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　11 月 23 日（水）、青沼の春日神社で、市指定無形民俗
文化財「どぶろく祭り」が開催されました。
　同神社は、酒類免許を取得する全国的にも珍しい神社で
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、今年は、久

く ぼ

保組の皆さんが、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
客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。
　世話人の羽生さんは、「今年の出来もとても良く、朝早
くからたくさんの参拝客が来てくれました。これからもこ
の伝統のある祭りを長く続けていきたいです」と話してい
ました。

青沼　春日神社「どぶろく祭り」

今年の出来も上々です

　11 月 27 日（日）、NPO 法人水辺基盤協会の皆さんに

よる北浦湖岸の清掃活動が行われました。

　清掃は、湖岸の潮来市側、本市側の両方で一斉に行われ、

本市側ではトラック１台分のごみが収集されました。

　本市ではこの清掃に関して、ゴミ袋の提供とゴミの処

分について協力しました。

　清掃に携わった皆さんのご協力、ありがとうございま

した。

NPO法人水辺基盤協会の皆さん

北浦湖岸の清掃活動を行いました

地域の防災訓練を行いました
上山区で住民が交流

　11 月 20 日（日）、上山区主催の第３回地域防災訓練が、
総勢 105 人の参加により開催されました。
　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、行方消防署玉造出張所の
協力による初期消火訓練や AED 操作訓練、毛布を使って
の担架づくり、土嚢づくり、煙体験が実施されました。
　根本 孝区長からは、「東日本大震災の教訓を生かし、
日頃からこういった訓練の継続と地域での連携が大切」
とのあいさつがあり、皆さんは熱心に訓練に取り組んで
いました。
　訓練終了後の収穫祭では、地元食材での料理を参加者
全員で楽しみ、世代間の交流を持つことができました。

地元の食材、おいしいよ！
生産者との交流給食

　11 月 21 日（月）、麻生小学校４～６年生を対象に、「生
産者との交流給食（茨城を食べよう）」が行われました。
　この事業は、児童たちが地域の農畜水産物の生産者と
ともに、地場産物を活用した交流給食を行うことにより、
地場産物の良さや生産者の思いに気付き、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。
　この日は、地域で活躍する女性団体「紅  -KURENAI-」（渋
谷百合子代表）のメンバー６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な
がら楽しい時間を過ごしました。渋谷さんは、「自分たち
が育った地域で、自分たちと一緒に育った野菜や肉・魚
などを食べて、一緒に大きくなろう」と話してくれました。
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　12 月１日（木）、北浦幼稚園の旧津澄小学校への移設
開園式が行われました。
　北浦幼稚園は東日本大震災で園舎が被災し、これまで
プレハブの仮設園舎で授業が行われていました。
　園児たちがより良い環境で生活できるよう、保護者や
市議会、区長会の代表および学識経験者で構成された北
浦幼稚園建設整備検討委員会において協議が重ねられ、
旧津澄小学校を園舎として活用する提言がなされたこと
により、市で改装工事等を進めてきました。
　移設後、園児たちは、広くなった保育室や園庭で元気
にのびのびと生活をしています。
　また、旧校舎２階に、市の教育に関する相談窓口「相
談室ポプラ」が同時期に移転し、業務を開始しました。

旧津澄小学校へ

北浦幼稚園が移設開園

平成 28 年度大好きいばらき県民運動表彰
環境美化コンクールと作文コンクールで受賞

　11 月 28 日（月）、行方市農業委員会（山野貴司会長）は、
平成 29 年度行方市農業施策に関する要望書を市長へ提出
しました。
　地域農業を取り巻く環境は厳しい状況にあり、後継者
問題、耕作放棄地、鳥獣害被害の深刻化など多くの課題
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

農業施策に関する要望書提出

開園式で元気に「行方市のうた」を歌う北浦幼稚園児たち

ワカサギ釣りを楽しみました
第４回なめがたワカサギ釣り大会 in 霞ヶ浦

　12 月３日（土）、霞ヶ浦湖畔で「第４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。
　茨城県内各地や千葉県、埼玉県などから 102 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、浜田寅雄さん（於下）が一般の部
第３位に入賞しました。
　また、前回に引き続き、「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。

　11 月 30 日（水）、水戸市で平成 28 年度大好き いばら
き県民運動表彰式」が行われました。
　表彰式では、「第 44 回花と緑の環境美化コンクール」と

「第 27 回大好きいばらき作文コンクール」において、優秀
な成績を収めた個人や団体に表彰状が授与されました。
　本市では、花壇を通して地域の環境美化に取り組んで
きた癒しの郷フラワークラブ四鹿・杉平地区と八木蒔フ
ラワー誼

よしみ

会が、『大好きいばらき県民会議理事長賞』を受
賞。また、生活の中で茨城について考えた植田笙太さん（麻
生小学校６年）が、「行方市から見た金魚すくいとは」で

『茨城県教育委員会教育長賞』を受賞しました。
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　平成 15 年に玉造町女性行政推進委員会、玉造中学校絵画部、茨城県道路公社の協力で、霞ヶ浦大橋の下にあるトンネルに
絵画が描かれました。
　しかし、数年前から絵画の上に落書きがあることが分かり、平成 26 年度に玉造中学校の生徒会が中心となって、落書きを
消すことになりましたが、時間と人数の関係で絵画の再生までには至りませんでした。
　そこで、先輩方のやり残した絵画再生を玉造小学校、玉造中学校そして地域の方の協力を得て再生しようとの声が上がり、
環境美化活動の一環として、昨年 10 月から壁画の再制作に取り組み、11 月 26 日（土）に完成しました。
　小中学生が描いたこの壁画を、地域の財産として後世に残しましょう。

玉造小・玉造中・地域共同による霞ヶ浦大橋下壁画再制作

行方市の文化遺産や湖岸風景が描かれています

避難所開設訓練を行いました
北浦地区の皆さん

　12 月８日（木）、北浦中学校にて、震度６弱の地震を想
定した避難所開設訓練を実施しました。この訓練には、北
浦中学校・北浦中学校 PTA・北浦地区消防団・行方消防署・
北浦地区区長・レイクエコー・市役所が協力し、総勢 298
人が参加しました。
　北浦中学校では、「地域と学校が連携した防災教育」の
一貫として、11 月９日（水）に保護者への引き渡し訓練
を実施し、今回は「自分の命は自分で守る、中学生でもで
きること」をテーマに訓練を行いました。
　内容は、本部設置・避難所受付開設・避難者誘導・物資
搬入等を行い、生徒は避難訓練の後、給水タンク見学・起
震車体験・煙体験・防災ヘリ救助訓練の見学を行いました。
　この訓練を通して、学校および地域の防災力向上を図る
ことができました。

自分だけの「お正月飾り」が完成
玉造第三保育園児と地域の方との交流

　12 月 14 日（水）、玉造第三保育園の年長さんが、地域
子育て支援センターあい♥あいのお友だちと玉造の里利用
者さん、地域の方と一緒に「お正月飾り」を作りました。
　JA なめがた女性部の谷田さんの指導の下、職員や近所
の方の協力で集めた身近な材料（松・竹・小菊・赤い実・
松ぼっくりなど）を思い思いにアレンジ。自分だけのすて
きなお正月飾りが完成しました。
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　11 月 25 日（金）、麻生小学校において、５年生を対象にバスケットボールの出前授業が行われました。この事業は、茨城

国体に向けた選手強化事業の一環として行われています。

　講師は、麻生高校女子バスケットボール部顧問の堀田浩平先生です。出前授業には、麻生高校女子バスケットボール部員も

補助員として入りました。

　高校生の華麗なボール扱いを間近で見たり、一緒にパスやドリブル練習を行い、児童の皆さんはとても楽しそうでした。最

後に、児童と高校生混合のチームでミニゲームを行いました。講師、児童全員が終始笑顔で楽しむ姿が見られました。

茨城国体に向けた選手強化事業

バスケットボールの出前授業が行われました

行方市スポーツ少年団を紹介します！　★第９回★

玉造山王空手道スポーツ少年団
～ 空手道 ～

◆活動日
　日曜日 10:00 ～ 12:00　玉造Ｂ＆Ｇ海洋センター体育館

◆問い合わせ　小畑   繁　☎０９０－２２５３－６５１４

　公益社団法人日本空手協会常東支部英心会の傘下、昭和

63 年に設立し、現在団員は保育園児から中学生までの男子

15 人、女子９人、指導員４人で活動しています。

　礼儀を身に付け、明るく元気に空手の稽古に励む団員の

育成を心掛けています。

　団員は、新しい技を覚える、黒帯を取る、試合に勝つ、

全国大会に出場する、それぞれの目標に向けてがんばって

います。試合や級・段の審査の緊張を乗り越え、夏の合宿

で楽しい思い出を作り、元旦稽古では裸足で道路を走り、

少しずつ成長していく団員の姿はとても頼もしいです。

　ぜひ一度、空手着姿の練習風景をご覧になってください。
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１２月４日（日）北浦運動場体育館

第 11 回行方市長杯剣道大会

■団体戦の部
　【優　勝】小川少年剣友会Ａ
■個人戦低学年の部
　【優　勝】皆藤　龍司（小川少年剣友会）
■個人戦高学年の部
　【優　勝】関　圭哉 （堅倉剣道スポーツ少年団）

１１月１３日（日）行方市文化会館

行方市体育協会表彰

　個人 26 人、２団体（27 人）が受賞されました。

■優秀選手賞
　風間　華可　水泳（玉造小４年）
　理崎　智香　水泳（玉造小４年）
　理崎　嘉人　水泳（玉造小６年）
　関口　夢來　ソフトテニス（玉造小４年）
　荒木田美咲　ソフトテニス（玉造小４年）
　額賀百々花　空手道（北浦小 4 年）
　荒木田　航　空手道（玉造小３年）
　出沼　広翔　空手道（玉造小３年）
　山口　萌香　空手道（玉造小６年）
　金塚　心鈴　空手道（玉造中１年）
　原　　也紗　空手道（北浦中２年）
　堀越　心愛　ゴルフ（麻生中３年）
　石崎浩太郎　陸上競技（鉾田一高３年）
　小橋　知世　陸上競技（鉾田一高３年）
　並木　健留　ソフトテニス（土浦三高３年）
　𠮷川　莉未　ソフトテニス（つくば国際大学高３年）
　岡野はる子　グラウンドゴルフ
　　　　　　　（行方市体育協会グラウンドゴルフ部）

■優秀チーム賞
　麻生中学校女子ハンドボール部　  （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）
■スポーツ功労者賞
　宮内　　敏　ハンドボール（麻生フェニックス Jr.）
　小貫　正敏　ハンドボール（麻生フェニックス Jr.）
　宮川　　晋　ハンドボール（麻生フェニックス Jr.）
　宮川百合子　ハンドボール（麻生フェニックス Jr.）
　髙須　　等　ハンドボール（麻生フェニックス Jr.）
　𠮷田　希望　ハンドボール（麻生フェニックス Jr.）
　宮嵜　春樹　ソフトボール（行方市体育協会ソフトボール部）
　男庭　公典　ソフトボール（行方市体育協会ソフトボール部）
　石毛スイ子　ゲートボール（行方市体育協会ゲートボール部）

７月１６日（土）・１２月４日（日）北浦運動場体育館ほか

第 11 回市内女子ミニバス親善リーグ戦

【優　勝】麻生ミニバスケットボールスポーツ少年団

【準優勝】北浦 GrassesMBC

【第３位】玉造山王ミニバスケットボールスポーツ少年団

１１月１９日（土）サザンヤードカントリークラブ

平成 28 年度茨城県体育協会ゴルフ大会

■個人の部
　【優　勝】平山　勝巳（行体協Ａ）
　ベスグロ（74）平山　勝巳（行方体協Ａ）
■団体の部
　【準優勝】行方市体育協会Ａ
　　　　　（羽生 義隆・平山 勝巳・宮内 穂積・方波見 保）
　【第８位】行方市体育協会Ｂ
　　　　　（須貝 清・佐山 正・渡邉 康夫・斉藤 勝巳）

１１月１９日（土）・２６日（土）北浦運動場体育館

第１回 Saturday Night soft-volleyball
in NAMEGATA

【優　勝】のんちょらーずＡ
【準優勝】球遊会
【第３位】のんちょらーずＢ
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１１月１８日（金）北浦運動場クロッケーコート

行方市長杯ゲートボール大会

【優　勝】豊　和

１１月２６日（土）麻生運動場体育館

第 23 回行方市麻生杯柔道大会

■幼年の部
　【優　勝】田中　湊　  （麻生柔道スポーツ少年団）
　【第３位】石神　颯　  （麻生柔道スポーツ少年団）
■小学生の部

〈２年男子〉
　【優　勝】石神　煌　  （麻生柔道スポーツ少年団）
　【第３位】箕輪　悠雅（麻生柔道スポーツ少年団）

〈３年男子〉
　【優　勝】田中　大知（麻生柔道スポーツ少年団）
　【第３位】羽生　柊也（麻生柔道スポーツ少年団）

〈５年男子 39kg 超級〉
　【優　勝】相川　翔海（麻生柔道スポーツ少年団）

〈６年男子 50kg 級〉
　【第３位】羽生　輝　  （麻生柔道スポーツ少年団）

〈６年男子 50kg 超級〉
　【優　勝】髙橋　壮斗（麻生柔道スポーツ少年団）
　【準優勝】髙﨑　兜　  （麻生柔道スポーツ少年団）
　【第３位】仲田　将孝（玉造柔道スポーツ少年団）
　【第３位】栗山　大空（麻生柔道スポーツ少年団）

〈１・２年女子〉
　【第３位】梅原　由衣（麻生柔道スポーツ少年団）

〈５年女子〉
　【第３位】河名　咲　  （麻生柔道スポーツ少年団）

〈６年女子〉
　【第３位】大原　光姫（麻生柔道スポーツ少年団）
　【第３位】橋本　希美（麻生柔道スポーツ少年団）
■中学生の部

〈男子 75kg 級〉
　【第３位】栗山　星久翔（行方市立玉造中学校）

〈女子 55kg 超級〉
　【準優勝】永作　莉菜　  （行方市立麻生中学校）
◆団体戦（幼年・中学生の成績は含まない）

〈男子〉
　【優　勝】麻生柔道スポーツ少年団（行方市）

〈女子〉
　【優　勝】鹿嶋柔道クラブ翔龍会（鹿嶋市）

１１月１３日（日）北浦運動場第1グラウンド

第 22 回社会人サッカー大会

【優　勝】ＢＩＤＡＮ

１１月３日（木）潮来射撃場

第 12 回（平成 28 年度）行方市体協クレー射撃大会

【優　勝】石川　昭
【準優勝】宮内　勝
【第３位】前川　正明

１１月１６日（水）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】小沼　敏洋【準優勝】須貝　清
【第３位】田口　操

ベスグロ（76）須貝　清　　仲田　充雄

１１月２６日（土）北浦運動場体育館

第 11 回行方市バスケットボール大会

■男子の部【優　勝】エストレ
■女子の部【優　勝】ｉｍｐａｃｔ

１１月２７日（日）麻生運動場体育館ほか

第５回行方市バレーボール連盟親善大会

【優　勝】松の緑（神栖市）【準優勝】あおぞら（石岡市）
【第３位】Lovers（行方市）

１１月２７日（日）北浦運動場第1グラウンド

第 11 回行方市長杯少年サッカー大会

【優　勝】ＦＣドルフィン　【準優勝】牛堀ＳＳＳ

【第３位】玉造ＦＣ　　　　【第３位】日の出ＳＳＳ

１１月２７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

＜コンソレ男子の部＞

【準優勝】金城・鈴木　組

＜コンソレ女子の部＞

【準優勝】寺田・寺田　組

１１月２７日（日）１２月４日（日）日の出中学校ほか

第９回潮来・行方市親善ソフトボール大会

【優　勝】新宮同志会　【準優勝】マルミ


