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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　☎ ０２９９－７２－０８１１

学校の図書室を支えるボランティアの皆さんを紹介します
北浦小学校：中島道子さん、邊田益男さん　　麻生中学校：山本保枝さん

　12月12日（水）、千葉県市川市在住の根本三郎さんから、
市へ現金３千万円の寄付をいただきました。
　根本さんは旧行方村出身で、戦後上京。運送会社に勤務
しながら運転免許を取得し、30歳で根本運輸を独立開業。
平成 20年に引退するまで、運送業界において活躍されま
した。
　根本さんのご厚情に感謝し、大切に使わせていただきま
す。ありがとうございました。

現金３千万円の寄付をいただきました
旧行方村出身　根本三郎さん

■北浦小学校
　中島さんと邉田さんには、昼休み、図書室における本の貸し出しや整理などのご協力をいただき、心から感謝申し上
げます。おかげさまで図書室には、読みたい本を手にした子どもたちの笑顔があふれています。（校長　川㞍政利）

月曜日と金曜日の昼休み、
図書室で本の貸し出し、
返却、登録整理等お手伝
いしています。今年度か
ら５・６年の図書委員さ
んもパソコン操作で活躍、
お伺いするのが楽しみで
す。（中島道子）

たくさん本を読むことは、
心の豊かさにつながりま
す。蔵書の整理などを通し
て、図書室の環境整備の
お手伝いができることは幸
せです。多くの子どもたち
が借りて読んでくれるよう
願っています。（邉田益男）

■麻生中学校
　山本さんには、開校当時から図書室の環境整備にご尽力をいただき、誠に感謝しております。図書の整理に加え、特
設コーナーや手作りのポップ、壁面等に椅子の設置、季節の飾り等の工夫もしていただき、図書室が温かい雰囲気に包
まれています。おかげさまで、朝の読書タイムはもちろんのこと、休み時間や昼休みに読書をする生徒の姿をたくさん
見かけます。これからも読書活動の推進にお力添えをいただけると幸いです。（校長　青木利宏）

　私が麻生中学校の図書室に、飲み物、ネームカード、上履き等を持参してボランティアを始め
て５年目になります。今年は家の都合で月２回２時間程度の活動です。
　図書室は、図書委員がいないときでも貸し出し・返却ができ、夏休みでも施錠されることのな
い生徒の自主性を育てる場所でもあります。しおりはきちんと本の内側に収め、背表紙はほぼ棚
の前面でそろえる。一度のお願いで何年間も習慣化しているのは素晴らしいと感じます。単行本
が２冊ほど入る貸し出し袋も手作りしました。その他さまざまな工夫を重ねてきました。市立図
書館との連携や、七夕や文化祭への参加を企画し、相談し、実行するというプロセスがやる気の
もとです。保護者の図書室利用もすすめており、一冊の本が親子の会話をつないでくれたらステ
キだなと考えています。（山本保枝）

　麻生保護区更生保護女性会から各庁舎に、シクラメンの
鉢植えをいただきました。
　更生保護女性会とは、女性としての立場から、犯罪をし
た人や非行をした少年の立ち直りを助け、犯罪・非行のな
い明るい社会をつくろうと立ち上がった女性のボランティ
ア組織です。明るい社会をつくるため、日々活動されてい
ます。※写真は、北浦支部の皆さんから北浦庁舎へ贈呈の様子

シクラメンの鉢植えをいただきました
麻生保護区更生保護女性会（麻生支部・北浦支部・玉造支部）
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男女共同参画社会の推進に向けて

　市では、職場体験に取り組む中学２年生を対象に「固定観念や性差にとらわれない職業選択」を行う意識啓発を目的とし
た男女共同参画出前講座を実施しています。
　本年度は、４月27日に北浦中学校、12月６日に麻生中学校、12月13日に玉造中学校の全ての市立中学校で実施しました。
　講座では、女性自衛官、男性保育士、男性看護師などをゲストにお迎えして、職業を選んだ動機や仕事をする上で大切に
していることなどをお話しいただきました。
　生徒からは「働くことの意味や楽しさ、やりがいを知ることができた」「性別に関係なく、自分の能力を発揮できる仕事
を選びたい」などの感想がありました。

市立中学校２年生を対象に、男女共同参画出前講座を行いました

安心安全な地域社会づくりへ尽力

　１月号に掲載しました内容に、一部誤りがありました
ので、ここに再掲し、おわび申し上げます。

第 57 回　茨城県更生保護大会

◆表彰された方々（順不同、敬称略）

平成 30年秋藍綬褒章 阿部　剛
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） 篠原敦子
【保護司　若泉孝子】

【保護司会】

水戸保護観察所長感謝状
大輪淑子
小島正子
鈴木直美

茨城県保護司会連合会会長感謝状 大原登美子
久米松子

茨城県更生保護女性連盟会長表彰

稲垣美智子
大久保安子
風間美智子
田口とよみ

【更生保護女性会】

　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６人の保護司、
１人の内助功労者、９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まには、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。
　受賞された皆さま、誠におめでとうございます。

玉造中学校北浦中学校 麻生中学校
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学校および地域の防災力の向上を目指して
玉造中学校で避難所開設訓練を実施

　12月 14日（金）､ 玉造中学校において、地震と２次災害での火災を想定し、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した。
　これは、茨城県教育委員会から「地域と学校が連携した防災教育事業」モデル校の指定を受けた玉造中学校が、前
年の麻生中学校避難所開設訓練に続いて行ったもので、玉造中学校・同 PTA・玉造小学校・玉造地区区長・行方市消
防団玉造支団・行方消防署・レイクエコー・市役所が協力し、約 500人が参加しました。生徒たちは事前に防災に関
する講演を聞き、避難所運営ゲームなどを体験。防災に関する知識を深め、避難所運営班や避難者支援班等に分かれ、
ボランティア体験など訓練の一部を行いました。
　今回の訓練を通じ、生徒たちは、学校および地域の防災力の向上と避難所運営等のボランティアの理解を深めました。

　12月 24日（月）、麻生保健センターにおいて「芸術文化に親しむ環境づくり」を目的に、宝くじの助成金を活用
した「Xmas なめがた創生落語会」が開催されました。
　当日は、テレビでおなじみの三遊亭好楽師匠をはじめ、三遊亭楽麻呂師匠と三遊亭王楽師匠の真打ちの落語家が登
場するとあって、チケットは販売開始からわずか数日で売り切れるほど大好評。会場は満席となりました。
　演目では、本市に伝わる民話を元ネタに「姫松」「半殺し」が落語として作られ、楽麻呂・王楽師匠によってそれぞ
れ披露されました。
　また、この事業の一環として、12月 5日（水）に、三遊亭楽麻呂師匠が玉造中学校を訪れ、同中１年生を対象に
出前講座「落語って面白い」が行われ、落語の所作や魅力などと共に古典落語が披露されました。
　生徒たちは、三遊亭楽麻呂師匠の所作の解説などを興味深そうに聞き入っていました。また、ほとんどの生徒が生
で落語を聞くのが初めてということで、楽麻呂師匠の古典落語に「組立がおもしろかった」と笑顔いっぱいでした。

みんなで落語を楽しもう！
三遊亭一門が、本市で「Xmas なめがた創生落語会」を開催
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　12月 31日（月）、なめがたエリアテレビ簡易劇場において「～�大晦日�～　なめテレ紅白歌合戦」が開催されました。
歌合戦の模様は、なめがたエリアテレビで生放送。
　10代から 80代の参加者 34組の皆さんは「紅こがね組」（紅）「白魚組」（白）の２組に分かれて対戦し、自慢の歌
声を競いました。
　各組の応援リーダーとして、オスペンギンの 2人に協力していただき、「紅こがね組」は山中崇敬さん、「白魚組」は
でれすけさんがサポート。ゲストに、なめがた大使で歌手の奈良崎正明さん、行方市出身でアーティストの堀田康平さん、
シンガー・ソングライターの磯山純さんなどをお迎えし、歌やパフォーマンスが披露されました。
　大みそかの 1日、楽しく歌って踊って、会場は大いに盛り上がりました。

歌って元気に年越しを
～ 大晦日 ～　なめテレ紅白歌合戦 

　１月５日（土）、麻生公民館において、本市新春の恒例
行事「平成 31年行方市書き初め大会」が開催されました。
　45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。

平成 31年行方市書き初め大会

学年 参加人数 題目

１年 ６人 こよみ（こよみ）

２年 ６人 力もち（ちからもち）

３年 11人 たこ上げ（たこあげ）

４年 ９人 星を見る（ほしをみる）

５年 ５人 正月の大空（しょうがつのおおぞら）

６年 ６人 大自然の美（だいしぜんのび）

中学生 １人 真理追求（しんりついきゅう）

一般 １人 元正気象佳（げんせいきしょうかなり）
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行方地区弓道大会
１２月１日（土）潮来市　吉川道場

■射詰
　【優　勝】草野　弘（潮来）
■射込
　【優　勝】河須崎恒（行方）【準優勝】柳町照夫（行方）
　【第３位】斉藤勝美（行方）
■団体
　【優　勝】額賀陽平（行方）斉藤勝美（行方）久保喜雄（行方）
　【準優勝】佐藤至学（行方）甲　洋子（潮来）柳町照夫（行方）
■金的
　佐藤至学（行方）草野　弘（潮来）

行方市冬季バドミントン大会
１２月２４日（月）北浦運動場体育館

■男子ダブルス 70歳以上 90歳未満
　【優　勝】堀井・原（玉造）
　【準優勝】小沢・齋藤（新日鐵住金鹿島）
　【第３位】佐藤・郡司（酒門バドミントンクラブ）
■男子ダブルス 90歳以上 110歳未満
　【優　勝】小島・中島（北浦クラブ）
　【準優勝】栗原・平井（クリマリズ）
　【第３位】森・谷（スピードスター）
■男子ダブルス 110歳以上
　【優　勝】安藤・根本（Ｌ＆Ｂ）
　【準優勝】瀬尾・岩本（木曜会）
　【第３位】池田・新堀（Ｈｉ！ｔａｃｈｉ）
　【第３位）谷・本泉（シャトルパープル）
■女子ダブルス 70歳以上 90歳未満
　【優　勝】芳賀・根本（酒門バドミントンクラブ）
　【準優勝】井上・大久保（杉並クラブ）
■女子ダブルス 90歳以上 110歳未満
　【優　勝】大原・椿（スピードスター）
　【準優勝】坂本・笹本（Ｈｉ！ｔａｃｈｉ）
　【第３位】星・佐藤（Ｌ＆Ｂ）
■初心者ダブルス（男子）
　【優　勝】田代・菊地（清真学園）
■初心者ダブルス（女子）
　【優　勝】遠山・信坂（ＨＰＣ）

地域防災への気持ちを新たに
平成 31 年行方市消防出初式

　1月 12日（土）、麻生運動場体育館において行方市消防
出初式が行われ、市内の消防団員や消防署員など約 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、表彰伝達（永年勤続 30年以
上２人・20年以上 23人・15年以上 60人、人命救助）
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、サイレンの合図と共に霞ヶ浦に向かって一斉放水
しました。

　11月に東京・両国国技館で行われた第３回電気工事技能
競技全国大会で、玉造工業高校電気科３年の新橋�翼さん（矢
幡）が、高校生の部で見事優勝を果たしました。
　大会で行われる技能競技では、事前に公表された課題の図
面通りに作品を完成させ、配線の見栄えや安全性、所要時間
などを競うものです。
　12月 18 日（火）、新橋さんと先生方が、市長へ優勝報
告に訪れました。
　新橋さんは「最初は緊張したけれど、あとは練習通りで
きた。この優勝を励みに今後も技術を磨いてがんばりたい」
と話しました。

電気工事技能競技全国大会で優勝
玉造工業高校電気科３年　新橋  翼さん
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公開競技「ゲートボール」
2019 年８月 31日（土）～９月１日（日）

北浦運動場第１グラウンド
開催まであと 211日（2019年２月１日現在）

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 25日（日）
天王崎公園砂浜特設コート

開催まであと 205日（2019年２月１日現在）

　12月 12日（水）、ベイシア玉造店交差点付近において、行方警察署と連携し、交通安全指導と「いきいき茨城ゆめ国体」
の啓発活動を実施しました。
　晴天に恵まれ、交通安全協会や交通安全母の会の皆さんにもご協力をいただき、盛大に街頭キャンペーンを実施する
ことができました。終了後、玉造庁舎２階会議室において第５回総会を開催し、活発な話し合いが行われました。

いきいき茨城ゆめ国体実行委員会第５回総会・街頭キャンペーンを行いました

実行委員会第５回総会の様子交通安全指導と共に「いきいき茨城ゆめ国体」をＰＲ

第 12回行方杯中学生ソフトテニス大会
１２月８日（土）玉造運動場テニスコートほか

■男子の部
　【優　勝】大洋中学校【準優勝】大野中学校
　【第３位】玉造中学校【第３位】潮来第一中学校
■女子の部
　【優　勝】大洋中学校【準優勝】玉造中学校
　【第３位】旭中学校　【第３位】神栖第四中学校

第 13回行方市長杯卓球大会
１２月１日（土）麻生運動場体育館

■団体戦
　男子【優　勝】潮来第一中学校【準優勝】玉造中学校
　女子【優　勝】大洋中学校【準優勝】旭中学校
■シングルス
　男子【優　勝】武内雅也（玉造中）
　女子【優　勝】菅谷都桜（大洋中）

第 17回行方杯中学生バドミントン大会
１２月１５日（土）北浦運動場体育館

■シングルス
　【優　勝】松本　葵（平井中）
　【準優勝】坂﨑綾音（清真学園中）
　【第３位】根崎優菜（玉造中）
　【第３位】関谷陽菜（鉾田南中）

親善弓道大会
１２月１６日（日）行方市　久保道場

■射詰
　【優　勝】額賀陽平（麻生）
■射込
　【優　勝】斉藤勝美（玉造）【準優勝】久保喜雄（麻生）
　【第３位】額賀陽平（麻生）
■団体
　【優　勝】高橋秀行（麻生）額賀陽平（麻生）
■金的
　久保喜雄（麻生）斉藤勝美（玉造）

第 13回行方市混合バレーボール大会
１２月１６日（日）麻生運動場体育館

【優　勝】Lovers【準優勝】ヴォイス
【第３位】フレンズ♀♂Ｚ

１２月１９日（水）北浦クロッケーコート
第 89回行方市親善クリスマスゲートボール大会

【優　勝】豊和


