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　安田宏之さんは、ご自分のお子さんが小学生の頃から

約 25 年にわたり、自宅周辺の通学路約 500 ｍをボラン

ティアで定期的に清掃活動を行い、児童生徒の通学時の

安全確保に尽力され、また、地元羽生小学区の保護者

からも感謝の言葉が聞かれ、現在も継続して活動を行っ

ていただいております。

　この度、その功績をたたえ、伊藤市長から感謝状が贈

呈されました。

　宇崎在住の宮内喜一さんが、旭日単光章を受賞されま

した。宮内さんは、麻生町議員として５期 20 年の永きに

わたり、町政の運営、発展に寄与し、麻生町の住民生活

環境の向上に成果を上げ、郷土の発展に多大な貢献をさ

れました。また、議員の在職期間中には、麻生町議会議

長や麻生町議会教育厚生委員会委員長などの要職を歴任

され、その功績が認められての今回の受賞となりました。

おめでとうございます。

地域の通学路清掃に尽力

宮内喜一さん　旭日単光章受賞

安田宏之さん（八木蒔在住）　

　吉田豊三郎さんは、6 年程前から地元の小学校に手作

りの竹ぼうきを毎年寄贈されています。19 年度からは、
市内すべての市立の小中学校に寄贈され、今年度も、幼
稚園を含め、360 本を寄贈していただきました。
　この度、その功績をたたえ、伊藤市長から感謝状が贈
呈されました。
　吉田さんは、「校庭の清掃活動にお役に立てればと思
い作っています。材料があれば今後も続けていきたい」
と話していました。

　12 月 25 日（金）、行方市産の食材を使った新しいレシピ

の発表会が中川学園調理技術専門学校で開かれました。

　今回、市が同校にレシピ作成を依頼し、行方市産の食材

をふんだんに使ったシチューや鯉料理など１１品目の新料理

が発表され、報道機関や関係者が試食を行いました。

　同校料理教室代表の中川一恵さんは、「行方産のみず菜

は葉の色がグリーンでやわらかい。料理にも最適」と話し

ていました。

手作りの竹ぼうき 360 本寄贈

野菜たっぷり行方の新料理

吉田豊三郎さん（手賀在住）

opicsT まちの話題

新しいレシピ試食会開催



NAMEGATA  FEB  1.201011

　１月５日（火）、市内の小学生 63 名が参加した書き初

め大会が、玉造公民館において開催されました。

　参加者は、講師の先生方の指導

のもと、学年ごとに与えられた題

目を一筆一筆集中して伸びやかに

書き上げました。

　参加者全員の作品は、1 月 7 日

から 24 日まで同公民館 1 階ロビー

に展示されました。

opicsT まちの話題

日本ＰＴＡ全国協議会会長賞受賞

平成 22 年行方市書き初め大会開催

　平成 21 年度全国優良ＰＴＡ表彰式が 11 月 18 日（水）、
東京都千代田区のホテルニューオータニで開催され、玉造
小学校ＰＴＡがＰＴＡ活動に優れた業績を上げた団体とし
て日本ＰＴＡ全国協議会会長賞を受賞しました。
　同小ＰＴＡ会長の中島竜平さんは、「永年に渡る諸先輩方
の功績が認められ、今年開校 100 周年を迎える記念すべき
年にこの表彰を受けたことは大変名誉なことであり、ご尽
力を頂きました多くの保護者の皆様とともに喜びたい」と
話していました。

小学生が書き初めに挑戦

げんきアップなめがた開催
みなさん特定健診を知っていますか？

　市では、健診でメタボの心配がある方を対象に「げん
きアップなめがた」を開催しています。この教室は、日
本看護協会のモデル事業で、12 月 18 日（金）、麻生保健
センターで第１回目の教室を行いました。教室では、生
活習慣病の体験を紹介。その後、グループ討議を行い、
参加者は「自分は健康だと思っていたけど、体験紹介を
聞いて自分も危ないと思った」「お酒を飲む機会が多い。
飲むと余計に食べてしまう」など、みなさん自分の生活
を振り返り 90 分の教室はあっという間に終わりました。

玉造小学校ＰＴＡ

日ごろの訓練の成果を披露

　新春恒例の行方市消防出初め式が、１月 9 日（土）、北

浦運動場体育館で行われ、消防団員や消防関係者約 500

人が参加しました。

　式典では、服装点検や永年勤続者表彰、優良消防職員

表彰などを行い、防火・防災への誓いを新たにしました。

　この後、場所を北浦湖畔鹿行大橋付近へ移動し、消防

車両 28 台による一斉放水を披露しました。

平成 22 年行方市消防出初め式開催
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　昨年 10 月 28 日（水）、茨城県庁講堂で開催された第

39 回茨城県青少年相談員研修大会において、多年にわた

る青少年相談員活動の功績に対して表彰が行われ､  小松

﨑　博  相談員が永年活動者として知事ほう賞を受賞され

ました｡

知事ほう賞を受賞しました

行方市から７名の方が受賞！
茨城県水産製品品評会表彰式が開催されました

　山百合の里では県の元気な森林づくり活動支援事業の

補助を受けて、出入り口２ヶ所の橋の架け替えを行いま

した。橋の幅も広がり、傾斜も従来のものより緩やかで

歩きやすくなりました。

　12 月初旬に完成し、地元の玉造第２保育園児たち 27

人に渡り初めに参加してもらいました。

　園児たちは元気に里山を１周して、お土産のセンブリ

の苗とサツマイモをもらって歩いて帰りました。

小松﨑　博さん

行方市混合バレーボール大会
１２月１３日（日）　麻生運動場体育館

【優　勝】玉川クラブ【準優勝】北浦中 PTA-A
【第３位】ヴォイス　

山百合の里の橋を架け替えました

１２月１０日（木）　井上山百合の里

　平成 21 年度茨城県水産製品品評会表彰式が 12 月 16 日
（木）、水戸京成ホテルに於いて開催されました。去る 11
月 13 日（金）、茨城県立県民文化センターで行われました
品評会で受賞者が決定され表彰となりました。行方市から
の主な受賞者は下記のとおりです。

県議会議長賞
　はぜ佃煮　松澤冨美雄（行方市富田）

県農林水産部長賞
　もろこ佃煮　（株）海老澤商店（行方市宇崎）

県加工連会長賞
　はぜ佃煮　矢幡屋　藤枝進（行方市麻生）

県農林水産振興協議会長賞
　はぜ佃煮　永作光（行方市麻生）

霞ヶ浦北浦水産振興協議会長賞
　海老甘煮　辺田和夫（行方市白浜）
　白魚佃煮　（有）はしもと代表　橋本龍夫（行方市富田）

親善弓道大会
１２月１３日（日）　麻生運動場弓道場

【団体優勝】鈴木　猛　佐藤　至学　久保田　太津輝
【射詰優勝】山口　泰範　　　【射込優勝】元木　康晴
【金 的 賞】水海　洋　山口　泰範

１２月６日・１３日（日）麻生運動場ほか

ソフトボール連盟杯大会

【優　勝】根小屋オールスターズ　【準優勝】北浦男児
【第３位】新宮同志会

１２月６日（日）玉造運動場テニスコートほか

第３回行方杯ソフトテニス大会

〈男子の部〉【優　勝】高松中　【準優勝】鹿野中
〈女子の部〉【優　勝】大洋中　【準優勝】大野中

　　　　　　【第３位】麻生一中・潮来二中
※先月号の内容に誤りがありました。正しい結果は上記の

とおりとなります。お詫びと同時に訂正を申し上げます。
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○奨 励 賞 ① ｢行方市の美しい自然再発見｣　関野　謙一・鯉渕　潤一・桜井　信夫
○奨 励 賞 ② ｢人 ( 笑顔等 )､ 動物､ 小さな命｣　額賀　喜美子
○ユーモア賞　森　　秀雄・大野　　剛　　　○ビーナス賞　佐川　律子・高野　婦美子・箕輪　珠衣
○入　　　選　小林　秀美・関根　洋子・柳瀬　秀夫・永作　善巳・若泉　治男・磯山　誠治・柳瀬　修一
　　　　　　　関野　とよ子・小室　洋子・荒原　　求
◆中学生の部（入賞）

青木　友香理（北浦中 1 年）・河野　静羅（北浦中 1 年）・北浦中
学校美術部（北浦中学校）・高野　愛加李（北浦中 1 年）・田所　
優香（北浦中 1 年）・齋藤　美紀（北浦中１年）・森崎　可南子（北
浦中 1 年）・掛田　菜々子（北浦中 1 年）・栗俣　直美（北浦中 1 年）

◆小学生の部（入賞）
石田　翔輝（小貫小 5 年）・原田未留香（小貫小 4 年）・浅野　結愛（小
貫小 5 年）・樽見　海飛（玉造小 4 年）・平塚　舞（大和第一小２年）・
本多　圭輝（小貫小 5 年）

opicsT まちの話題

第４回　なめがた環境保全フォトコンテスト
入賞者発表！

　市民が一体となり、潤いと活力ある「環境にやさしいまちづくり」の推進を目的とした「第４回なめがた環境保全フォ

トコンテスト」が実施されました。フォトコンテストに参加することで身近な環境問題に目を向けることができたので

はないでしょうか。環境保全行方市民会議では、来年度以降も継続的に開催を計画しておりますので、ぜひ、みなさん

も『美しいなめがた』をカメラに収めてみてください！

環境保全行方市民会議議長賞

『白鳥の家族』　平野晋一

行方市長賞

『落ち葉と舞う』　野原邦雄

行方市議会議長賞

『収穫の秋』　大輪　章

教育長賞

『進化』　平塚　瞳

優秀賞

『夢膨らむ』　出沼広志

優秀賞

『みんなで歩こう』　柳瀬光子

◇入賞写真展を行います◇
近くにお越しの際は是非ご覧下さい

1 月 29 日～ 2 月 05 日　麻生公民館

2 月 06 日～ 2 月 12 日　北浦公民館

2 月 13 日～ 2 月 19 日　玉造公民館

但し、月曜日は公民館は休館日となります。
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