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
情報政策課

☎ ０２９９−７２−０８１１

▼走り幅跳び競技

地域密着の活動を PR
行方市赤十字奉仕団

11 月 10 日（土）、行方ふれあいまつりにて、行方市赤
十字奉仕団が非常食の炊き出し実演を通じ、赤十字の啓発
活動を行いました。
赤十字奉仕団は、人や社会に貢献するため、さまざまな
ボランティア活動を通じて皆さまに赤十字の目指す人道を
広めています。主に、高齢者支援活動や児童の健全育成活
動、災害救護・防災活動、赤十字の PR 活動など、地域密
着の活動を行っています。
この日は募金活動も行われ、2 万 5722 円の義援金が集
まりました。集められた義援金は、日本赤十字社を通じて、
被災地へ送られます。ご協力いただいた皆さま、ありがと
うございました。

森崎可南子さん

福井しあわせ元気大会 2018 に出場
走り幅跳び

銅メダル獲得

横瀬悠平さん

10 月 13 日（土）～ 10 月 15 日（月）、福井県営陸上
競技場において、第 18 回全国障害者スポーツ大会（福井
しあわせ元気大会 2018）が開催されました。1500 ｍ走
と走り幅跳びの 2 種目に出場した横瀬悠平さん（山田）が、
走り幅跳びにおいて見事に銅メダルを獲得。競技後は、他
の選手と競技の感想を話すなど交流も深まりました。
本年 10 月には、本県において第 19 回全国障害者スポー
ツ大会「いきいき茨城ゆめ大会」が開催されます。横瀬さ
んの今後の活躍が期待されます。

箕輪金造さん

県勢の発展に寄与

映画「君の笑顔に会いたくて」上映

平成 30 年度茨城県表彰式

安全・安心な地域づくりと「更生保護の心」を広めるために

茨城県民の日の 11 月 13 日（火）
、茨城県庁講堂におい
て、平成 30 年度茨城県表彰式が開催されました。
この表彰は、各分野において県勢の発展に著しい功績が
あった方々をたたえるものです。
本市では、森崎可南子さんと箕輪金造さんのお二人が受
賞しました。
森崎さんはテニス選手として、三菱全日本テニス選手権
92nd 女子ダブルスにおいて、学生として 22 年ぶりの優
勝を果たし、知事奨励賞を受賞しました。
箕輪金造さんは、多年にわたり、たばこ産地の発展など
に尽力、貢献したことが認められ、功績者表彰を受賞しま
した。おめでとうございます。

10 月 14 日（日）、市文化会館において、麻生地区保護司会、
麻生保護区更生保護女性会などで構成される鹿行地区上映実
行委員会の主催により、映画「君の笑顔に会いたくて」の上
映会が開催されました。
この映画は、心ならずも罪を犯した子どもたちの立ち直り
を支援する、宮城県名取市に住む女性保護司をモデルとした
ものです。
上映会に来場した約 450 人の皆さんは、涙ながらに鑑賞
していました。
この上映会により、犯罪や非行の防止、罪を犯した人たち
の更生への理解をいっそう深めるものとなりました。
市報なめがた
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男女共同参画社会の推進に向けて
男女共同参画推進に係る研修会

女性のための暮らし方講座
天王崎観光交流センターコテラスにおいて、女性のため
の暮らし方講座を開催しました。
11 月６日（火）はヨガインストラクター鈴木綾子さん
から「好きなことを仕事にできたら !?」をテーマに、起業
について、自分の好きなことを仕事とすること、仕事と子
育てを両立する上で大切にしていることをお話しいただき
ました。
11 月 19 日（月）には、シェアオフィス SSS 代表の松
橋裕子さんから「私らしい時間の使い方」をテーマに、タ
イムマネジメントについて、自分が主役の時間をつくるた
めにはまず自分を知ることが大切であることをお話しいた
だきました。

11 月 28 日（水）、玉造庁舎において、男女共同参画推
進に係る研修会を開催しました。
講師には、いばらきコープ生活協同組合の組合員理事で
あり、行方市男女共同参画推進委員会委員長の長峰智子さ
んをお迎えし、いばらきコープにおける組合員理事の役割
をお話しいただきました。
みんなが生き生き暮らしていくために、女性の目線、男
性の目線それぞれの意見を尊重し、積極的に取り入れる組
織事例を紹介していただきました。

長峰智子さん

鈴木綾子さん

松橋裕子さん

安心安全な地域社会づくりへ尽力
第 57 回

茨城県更生保護大会

11 月 15 日（木）、茨城県立県民文化センターにおいて、
第 57 回茨城県更生保護大会が開催されました。
本大会において、日頃の功績が認められた功労者の
方々へ顕彰が行われ、本市からは右記の７人の保護司、
１人の内助功労者、８人の更生保護女性会の方々が表彰
されました。
保護司会、更生保護女性会の皆さんには、再犯防止や
青少年の健全育成、非行や犯罪のない安心安全な地域社
会の構築のため、地域に根ざした活動にご尽力いただい
ています。

市報なめがた

【保護司会】
平成 30 年秋藍綬褒章

阿部

関東地方更生保護委員会委員長表彰

土子俊雄

関東地方保護司連盟会長表彰

宮内智子

水戸保護観察所長表彰

橋本清一
長谷川博
正木邦夫

水戸保護観察所長感謝状（内助）

剛

篠原敦子
【保護司 若泉孝子】

【更生保護女性会】

おめでとうございます。
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◆表彰された方々（順不同、敬称略）

平成 31 年１月号

水戸保護観察所長感謝状

大輪淑子
小島正子

茨城県保護司会連合会会長感謝状

大原登美子
久米松子

稲垣美智子
大久保安子
茨城県更生保護女性連盟会長表彰
風間美智子
田口とよみ

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
情報政策課

行方市消防団（諸井・柄貝）が敢闘賞！

☎ ０２９９−７２−０８１１

鹿行農林事務所長から感謝状贈呈

自治体消防制度 70 周年記念茨城県消防ポンプ操法競技大会中央大会

鹿行管内多面的機能支払交付金長期活動組織

11 月 17 日（土）
、茨城県操法大会が県立消防学校で開
催され、鹿行地区代表として本市から、玉造支団第３分団
第６部 諸井・柄貝消防団が出場しました。
◆小型ポンプの部
優 勝 河内町消防団
準優勝 土浦市消防団
第３位 大子町消防団
敢闘賞 行方市消防団
敢闘賞 小美玉市消防団 （敢闘賞は出場順）
諸井・柄貝消防団の皆さん、市操法大会優勝・鹿行操法
大会優勝・県操法大会敢闘賞と、長期にわたる訓練本当に
お疲れさまでした !!

11 月 13 日（火）、鹿行農林事務所長から鹿行管内多面的
機能支払交付金長期活動組織への感謝状が贈呈されました。
「沖洲農地資源を守る会（羽生唯仁会長）」、「行戸・小幡資
源環境保全隊（宮川健司会長）」、「手賀・資源を守る会（村
松建一会長）」、
「羽生地区資源を守る会（山中日出夫会長）」、
「吉川の自然を守り隊（山本良信会長）」、
「麻生の自然を守る
会（髙野市郎会長）」の皆さんは、10 年以上にわたり農地
や農業用施設の適切な保全管理や持続的な保全管理体制の
構築を目的に、取り組みを行っています。それぞれの組織に
おいて、水路の草刈りや補修、植栽や清掃活動など、地域の
皆さんと一体となって活動しています。

地域の防災訓練が開催されました
上山区で住民が交流
11 月 18 日（日）、上山区主催の第５回地域防災訓練が、
約 80 人の参加により開催されました。
災害発生時刻を設定し、上山農村集落センターへ集まる
参集訓練の後、行方消防署玉造出張所および上山消防団の
協力を得て、初期消火訓練や AED 操作訓練、毛布による
担架づくり、土のうづくりが実施されました。
平間千一区長からは「防災訓練の継続による地域の人の
つながりが非常時に生かされる」とのあいさつがあり、皆
さん協力し合いながら取り組んでいました。
訓練終了後の収穫祭では、地元食材を使った料理を参加
者で楽しみ、世代間の交流を図りました。

科学の魅力を体験

青少年のための科学の祭典・鹿行地区大会行方会場
11 月 18 日（日）、北浦中学校において「青少年が科学
の魅力を体験できる機会を提供すること」を目的に、青少
年のための科学の祭典・鹿行地区大会行方会場が盛大に開
催されました。
当日は、2 つのサイエンスショーと 28 の実験ブースが
設けられ、1560 人の参加者で賑わいました。
運営に協力していただいた北浦中学校のボランティアの
生徒の皆さん、ありがとうございました。
市報なめがた
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長年にわたり献血事業に協力

今年もおいしく出来上がりました

茨城県立麻生高等学校

青沼 春日神社「どぶろく祭り」

茨城県立麻生高等学校の教職員と生徒の皆さんには、常
日頃から献血事業推進にご協力をいただいています。
この度、30 年以上にわたり集団献血を実施している功
績が認められ、厚生労働大臣表彰状が贈られました。
今後も、病気やけがなどで輸血を必要としている患者さ
んの尊い命を救うため、献血へのご協力をお願いします。

11 ⽉ 23 ⽇（金・祝）
、⻘沼の春⽇神社において、市指
定無形⺠俗⽂化財「どぶろく祭り」が開催されました。
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、今年は波籠（はろう）組の皆さんが、11 ⽉上旬に新
⽶で約 300 リットルのどぶろくを仕込みました。
当⽇の境内では、市内外から次々と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。
潮来市から訪れた参拝客は「今年のどぶろくは甘みが
あって、とてもおいしいです。家族の健康を願い、どぶろ
くを味わいました」と話していました。

身近な ｢人権｣ について考えました

ICT を活用した小学生同士の国際交流

人権教室

麻生東小学校とオーストラリア・ワランダイト小学校

12 月５日（水）、麻生小学校において、人権教室を行い
ました。
本市の人権擁護委員が講師となり、児童に身近な内容の
DVD を鑑賞してもらい、人権についてグループに分かれ
て話し合いをしました。
児童たちは、思いやりの心や人権を尊重することの大切
さ・必要性について、理解を深めることができました。
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本市では、英語教育、国際交流等の推進のため、オース
トラリア・ビクトリア州政府の協力を得て、学校間交流を
進めています。
11 月 28 日（水）、麻生東小学校とオーストラリアのワ
ランダイト小学校の初めての交流が、スカイプ（インター
ネットテレビ電話）を使って行われました。
まず、麻生東小の小学生が英語で、続いてワランダイト
小の小学生が日本語でそれぞれ自己紹介を行った後、好き
なスポーツや家族構成などについて質問し合い、交流を深
めました。
麻生東小６年の藤田玲央さんは「言葉が伝わったことが
うれしかった。次回のスカイプ交流では、自分から積極的
に話をしようと思います」と話していました。

Topics

まちの話題

「JGAP 認証農場」に認証されました

焼きいも、おいしいね！

JA なめがたから小学校の全児童へプレゼント
かんしょ

第 56 回農林水産祭天皇杯を受賞した行方産の甘藷（サ
ツマイモ）。特に焼きいもは幅広い世代に人気があります。
12 月 17 日（月）と 18 日（火）の両日、JA なめがた
の協力により、市内小学校の全児童と教職員に焼きいもが
プレゼントされました。今回提供された焼きいもは、JA
べにゆうか
なめがたが「紅優甘」というブランド名で出荷している甘
藷で、しっとりとした食感と甘さが楽しめます。
未来を担う市内の子どもたちに、行方産のおいしいサツ
マイモをぜひ味わってもらいたいとの思いから、今回の企
画が実現しました。児童たちからは ｢焼きいも大好き｣「甘
くておいしい」など、喜びの声が聞かれました。

有限会社中村畜産 茨城県内の養豚業で１番目
有限会社中村畜産（中村一夫代表取締役社長）は、これ
までに「農場 HACCP 認証」を取得し、種付け・分娩・肥育・
出荷まで全ての工程において、極めて厳格に衛生面、管理
面、働く環境づくり体制を確立しています。
この度、公益社団法人中央畜産会から「JGAP 認証農場」
として認証されました。
中村畜産では、ブランド豚「美明豚（びめいとん）
」を
年間約１万頭生産しています。
■ JGAP（ジェイギャップ）家畜・畜産物とは

農林水産省が推進している農業生産工程管理手法。「農場運営」
「食品安全」「家畜衛生」「環境保全」「労働安全」等について適合
基準が定められている。国内農産物の輸出やインバウンド消費の
拡大への対応など、国際的水準の認証制度。

農業施策に関する要望書を提出
楽しい情報や新しい活動など、
地域の情報をお知らせください。
【問い合わせ】
情報政策課（麻生庁舎）
☎ 0299-72-0811

農業委員会から市長へ

12 月５日（水）、行方市農業委員会（清水量会長）は、
平成 31 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、農業者の高齢化や後継者
不足、耕作放棄地の増加、鳥獣害被害などさまざまな課
題を抱えています。
本要望書は、農業者との意見交換会などを通した「現
場の声」を積み上げたものであり、農業に取り組める環
境づくりが構築され、本市の農業が発展するよう要望し
たものです。
市報なめがた
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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 242 日（2019 年１月１日現在）

開催まであと 236 日（2019 年１月１日現在）

きたうらデイサービスセンターの利用者と職員の皆さんから

手作りのいばラッキーパネルボードをいただきました
きたうらデイサービスセンターの利用者の皆さんと職員の皆さんが協力して、いばラッキーのパネルボードを作製し、
本市に寄贈してくださいました。綿棒を利用しての緻密な作業だったのでご苦労が多かったと思いますが、かわいらしく
すてきな作品に仕上がりました。誠にありがとうございました。
11 月末から麻生庁舎を皮切りに、玉造庁舎、北浦庁舎と順に掲示します。ご来庁の際は、ぜひご覧ください。

庁舎入り口などに掲示しています

作業の様子

世界ベテランズ国際柔道大会で金メダル獲得
羽生利彦さん

70 ～ 74 歳（M9）73kg の部に出場

国際柔道連盟（IJF）
・メキシコ柔道連盟・MGO 主催の第 10 回世界ベテランズ国際柔道大会が、10 月 17 日（水）～
20 日（土）の４日間、メキシコ

カンクンで開かれ、羽生利彦選手（荒宿在住、前 JR 東日本女子柔道部監督）が 17 日

の個人戦男子 70 ～ 74 歳（M9）73kg 以下の部に出場しました。
羽生選手がエントリーした同階級には８人が出場し、初戦はイギリスのスタン選手を関節技で「一本勝ち」。準決勝戦
はフランスのミッチェル選手を横四方固めで「一本勝ち」。決勝戦はロシアのニコライ選手を大外返しで「一本勝ち」で
圧倒し、オール一本で優勝し金メダルを獲得。世界チャンピオンを達成しました。
11 月 21 日（水）、世界チャンピオンとなった羽生選手が、市長へ優勝の報告をし、メダルや帯を披露しました。
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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
情報政策課

第 42 回行方地区剣道祭

日帰り軽登山

１１月１１日（日）潮来第一中学校体育館

１０月１０日（水）群馬県赤城山

■小学生団体戦
【優

☎ ０２９９−７２−０８１１

体育協会レクリエーション部の主催で、38 人の参加で

勝】牛堀少年剣道愛好会Ａ（潮来市）

【準優勝】玉造剣道スポーツ少年団Ａ（行方市）

開催しました。

【第３位】麻生剣友会（行方市）
【第３位】玉造剣道スポーツ少年団Ｂ（行方市）
■小学生個人戦
【優

勝】齋藤裕太（牛堀）【準優勝】澁谷海里（玉造）

【第３位】成嶌珠稀（玉造）【第３位】久保木悠斗（牛堀）
■中学生男子団体戦
【優

勝】潮来二中Ａ【準優勝】麻生中Ａ

【第３位】玉造中Ａ【第３位】玉造中Ｂ
■中学生女子団体戦
【優

勝】潮来二中【準優勝】牛堀少年剣道愛好会

【第３位】麻生中Ａ
■中学生男子個人戦
【優

勝】関野零汰（玉造中）
【準優勝】熱田大輝（玉造中）

【第３位】諸星聡大（潮来二中）
【第３位】黒須祐輔（潮来二中）
■中学生女子個人戦
【優

勝】篠塚玲奈（潮来二中）
【準優勝】新橋彩奈（麻生中）

【第３位】箕輪美蘭（麻生中）
【第３位】羽生珠悠（麻生中）
■潮来市・行方市対抗戦
【優

第 36 回近隣スポーツ少年団サッカー大会
１１月４日（日）北浦運動場第２グラウンド・鉾田市大洋運動場
【優 勝】ＦＣ北浦【準優秀】ＦＣ麻生
【第３位】玉造 FC・潮来 SSS
【最優秀選手賞】ＦＣ北浦 五十野隼矢

勝】行方市

第 26 回社会人サッカー大会

■学生男子個人戦
【優

勝】成嶌大翔（行方市）
【準優勝】栗山遥成（行方市）

■女子個人戦
【優

勝】黒須遥名（潮来市）
【準優勝】箕輪羽月（行方市）

■一般男子個人戦
【優

勝】村田

五段以下の部

光（潮来市）
【準優勝】羽生勝広（行方市）

【第３位】髙野良太（行方市）
【第３位】内村
■一般男子個人戦
【優

勝（行方市）

六段以上の部

勝】菅谷正造（行方市）
【準優勝】吉川増夫（潮来市）

【第３位】椎木孝夫（潮来市）
【第３位】今泉

１１月１１日（日）麻生運動場多目的グラウンド
【優

勝】BOOYS【準優勝】U･S･U【第３位】FC

Y's

第 14 回（平成 30 年度）行方市体協クレー射撃大会
１１月１１日（日）潮来射撃場
【優

勝】宮内栄一【準優勝】箕輪明男【第３位】大川秀和

弥（行方市）

第４回行方市ゴルフ連盟大会
行方市長杯選手権ゲートボール大会
１１月２０日（火）北浦運動場クロッケーコート
【優

勝】繁昌

１１月１５日（木）霞ヶ浦カントリー倶楽部
【優 勝】千ヶ崎良治 【準優勝】楠本純久
【第３位】渡邉康夫
ベスグロ（74）渡邉康夫

第３回 Saturday Night soft-volleyball
in NAMEGATA
１１月１７日（土）・２４日（土）北浦運動場体育館
【優

勝】BOSS【準優勝】球遊会 C
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まちの話題

第 25 回行方市麻生杯柔道大会
１１月２４日（土）麻生運動場体育館

第５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１７日（土）北浦運動場周回コース

個人戦
■小学生の部

■高学年男子の部

幼年の部
【準優勝】田中暖人（麻生柔道）
【第３位】大塚結穂（麻生柔道）
２年男子
【準優勝】田中 湊（麻生柔道）
【第３位】石神 颯（麻生柔道）
４年男子
【優 勝】石神 煌（麻生柔道）
【第３位】箕輪悠雅（麻生柔道）
５年男子 44kg 超級
【優

勝】田中大知（麻生柔道）

１・２年女子 24kg 超級
【第３位】梅原由衣（麻生柔道）
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

女子【優

勝】大野柔道スポーツ少年団（鹿嶋市）

【優 勝】鉾田陸上Ａ（鉾田市）
【準優勝】FC 麻生（行方市）
【第３位】津知ＳＳ（潮来市）
■高学年女子の部
【優

勝】麻生ミニバスＡ（行方市）

【準優勝】山王ミニバス（行方市）
【第３位】羽生 wings（行方市）
■低学年男子の部
【優 勝】潮来ダンク（潮来市）
【準優勝】玉造 FC Ａ（行方市）
【第３位】津知ＳＳ（潮来市）
■低学年女子の部
【優

勝】麻生ミニバスＢ（行方市）

【準優勝】羽生 wings（行方市）
【第３位】麻生フェニックス Jr.（行方市）

第７回行方市バレーボール連盟親善大会
１１月１８日（日）麻生運動場体育館
【優 勝】松の緑（神栖市）【準優勝】LOVERS（行方市）
【第３位】南愛球会（行方市）

行方市民インディアカ大会
１１月１８日（日）北浦運動場体育館

第 13 回市内女子ミニバス親善リーグ戦
7 月８日（日）・１２月２日（日）市内小学校体育館
【優 勝】北浦 GrassesMBC
【準優勝】玉造山王ミニバスケットボールスポーツ少年団
【第３位】麻生ミニバスケットボールスポーツ少年団

第 13 回行方市長杯剣道大会

Ａブロック
【優 勝】ノアＡ（潮来市）
【準優勝】ポップコーンＡ（行方市）
Ｂブロック
【優 勝】ノアＢ（潮来市）
【準優勝】ピンキーズＢ（行方市）

ほこた・なめかたオープンテニス大会
１１月１８日（日）北浦運動場テニスコートほか
■ベテラン男子の部【準優勝】鈴木・岡村

組

１２月２日（日）北浦運動場体育館
■団体戦の部
【優

勝】牛堀少年剣道愛好会Ａ

【準優勝】小川少年剣友会Ａ
【第３位】岩間剣友会Ａ
【第３位】納場剣道スポーツ少年団Ａ
■個人戦
【優

低学年の部

勝】森川旺亮（堅倉）【準優勝】佐藤航介（牛堀）

【第３位】齋藤恭瑚（納場）【第３位】羽生桜佑（麻生）
■個人戦
【優

高学年の部

勝】齋藤裕太（牛堀）【準優勝】久保木悠斗（牛堀）

【第３位】長谷川蒼空（小川）【第３位】阿部凰希（納場）
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第 13 回行方市バスケットボール大会
１１月２３日（金・祝）北浦運動場体育館

■男子の部【優
■女子の部【優
■混合の部【優

勝】あらびき Neo
勝】Wings
勝】JOKER

第 13 回行方市長杯少年サッカー大会
１１月２５日（日）北浦運動場第２グラウンド
【優 勝】麻生 EAST.SC【準優勝】牛堀ＳＳＳ
【第３位】玉造 FC
【第３位】青柳 EFC

