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　７月 31 日（水）、麻生庁舎において、鈴木市長立ち

会いのもと、長年にわたり人権擁護委員として活動され

てきた邉田良治さんへ、法務大臣からの感謝状を水戸地

方法務局鹿嶋支局　吉田支局長から伝達されました。

　邉田良治さんは平成 25 年７月から２期６年間の長き

にわたり尽力され、任期満了により退任されました（令

和元年６月 30 日満了）。

　この度、これまでの活動の功績に対して法務大臣から

感謝状が贈られました。

邉田良治さん

　行方市（サツマイモ）、笠間市（栗）、那珂市（カボチャ）
の特産品を使用したスイーツ「いもくりなんきん」が発
売されました。中川調理技術専門学校が企画し、３市と
洋菓子店グリュイエール（笠間市）、現代アーティスト
の山崎かのこ氏により「3 市いいもん会議」を立ち上げ、
新商品開発を行いました。
　サツマイモ菓子には、行方芋焼酎「紅コガネ」を使う
など、地域の特色を生かした大人向けの上品な味わいと
なっています。
　現在、販売は洋菓子店グリュイエールのみですが、将
来はふるさと納税の返礼品や市内での販売も予定してい
ます。

新商品スイーツ「いもくりなんきん」
販売開始

人権擁護委員に法務大臣感謝状

商品名　いもくりなんきん

内容量　１箱６個入

（いも、くり、なんきん各２個）

価格　　2,200 円（税別）

販売　　 洋 菓 子 店 グ リ ュ イ

エール（笠間市）

NAMEGATA POLICE FESTIVAL 2019

犯罪被害・交通事故の防止を啓発

　環境保全行方市民会議では、国連の定める持続可能な開

発目標「SDGs」を分かりやすく学んでもらおうと、11

月 20 日（水）、麻生中学校２年生を対象に環境講演会を

開催しました。

　講師には、お笑い芸人のエルシャラカーニさんをお招き

し、オリジナルのカードゲームを含めた内容で、テンポの

良い笑いあふれる講演会となりました。

　行方市環境基本計画に基づく環境教育および環境学習の

一環として、環境を守るため、自分は何ができるかを考え

る機会となりました。

環境講演会を開催

「SDGs」を学びました

　行方警察署は、11 月 17 日（日）、潮来市内において、

警察庁「ストップ・オレオレ詐欺 47 ～家族の絆作戦～」

プロジェクトチーム（略称 SOS47）の特別防犯支援官で

ある伍代夏子支援官、いばらき安全安心アンバサダーの夫

婦漫才コンビ「チャイム」（赤プル・だんな）を起用した

犯罪被害防止・交通事故防止イベントを開催しました。

　家族でのコミュニケーションを図る必要性や留守番電話

設定、迷惑電話防止機能付き電話機の活用等のニセ電話詐

欺対策、さらに、各種犯罪被害防止、交通安全について、

地域の皆さんの意識高揚を図りました。

　また、本市から、齊藤和馬くん（麻生小３年、写真右か

ら２人目）がこども１日警察署長を務めました。
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安心安全な地域社会づくりへ尽力

　11 月 14 日（木）、ザ・ヒロサワ・シティ会館において、

第 58 回茨城県更生保護大会が開催されました。

　今年は、更生保護制度施行 70 周年記念の節目の年と

も重なり、本市からは右記の８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。

おめでとうございます。

　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、社会を明るくする運動などにより、

地域に根ざした活動にご尽力いただいています。

更生保護制度施行７０周年記念　第５８回茨城県更生保護大会

◆表彰された方々（順不同、敬称略）

法務大臣表彰 島田昌和

全国保護司連盟理事長表彰 若泉孝子

関東地方更生保護委員会委員長表彰
中田邦雄
茂木　功

関東地方保護司連盟会長表彰
橋本清一
長谷川博
正木邦夫

茨城県保護司会連合会会長表彰 羽生武雄

水戸保護観察所長感謝状
（保護司内助功労）

島田幸子
【保護司　島田昌和】

【保護司会】

水戸保護観察所長感謝状
男庭八重子
根﨑タイ

茨城県保護司会連合会会長感謝状
田口芙美子
新橋富美枝

茨城県更生保護女性連盟会長表彰

切島キヨ
小牧路子
斉藤光子
原　ふく

【更生保護女性会】

おめでとうございます。

　筑波銀行の寄贈サービス付き SDGs 私募債「地域の未

来応援債」を活用した地域貢献活動として、株式会社日昇

つくばと筑波銀行から 40 万円が、市内の４小学校へ寄付

されました。

　この取り組みは、私募債の発行手数料の一部を企業の指

定する学校に寄付するものです。

　11 月 27 日（水）に麻生庁舎で行なわれた贈呈式では、

株式会社日昇つくば　塚田純夫総括取締役会長から鈴木市

長へ目録が手渡されました。

市立小学校４校に 10 万円ずつ寄付
日昇つくばと筑波銀行による私募債を活用した地域貢献活動

　11 月 28 日（木）、ひたちなか市総合運動公園総合体育

館で行われた第 17 回交通安全高齢者自転車競技茨城県大会

に、行方地区代表として行方市交通安全協会連合会玉造支部

から、遠藤平俊さん、石神曻さん、遠藤孝夫さん、髙﨑洋さん、

樽見正春さん（写真左から）の５人が出場しました。

　県内 28 チーム 140 人の選手が集まる中、練習の成果を

発揮し、見事な自転車走行の腕前を披露しました。

■団体の部【第４位】行方地区交通安全協会（玉造支部）

■個人の部【第４位】遠藤平俊さん

第 17 回交通安全高齢者自転車競技茨城県大会

自転車の走行技術と
正しい安全確認走行を競いました
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　11 月 28 日（木）、麻生中学校において、１年生を対

象に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、生徒に身近な内容

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。

　生徒たちは、思いやりの心や人権尊重の大切さ・必要

性について、理解を深めることができました。

人権教室を開催

身近な「人権」について考えました

11 月 27 日（水）、北浦公民館において、なめがた狂歌（第３期）の審査会が行われました。

ここに、入選された方を紹介します。なお、入選作品は、携帯電話や市ホームページからご覧になれます。

（入選数　一般の部：20 首・学校の部：40 首）※年間賞は、後日、入賞した方にお知らせします。

令和元年　なめがた狂歌の入選者のお知らせ

■一般の部

　岩間直美（千葉県）

　河野敏子（行方市）

　照沼早智子（東海村）

　渡辺邦雄（鹿嶋市）

　小堀ますみ（那珂市）

　土屋昭雄（鹿嶋市）

　佐々木美知子（埼玉県）

　前野平八郎（行方市）

　太田香江子（潮来市）

　荒野一郎（行方市）

　杉本一葉（鉾田市）

　野上　卓（東京都）

　五十嵐裕治（東海村）

　磯山康子（潮来市）

　鈴木盛雄（常陸太田市）

　金子幸治（岐阜県）

■学校の部

　平間聖菜（玉造小）

　平間美愛（玉造小）

　塚本美彩（玉造中）

　永作　藍（玉造中）

　大津愛由奈（玉造中）

　田崎李亜（鉾田一高）

　光本祐斗（日本体育大学）

　水戸部凌也（日本体育大学）

　三野原愛望（日本体育大学）

　牧野快土（日本体育大学）

　村本竜馬（日本体育大学）

　大森隼也（日本体育大学）

　家庭や地域社会におけるコミュニケーションが希薄化し

ている昨今、社会全体のモラルや規範意識の低下が懸念さ

れています。

　「あいさつ」はコミュニケーションや生活習慣の基本で

あることから、市長自らが先頭に立って「あいさつ運動」

を実践することで、子どもたちの思いやりの心や社会性を

育成すると共に、市内各地でさわやかなあいさつが交わさ

れる機運を醸成しました。
※ 写真は、11 月 29 日（金）、玉造小学校の ｢あいさつ ･ 声かけ

運動｣ の様子

小学校で「あいさつ運動」を行いました

元気なあいさつで一日を

　横田しづ子（行方市）

　杉本秋生（水戸市）

　松本玉江（行方市）

　須貝　明（行方市）

　松原旭飛（日本体育大学）

　荒川弘太朗（日本体育大学）

　吾妻龍冬（日本体育大学）

　飛鳥井正仁（日本体育大学）

　石川　航（日本体育大学）

　水野麻衣（日本体育大学）

　鈴木ちえみ（日本体育大学）

　西村奈美（日本体育大学）

　奈良海希（日本体育大学）

　平塚優香（日本体育大学）

　森川　遥（日本体育大学）

　萩原かえで（日本体育大学）

　鶴谷梨花（日本体育大学）

　阿久津知里（日本体育大学）

　阿部菜々子（日本体育大学）

　上地菜々海（日本体育大学）

　窪田帆洋（日本体育大学）

　宍倉奈那子（日本体育大学）

　入江裕奈（日本体育大学）

　矢田部茉由（日本体育大学）

　川上菜々子（日本体育大学）

　渡邉由真（日本体育大学）

　神谷美名（日本体育大学）

　今川真奈（日本体育大学）

　赤堀日菜子（日本体育大学）

　菊澤夏実（日本体育大学）

　伊達舞斗（日本体育大学）

　安田彩乃（日本体育大学）
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「情報発信日本一のまちづくり」を目指して
市長トップセールス等によるシティプロモーション活動報告

　11 月 15 日（金）、東京都内において「自治体の情報発信」、「地

域協働」をテーマに「第６回首長シンポジウム（主催：シティ

プロモーション自治体等連絡協議会）」が開催されました。

　このシンポジウムは、地域とまちを元気にする地域協働を考

える大会として開催されたもので、本市の基調講演では「情報

発信日本一のまちづくり」と題し、民間企業と連携した広報紙

デジタル化、多言語通訳サービス、官民協働地域ポータルサイ

トのほか、防災対応型エリア放送「なめがたエリアテレビ」を

活用した市民協働による情報発信の取り組みについて紹介しま

した。

　パネルディスカッションでは、メインテーマを「地域協働か

ら考えるシティプロモーション」と題し、鈴木市長と産民学官

それぞれの有識者が、それぞれの視点から自治体のシティプロ

モーションについての議論を深めました。

〇パネリスト

　株式会社 RY コーポレーション代表取締役 CEO　横山藤雄氏（行方市出身）

　 　 関東を中心に 47 店舗以上のレストランを展開する。「店づくりは街づくり」をテーマに掲げ、一時の流行

に左右されず、一軒一軒、その地域に住む人々にとって価値のあるお店づくりを行っている。

　立正大学文学部社会学科准教授　浅岡隆裕氏

　　  社会的コミュニケーション論を専門とし、地域のメディアとコミュニケーションの社会学等の分野に明る

い。本市シティプロモーション指針策定懇談会会長を務め、本市に関するメディア調査研究を行っている。

〇ファシリテーター

　株式会社船井総合研究所自治体支援チーム　関根祐貴氏

　　市町村を中心に自治体支援を支援領域とし、日本全国のまちにコンサルティングを展開している。

（写真）関根祐貴氏、鈴木市長、横山藤雄氏、浅岡隆裕氏（左から） 

　11 月 27 日（水）、水戸市内において「茨城の働き方改革」

をテーマに、RICOH Innovation Ibaraki 2019（リコー イノ

ベーション 茨城 2019）が開催されました。

　本市とリコージャパン株式会社は「地方創生に係る包括的地

域連携に関する協定」に基づき、地域住民への情報発信として

３庁舎に設置している「デジタルサイネージ（電子看板）」を

展示したほか、特別セミナーでは「情報発信日本一のまちづく

り」と題し、地域、市民、職場へのデジタル機器導入による地

域と組織の活性化について、鈴木市長自ら紹介しました。

　「情報発信で日本一プロジェクト」を掲げる本市は、シティプロモーション指針に沿ったさまざまな手法により、

これからも積極的な情報発信とシティプロモーション活動に取り組んでいきます。
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第 43 回行方地区剣道祭
１１月 24 日（日）玉造中学校体育館

■小学生団体戦

【優　勝】麻生剣友会Ａ（行方市）

【準優勝】牛堀少年剣道愛好会（潮来市）

【第３位】麻生剣友会Ｂ（行方市）

■小学生個人戦

【優　勝】関口大雅（玉造）【準優勝】宮内悠我（麻生）

【第３位】羽生桜佑（麻生）【第３位】佐藤航介（牛堀）

■中学生男子団体戦

【優　勝】潮来二中【準優勝】麻生中Ａ【第３位】玉造中Ｂ

■中学生女子団体戦

【優　勝】麻生中Ｃ【準優勝】麻生中Ａ【第３位】潮来二中

■中学生男子個人戦

【優　勝】樽見駿希（麻生中）【準優勝】黒須祐輔（潮来二中）

【第３位】須之内絢柊（玉造中）【第３位】諸星聡大（潮来二中）

■中学生女子個人戦

【優　勝】羽生珠悠（麻生中）【準優勝】箕輪美蘭（麻生中）

【第３位】追分珠稀（牛堀中）【第３位】新槗彩奈（麻生中）

■潮来市・行方市対抗戦

潮来市６（10）－４（８）行方市

■一般女子の部

【優　勝】大谷光代（行方警察署）【準優勝】箕輪羽月（鉾田一高）

【第３位】追分美智子（潮来市）【第３位】澁谷香織（行方市）

■学生男子の部

【優　勝】中城和宏（行方市）【準優勝】大川翔永（鹿島高）

【第３位】奈良嵜柊希（潮来市）【第３位】成嶌大翔（鉾田一高）

■一般男子個人戦　五段以下の部

【優　勝】村田　光（潮来市）【準優勝】羽生勝広（行方市）

【第３位】坂本俊一（行方市）【第３位】髙野良太（行方市）

■一般男子個人戦　六段以上の部

【優　勝】菅谷正造（行方市）【準優勝】新堀義男（行方市）

【第３位】大島利昭（潮来市）【第３位】吉川増夫（潮来市）

１０月２４日（木）山梨県パノラマ台

日帰り軽登山

　体育協会レクリエーション部の主催で、32 人の参加で

開催しました。

2019 セーリングクルーザーレース
年間総合成績

　天王崎 STG（セイルトレーニンググループ）レースと
して今年で３年目となり、2019 年は、５月から 11 月の
第１日曜日に天王崎沖で実施しました。

【優　勝】小峰　実【準優勝】遠藤俊雄
【第３位】石神　博

１１月９日（土）・１６日（土）北浦運動場体育館

４th Saturday Night softvolleyball
in Namegata

【優　勝】ＢＯＳＳ【準優勝】球遊会Ａ
【第３位】ＳＫＹＬＡＮＴＥＲＮ - Ｋ

１０月２７日（日）北浦運動場体育館

秋季ふれあいソフトバレーボール大会

■エキスパートクラス
【優　勝】のんちょら～ず【準優勝】B ＯＳＳ
【第３位】INFINITY
■レギュラークラス

【優　勝】FLAMES【準優勝】COCORO
【第３位】VAINQUEUR B【第３位】マミーズ
■チャレンジクラス

【優　勝】HOA【準優勝】スパロウズ
【第３位】スパークル

１０月２７日（日）麻生運動場弓道場

行方市弓道大会結果

■中・高校の部
〈団体〉【優勝】亦野涼雅・船越大智・秋武大介（清真学園 A）
〈射込〉【優勝】亦野涼雅（清真学園）
〈金的〉向田朝陽（鉾田一）佐藤輝志（玉造工業）
■一般の部

〈団体〉【優勝】尾吹将大・笹沼健一・星　浩一（茨城町）
〈射込〉【優勝】山口　純（蒼藤会）
〈金的〉長谷川絵鈴（筑波北条）杉山義光（水戸桜川）

１０月３０日（水）北浦運動場第 1 グラウンド

第３回グラウンドゴルフ大会

【優　勝】五味六弥【準優勝】真家幸治【第３位】箕輪栄吉

１１月１日（金）北浦運動場クロッケーコート

第 22 回クロッケー大会

【優　勝】松寿会 A【準優勝】永寿会
【第３位】本宿クラブ

１１月４日（月）茨城県狩猟者研修センター射撃場（笠間市）

第 15 回（令和元年度）行方市体協クレー射撃大会

【優　勝】小倉利夫【準優勝】前川正明【第３位】大川秀和
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１２月１日（日）北浦運動場体育館

第 14 回行方市長杯剣道大会

■団体戦の部

【優　勝】堅倉剣道Ｂ

■個人戦　低学年の部

【第３位】中島優空（玉造）【第３位】中島希緒（玉造）

■個人戦　高学年の部

【優　勝】皆藤龍司（小川）

１１月１６日（土）北浦運動場周回コース

第６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

■高学年男子の部

【優　勝】牛堀ウルトラ（潮来市）【準優勝】潮来ダンク（潮来市）

【第３位】玉造 FC　U-12（行方市）

■高学年女子の部

【優　勝】麻生ミニバスＡ（行方市）

【準優勝】羽生 Wings（行方市）

【第３位】麻生ミニバス B（行方市）

■低学年男子の部

【優　勝】鉾田陸上男子 A（鉾田市）【準優勝】牛堀 A（潮来市）

【第３位】鉾田陸上男子 B（鉾田市）

■低学年女子の部

【優　勝】鉾田陸上女子 A（鉾田市）

【準優勝】麻生フェニックス Jr.（行方市）

１１月２１日（木）北浦運動場クロッケーコート

行方市長杯ゲートボール大会

【優　勝】白浜　【準優勝】豊和

１１月２４日（日）北浦運動場体育館

第 14 回行方市バスケットボール大会

■男子の部【優勝】あらびきボーイズ

■女子の部【優勝】ハピネス

■混合の部【優勝】JOKER

１１月１７日（日）北浦運動場体育館

行方市民インディアカ大会

【優　勝】ノアＡ（潮来市）
【準優勝】ポップコーンＡ（行方市）
【第３位】ノアＢ（潮来市）

　11 月９日（土）・10 日（日）、霞ヶ浦ふれあいランドを会場に行われた「行方ふれあいまつり」において、茨

城国体開催までのイベント等を写真にまとめたものを展示しました。

　当日は晴天に恵まれ、多くの皆さんに来場していただき、ブースは大盛況でした。

茨城国体をふり返って
皆さまの応援ありがとうございました

１１月１７日（日）北浦運動場第１グラウンド

第 14 回行方杯少年サッカー大会

【優　勝】ＦＣ麻生【準優勝】延方ＳＳ
【第３位】玉造Ａ【第３位】ＦＣ北浦

１１月２３日（土）麻生運動場体育館

第 26 回行方市麻生杯柔道大会

個人戦

■幼年の部【準優勝】梅原蒼衣（麻生柔道）

■小学３・４年女子重量の部【準優勝】梅原由衣（麻生柔道）

■小学１年男子の部【準優勝】田中暖人（麻生柔道）

■小学３年男子の部【準優勝】田中　湊（麻生柔道）

■小学５年男子重量の部【優　勝】石神　煌（麻生柔道）

■小学６年男子軽量の部【準優勝】羽生柊也（麻生柔道）
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