前川  正明


