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学校および地域の防災力の向上を目指して
麻生中学校で避難所開設訓練を実施しました
12 月６日（水）､ 麻生中学校において、地域と学校が連

生徒たちは、事前に防災アドバイザーの吉田亮一氏の講演

携した防災教育として、地震と２次災害での火災を想定した

を聞き、防災に関する知識を深めました。当日は、これを生

消防団による放水訓練の見学と避難所開設訓練を実施しま

かした避難所開設訓練を行い、避難所運営班や避難者支援班

した。

等の各班に分かれ、実際に運営体験をしました。

訓練には、麻生中学校・同 PTA・麻生地区区長・行方市

今回の訓練を通じて、学校および地域の防災力の向上と避

消防団麻生支団・行方消防署・レイクエコー・市役所が協力

難所運営等の理解を深めることができ、生徒たちは、自分た

し、約 350 人が参加しました。

ちが地域の大きな原動力となることを学びました。

ワカサギ釣りを楽しみました

「人権」について考えました

第５回なめがたワカサギ釣り大会 in 霞ヶ浦

人権啓発活動講演会

12 月 9 日（土）、霞ヶ浦湖畔で「第 5 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。
県内各地や栃木県、千葉県などから 100 人が参加し、
一般・女性・子どもの部の 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ご
み拾いも行いました。
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。
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12 月９日（土）、麻生公民館において人権啓発活動講演
会を開催しました。元茨城大学准教授の長谷川幸介氏を講
師にお迎えし「人権の秘密」について講話をいただきまし
た。また、講話の間に講師の奥様から絵本（「からすたろう」、
「しあわせのバケツ」）の読み聞かせが行われ、絵本からお
互いの違いを認め合うことの大切さについて、優しいメッ
セージをいただきました。
社会全体の高齢化や、一人世帯が増えてきていますが、
「一人ぼっちにさせない」社会づくりについて、参加者一
人一人が考える機会となりました。

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

☎ ０２９９−７２−０８１１

若年者ものづくり競技大会で全国優勝
玉造工業高校

橋本嶺治さん

８月に名古屋市で開催された第 12 回若年者ものづくり
競技大会・電気工事部門（28 人が参加）で、玉造工業高
校３年の橋本嶺治さんが見事全国優勝を果たしました。
同大会は、全国の工業高校生や 20 歳以下の職業技能訓
練中の学生（若年者）を対象に技能を競う、技能五輪全国
大会に次ぐレベルの高い大会です。
12 月 22 日（金）、橋本さんと先生方が、市長へ優勝報
告に訪れました。
橋本さんは「高校入学時から目標に向けて、こつこつ努
力してきた成果が出たと思います。今後も技術を生かして
がんばりたい」と話しました。

芝生の校庭を持つ麻生東小にラインカーを寄贈
ワコーと常陽銀行による私募債を活用した地域貢献活動
常陽銀行の寄贈サービス付き私募債「未来の夢応援債」

を活用した地域貢献活動として、ワコーと常陽銀行から、
麻生東小学校にラインカー（ライン引き）が贈られました。
この取り組みは、常陽銀行が私募債の発行企業から受

け取る手数料の一部で教育関連の物品を購入し、企業の
指定する学校に寄贈するものです。

同校で 12 月 22 日（金）に行われた贈呈式では、同校

の卒業生（統合前の大和ニ小）であるワコーの金田一幸
社長から、関根康裕校長へ目録が手渡されました。

シラウオ豊漁！歳末準備は「なめ横」で
歳末漁師市となめがた横丁商店街
霞ヶ浦と北浦で捕れた川魚の直売会が 12 月 29 日（金）
と 30 日（土）の 2 日間、道の駅「たまつくり」で開催
されました。
例年以上に豊漁となったシラウオのほか、ワカサギや
コイなどが市場の２割から３割安の価格で販売され、会
場内ではシラウオの天ぷらやすまし汁などが振る舞われ、
たくさんの来場者で賑わいました。
新しい試みとして、湖の幸だけでなく、海の幸や地場
野菜の販売など、地元商工会の協力により「なめがた横
丁商店街」を同時開催。活気のあるイベントとなりました。

麻生高生徒が地域清掃ボランティア
地域貢献活動の推進
12 月 25 日（月）、麻生高校において、生徒と教職員

の約 200 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、生徒たちの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、学校周辺

から霞ヶ浦堤防付近までの広い範囲で、ごみ拾いを行い

ました。集まったごみは、市指定ごみ袋で可燃ごみ 14 袋、
不燃ごみ８袋、粗大ごみ（自転車）１台、合計で約 50kg
でした。
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平成 30 年行方市書き初め大会
１月５日（金）、本市新春の恒例行事「平成 30 年行方市

書き初め大会」が、麻生公民館で開催されました。

63 人の参加者は、市内の書道の先生８人の丁寧な手ほど

きを受け、手本を見ながら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。

学年

参加人数

題目

１年

４人 こよみ

２年

13 人 まゆ玉

３年

16 人 だるま市

４年

９人 七つの海

５年

12 人 太平の新春

６年

６人 元日の富士

中１年

１人 天朗気清

中２年

１人 花下忘帰

一般

１人 吾心在太古

市内で大雪を観測
４年ぶりに 20㎝を超える積雪となりました
１月 22 日（月）から 23 日（火）未明にかけて、市内
において記録的な大雪となり、多いところでは約 25cm
の積雪となりました。
市内の道路は全域で雪が降り積もり、市では重機によ
る除雪作業や凍結防止剤を散布したほか、地域の皆さん
もご近所で協力して除雪作業を行っていました。
この雪により、市内では交通事故やビニールハウスが
倒壊するなどの被害が発生しました。

地域防災への気持ちを新たに
平成 30 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６日（土）、麻
生運動場体育館で行われ、市内の消防団員や消防署員約
500 人が参加しました。
式典では、市長あいさつ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、永年勤続の表彰伝達（30 年
以上２人、20 年以上 33 人、15 年以上 30 人）などが
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、サイレンの合図とともに霞ヶ浦に向かって一
斉放水しました。
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公開競技「ゲートボール」

デモンストレーションスポーツ「ビーチハンドボール」

2019 年８月 31 日（土）〜９月１日（日）

2019 年８月 25 日（日）

北浦運動場第１グラウンド

天王崎公園砂浜特設コート

開催まであと 577 日（H30.2.1 現在）

開催まであと 571 日（H30.2.1 現在）

「行方市茨城国体強化選手（団体）指定証」の交付を行いました
１0 月８日（日）、北浦運動場第 1 グラウンドにおいて開催した市民運動会開会式で、行方市茨城国体強化選手（団
体）として、麻生高等学校・市内中学校のハンドボールとバスケットボールの選手 32 人が、市長から指定証を交
付されました。参加者の皆さんから、たくさんの温かい拍手を頂きました。
また、11 月 19 日（日）、市文化会館において平成 29 年度第７回善行青少年・行方市体育協会表彰式および記
念講演会で、新たに空手道の選手４人が行方市強化選手として指定証を交付されました。緊張した面持ちで市長か
ら指定証を受け取りました。

指定証を受ける選手たち（北浦運動場第１グラウンド）

（市文化会館）

第 11 回行方杯中学生ソフトテニス大会

第 12 回行方市長杯卓球大会

１２月９日（土）玉造運動場テニスコートほか

１２月 9 日（土）麻生運動場体育館

■男子の部
【優

勝】旭中学校

【準優勝】鉾田北中学校

【第３位】玉造中学校 【第３位】神栖第三中学校
■女子の部
【優

〈男子〉
【優

勝】大洋中学校 【準優勝】玉造中学校

【第３位】北浦中学校

勝】日の出中学校 【準優勝】大洋中学校

【第３位】麻生中学校

■団体戦

【第３位】旭中学校

〈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

第 12 回行方市混合バレーボール大会
１２月１０日（日）麻生運動場体育館
【優

勝】ヴォイス 【準優勝】Lovers

【第３位】青空クラブ

〈男子〉
【優

勝】松澤大地（玉造中）
【準優勝】橘川紘汰（玉造中）

【第３位】小林海太（玉造中）
【第３位】渡邊璃玖（大洋中）
〈女子〉
【優

勝】菅谷紗希（大洋中）
【準優勝】山上侑菜（大洋中）

【第３位】鈴木佑実（麻生中）
【第３位】渡邉美友（麻生中）
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少年剣道教育奨励賞
12 月３日（日）
、少年少女の剣道指導に永年にわた
り尽力され、地域社会の向上に質する活動を継続してこ
られたことに敬意を表し、一般社団法人全日本剣道連盟
から玉造剣道スポーツ少年団へ「少年剣道教育奨励賞」

親善弓道大会
１２月１７日（日）麻生運動場弓道場
■団
【優

勝】

河須崎恒（麻生）
・中澤侯晴（玉造）
・久保喜雄（麻生）
■射

が贈られました。

体

【優

込
勝】久保喜雄（麻生）

【準優勝】佐藤至学（玉造）

行方市民インディアカ大会
１２月３日（日）玉造小学校体育館
■Ａブロック
【優

【第３位】河須崎恒（麻生）
■金

的

佐藤至学（玉造）・久保喜雄（麻生）
■ 10 点賞

勝】ノアＢ（潮来市）

柳町照夫（麻生）
・佐藤至学（玉造）
・久保喜雄（麻生）

【準優勝】ノアＡ（潮来市）
■Ｂブロック
【優

勝】ポップコーンＢ（行方市）

【準優勝】ピンキーズ B（行方市）

行方市スポーツ少年団を紹介します！

★第 22 回★

玉造山王ミニバスケットボール
～ バスケットボール ～
私たち玉造山王ミニバスは、女子 10 人、男子
１人と少ない人数ですが、1 年生から 6 年生まで
学年に関係なく、仲の良さが自慢のとても楽しい
雰囲気のチームです。
バスケットボールの基礎を身に付ける事を重点
的に、体力・運動能力の向上からスポーツマンと
しての礼儀作法など、幅広くさまざまなことに対
応できる効率的な練習メニューを考え、根本コー
チ・小松崎コーチのもと日々練習に励んでいます。
私たちは、バスケットボールが大好きです !!
練習以外にも遠足やクリスマス会など楽しい行
事もたくさんあるので、興味のある方はぜひ見学
に来てくださいね。
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◆活動日
月・水・金曜日 18：30 ～ 20：30 玉造中学校
◆問い合わせ
塙 友恵 ☎０９０－３２８５－８６２５

