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地域の子ども会活動に尽力

行方市建設業協議会との調整会議

公益社団法人全国子ども会連合会表彰

減災に向けた初動体制等を確認しました

10 月４日（金）、倉敷市芸文館（岡山県）において、
全国子ども会育成中央会議が開催され、行方市子ども会
育成連絡協議会前会長の渋谷泰正さんに賞が贈られまし
た。
この表彰は、地域の子ども会活動を長年支えた方々に
対し行われています。
また、配偶者の渋谷百合子さんには、感謝状が贈られ

９月 24 日（火）、行方市建設業協議会と本市において、
災害協定に伴う意見交換会を開催しました。
昨今の異常気象により、地震・台風・集中豪雨・大雪
などが各地で相次いで起こっています。このような状況
から速やかに応急対策業務ができるよう、減災に向けた
初動体制等の確認および意見交換を実施しました。

ました。おめでとうございます。

地域の相談役として尽力

第 38 回茨城県民生委員児童委員大会で表彰

鹿行農林事務所長から感謝状贈呈
鹿行管内多面的機能支払交付金長期活動組織

10 月 31 日（木）、ザ・ヒロサワ・シティ会館（県民

10 月７日（月）、鹿行農林事務所長から鹿行管内多面

文化センター）において、民生委員児童委員および主任

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

児童委員として長期に渡って地域の相談役として尽力さ

した。

れてきた 10 人が表彰されました。
本市の被表彰者は次の方々です。（順不同、敬称略）
◇民生委員児童委員
宮内千惠子

大里てい子

小牧文子

石間文雄

栗又正美

松本かほる

代々城一成

小沼秀之

◇主任児童委員
荒張紀子

小嶋幸江

武田の郷守る会（宮内 忠代表）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。
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茨城県中学校新人体育大会で優勝
麻生中学校

女子ハンドボール部

麻生中学校女子ハンドボール部が、11 月９日（土）、
10 日（日）に行われた茨城県中学校新人体育大会におい
て接戦を勝ち抜き、優勝しました。
女子ハンドボール部は、これまで、顧問の田所 直教諭
と宮川 晋コーチの指導の下、部員 11 人で目標達成に向け、
細かな修正を加えながら、課題改善を図ってきました。
11 月 12 日（火）、横田英一教育長のもとへ優勝報告に
訪れた部員らは「全国大会を目指したい」と意気込みを語
りました。

行方ふれあいまつりを花で彩りました
花植え会を開催

10 月 26 日（土）、行方ふれあいまつりの会場となる霞ヶ
浦ふれあいランドにおいて、花植え会を実施しました。
まつりにお越しいただくたくさんの方々の笑顔を思い
浮かべながら、参加者は、１本１本心を込めて丁寧に植え
ました。これから見ごろを迎える花々をぜひ見学にいらし
てください。
なお、この事業は茨城県霞ヶ浦環境創造事業推進協議会
（会長

玉川 明茨城県政策企画部長）の霞ヶ浦周辺環境美

化事業補助金を活用しています。

ハンドボールが盛んな行方市をさらに勇気づける結果を
もたらしてくれた選手や関係者の皆さん、おめでとうござ
います。

ICT を活用した小学生同士の国際交流
玉造小学校とオーストラリア

茨城県教育委員会優秀教職員表彰
北浦中教諭

北浦中学校教諭

小沼優子先生

小沼優子先生が、人格・見識ともに優

れ、他の教職員の模範となる教職員「優秀教職員」として
茨城県教育委員会から表彰され、11 月 12 日（火）、横田
英一教育長のもとへ報告に訪れました。
これまでの小沼先生の学力向上や、不登校解消と未然防
止に向けた取り組みが高く評価されました。教育活動の充
実に向け、小沼先生のますますのご活躍を期待します。お
めでとうございます。
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ビューマリス小学校

本市では、英語教育、国際教育の推進のため、オースト
ラリア・ビクトリア州政府の協力を得て、学校間交流をし
ています。
この度、玉造小学校とオーストラリアのビューマリス小
学校の初めての交流が、11 月 11 日（月）、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。これで、
市内小学校４校全てで、オーストラリアとの国際交流が開
始されました。
まず、玉造小学校の児童が英語で、続いてビューマリス
小学校の児童が日本語でそれぞれ自己紹介をしたあと、画
面越しにじゃんけん大会をするなどして親交を深めまし
た。両校の児童ともに笑顔でふれあう様子が見られました。
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第 37 回玉造ロータリークラブ杯少年野球大会
９月８日（日）玉造浜野球場ほか
Ａブロック
【優 勝】霞ヶ浦南スポーツ少年団【準優勝】玉造ジャイアンツＡ
Ｂブロック
【優 勝】玉造ジャイアンツＢ【準優勝】神栖ブルーウェーブ
Ｃブロック
【優 勝】沼崎少年野球クラブ【準優勝】霞ヶ浦北スポーツ少年団
Ｄブロック
【優 勝】あずまブルーアローズ【準優勝】神栖マリーンズ
Ｅブロック
【優 勝】鹿島ベアーズ【準優勝】水戸市常澄野球スポーツ少年団

Ａブロック準優勝

玉造ジャイアンツ A

B ブロック優勝

玉造ジャイアンツＢ

ソフトボール連盟杯後期大会
１０月６日（日）北浦第２グラウンドほか
【優 勝】キングスターズ
【準優勝】グロリアス
【第３位】大和乃風

秋季バドミントン大会
１０月２０日（日）北浦運動場体育館
男子ダブルスＡ
【優

勝】本田・本田

組（かぼちゃクラブ）

男子ダブルスＢ
【優

勝】高橋・藤田

組（タニーズ）

男子ダブルスＣ
【優

勝】田所・三谷

組（JOYFUL ！）

女子ダブルス A
【優

勝】寺門・大曽根

組（土浦クラブ）

女子ダブルス B
【優

勝】穴見・大出

組（北浦クラブ）

女子ダブルスＣ
【優

勝】小野沢・中島

組（Ｌ＆Ｂ）

行方市赤十字奉仕団の活動
11 月 10 日（日）、第６回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を実演しながら、
赤十字活動の啓発を行いました。
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めざす人
道を広めています。
今年は風水害の被害が多く発生し、本市も台風 15 号・
19 号により、多くの方が被災されました。被災された地
域や人々の一日も早い復興復旧を願い、募金活動を同時
に行いました。
集まった義援金額は、24,030 円になり、日本赤十字社
を通じて、被災地へ送らせていただきます。ご協力をい
ただいた皆さま、ありがとうございました。
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令和元年度行方市茨城国体強化選手指定証交付式
皆さまの応援ありがとうございました
10 月 28 日（月）をもって、
「いきいき茨城ゆめ国体」の全競技日程が終了しました。応援していただきあり
がとうございました。
また、残念ながら「いきいき茨城ゆめ大会」は、台風の影響により全競技が中止となりました。
9 月 9 日（月）に情報交流センターで行われた、令和元年度行方市茨城国体強化選手指定証交付式の模様です。
個人の部５競技 36 人、
団体の部２競技 12 団体に指定証が交付されました。また、茨城県代表の本市出身選手（ハ
ンドボ－ル競技：小室大地選手（玉造出身）
・信太弘樹選手（麻生出身）
、陸上競技：横瀬悠平選手（北浦出身）
）
にも参加していただきました。
選手の皆さまには、今後のさらなるご活躍を期待しております。

行方市体育協会表彰
令和元年度行方市体育協会表彰は、個人 32 人、２団体（32 人）が受賞されました。
【優秀チーム賞】

【優秀選手賞】
理﨑彩加（中 3） ソフトテニス
金澤帆花（中 1） ソフトテニス
斉藤快斗（小 6） 空手
斉藤蒼空（小 4） 空手
根㟢

駿（小 3） 空手

荒木田航（小 6） 空手
石井

誉（小 6） 空手

出沼広翔（小 6） 空手
羽生りさ（小 6） 空手
成田

煌（中 1） 空手

山口萌香（中 3） 空手
金塚心鈴（高 1） 空手
原

也紗（高 2） 空手

飯島眞子（高 3） 空手
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宮沢拓実（高 3） 弓道

県立麻生高等学校女子ハンドボ－ル部

堀越心愛（高 3） ゴルフ

麻生フェニックスハンドボールクラブ

齋藤総一郎（小 4）水泳

【優秀指導者賞】

貝塚啓斗（小 4） 水泳

曽根敏見（玉造中学校ソフトテニス部コーチ）

永作憲史郎（小 5）水泳

髙橋知華（玉造中学校ソフトテニス部顧問）

貝塚遥輝（小 6） 水泳

関川治郎（大成女子高等学校卓球部監督）

倉川

琥（小 6） 水泳

【スポーツ功労者賞】

理崎智香（中 1） 水泳

髙柳恒雄（行方市体育協会ゲートボール部）

理崎嘉人（中 3） 水泳

稲田

杉尾

新橋正雄（行方市体育協会クロッケー部）

結（高 2） バレーボール

瀧㟢悠生（小 6） 硬式テニス
坂本

嵩（小 3） モトクロス

曻（行方市体育協会ゲートボール部）

