麻生中２年生が職場体験学習
12 月４日（水）と５日（木）の２日間、麻生中学校２年生が、市内のさま
ざまな職種の事業所に協力をいただき、職場体験学習を行いました。
行方市役所には８人の生徒が訪れ、情報政策課で市報の取材となめがたエ
リアテレビの番組収録、総務課で事務作業を体験しました。このページは、
生徒たちが写真撮影し、取材体験を元にレイアウトしたものです。

同級生の職場体験を取材！
この仕事を選んだ理由や仕事内容な
ど、職場体験の感想を聞きました。

職場体験中の同級生たちの感想
麻生幼稚園

フジサキスポーツ

子どものお世話をする仕事

将来、スポーツ関係の仕事

に 就 き た い の で、 今 日 の

をしてみたいと思っていま

体験は楽しいです。一緒に

す。店内の掃除から始めて、

折り紙をしたり絵を描いた

商品の値札付け、ネームの

り、遊んだおもちゃの片付

刺しゅうなどを体験してい

けなどをしています。

ます。

Ruana Hair TAYAMA

セブン―イレブン行方小高店

理美容関係の仕事に興味が

いつも利用しているコンビ
ニエンスストアの仕事を体
験してみたかったので、品
出 し や 冷 蔵 庫 の 整 理 な ど、
興味深いです。お客様へ「い
らっしゃいませ」と言うの
が緊張します。

あります。今日は、マネキ
ンを使って、シャンプーと
ヘッドスパの仕方を教えて
もらいました。

セイミヤモール麻生店
身近なスーパーで働いてみ
たいと思って、この仕事を

JA なめがたしおさい
麻生営農経済センター
家が農家なので、この仕事

選びました。商品の管理や

にやりがいを感じます。サ

袋詰め、手巻きずし作りな

ツマイモの箱をサイズごと

どを体験しています。大変

に振り分けたり、運んだり、

ですが楽しいです。

力仕事を頑張っています。

ミニストップ麻生店
スーパーとコンビニエンスス
▼取材体験に出かける前に、広報
用カメラの操作方法をチェック！
上手に撮れると良いな～

トアの違いを知りたいので、
この仕事を体験しています。
駐車場や店内の清掃、冷蔵庫
から商品を出すなどの仕事を

▲セイミヤモール麻生店のパン
コーナーで、同級生が作った
パ ンを発 見！クリームが上手
に絞れていました (^^)

しています。

事 業 所の皆さま、貴重な
体 験 をさ せ て い た だ き、
ありがとうございました。

市役所（なめがたエリアテレビ）

行方市役所で職場体験学習した生徒と鈴木市長で記念撮影
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みんなで「麻生中学校の良いところ」を話し合い、番組内
で放送するための映像作品制作を体験しました。
担当は、アナウンサーのほか、ディレクター、スイッチャー、
カメラマン、テロッパー、映像音出し。
制作した映像は、12 月 13 日（金）と 17 日（火）の生放
送「生で情報発信！なめこい。
」内で放映されました。

まちの話題

シクラメンの鉢植えを贈呈

農業施策に関する要望書を提出

行方市更生保護女性会（北浦支部）

農業委員会から市長へ

12 月 12 日（木）、行方市更生保護女性会（北浦支部）

12 月４ 日（水）
、
行方市農業委員会（清水 量会長）は、

の皆さんが北浦庁舎を訪れ、シクラメンの鉢植えを贈呈

令和２年度行方市農業施策に関する要望書を市長へ提

しました。

出しました。

行方市更生保護女性会には、北浦支部のほか麻生支部、
玉造支部があり、年末には各支部が、各庁舎・公民館・
社会福祉協議会等を訪れ、明るい社会づくり運動の一環
として、シクラメンの配布を行っています。

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。
この要望書は、農業者との意見交換会等を通した「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。

行方北部土地改良区が発足しました
12 月 9 日（月）
、認可番号 茨第 537 号により、立
花土地改良区・沖洲土地改良区・浜土地改良区・玉造
上土地改良区および鳥名木土地改良区の５土地改良区
が合併し「行方北部土地改良区」が設立されました。

市内水産加工業者が多数受賞
令和元年度

茨城県水産製品品評会

12 月 13 日（金）
、水戸京成ホテルにおいて、茨城県水
産物開発普及協会主催による令和元年度茨城県水産製品品
評会が開催されました。
審査の結果、霞ヶ浦北浦部門において、行方市内水産加
工業者が多数入賞されました。おめでとうございます。
【農林水産大臣賞】
大えび赤煮 大輪水産 大輪茂七（写真）
【県知事賞】
くるみちりめん （有）はしもと 代表取締役 橋本篤知
【県議会議長賞】
あさり佃煮 海老澤商店 海老澤正之
【県加工連会長賞】
ほたて佃煮 辺田商店 邉田和夫
【霞ヶ浦北浦水産振興協議会長賞】
はぜ佃煮 辺田商店 辺田清孝

設立に伴い、12 月 17 日（火）に開催された第１回
理事会において、次のとおり役員が選任されました。
【理事長】成嶌常松
【副理事長】石橋淑人、中澤侯晴
【庶務担当理事】福田清一
【会計担当理事】羽生唯仁
【総括監事】石橋 守
【監事】市村 弘
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令和２年行方市書き初め大会
１月４日（土）、麻生公民館において、本市新春の恒例
行事「令和２年行方市書き初め大会」が開催されました。
29 人の参加者は、市内の書道の先生９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。
学年

参加人数

１年

３人

つくし（つくし）

題目

２年

６人

友だち（ともだち）

３年

７人

山つばき（やまつばき）

４年

３人

新しい年（あたらしいとし）

５年

６人

新年を祝う（しんねんをいわう）

６年

２人

平和な世界（へいわなせかい）

中学生

２人

春山草木新（しゅんざんそうもくあらた）

◆書道作品を巡回展示します◆
【北浦公民館】
期間：２月６日（木）～２月 16 日（日）
【玉造公民館】
期間：２月 20 日（木）～３月１日（日）

こころの健康セミナーを開催

地域防災への気持ちを新たに

行方市・株式会社 DHC 包括連携事業

令和２年行方市消防出初式

本市では、市民の健康づくりの推進と地域産業の活性化
を図るため、株式会社 DHC と包括連携協定を締結してい
ます。
そこで、健康づくり推進の事業として、12 月 13 日（金）、
行方市保健センターにおいて、株式会社 DHC 特別研究顧
問で医師・医学博士の蒲原聖可氏をお招きし、こころの健
康セミナーを開催しました。
うつ病や高齢化に伴う認知症の患者数が年々増加し、国
民に広く関わる疾患として重点的な対策が必要であると現
状報告後、こころの健康のための食事・運動・睡眠につい
ての最新情報について講演を行いました。
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1 月 11 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、市長式辞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（市長表彰：中根消防団、県知
事表彰：行方市消防団、永年勤続功労章 20 年以上：団
員 40 人、茨城県消防協会功労章 15 年以上：団員 36 人）
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。

まちの話題

「夢」があるから頑張れる！
JFA こころのプロジェクト「夢先生」が麻生小学校にやってきた
12 月 18 日（水）、麻生小学校において５年生を対象に「夢の教室」特別授業を行いました。
この授業は、日本サッカ－協会（ＪＦＡ）が実施する「ＪＦＡこころのプロジェクト」の一環で、Ｊリ－ガ－、現役ス
ポ－ツ選手やＯＢ・ＯＧが「夢先生」となり、夢を持つ大切さ仲間と協力する重要性を伝える授業を開催しました。
午前の部５年１組にプロ野球選手の遠藤淳志氏、午後の部５年 2 組に大竹七未氏を「夢先生」としてお迎えし、いず
れのクラスも、前半は体育館で児童たちとゲ－ムを行い、後半は教室で授業を行いました。夢先生からは、自身の実体
験をもとに、夢を持つことのすばらしさ、夢があるから頑張れること、仲間と協力することの大切さ、まわりの人の支
えもあって夢の実現ができたことについて、貴重な話をしていただきました。
最後に、児童たちは「夢シ－ト」に将来の夢を記入して、発表しました。
今後、この「夢シ－ト」に夢先生が返事とサインをして、児童たち一人一人に返送されます。

▲５年１組の夢先生は、遠藤淳志氏（上段中央）
◀授業の前半は、体育館でゲームを行いました

▲５年２組の夢先生は、大竹七未氏（上段中央）
▶授業の後半は、教室で夢先生のお話を聞きました

第 14 回行方市長杯少年サッカー大会

第４回連盟ゴルフ大会

１２月 1 日（日）北浦運動場第１グラウンド

１１月１４日（木）霞ヶ浦カントリー倶楽部

【優 勝】鉾田ＳＳＳ【準優勝】玉造ＦＣ

【優

【第３位】延方ＳＳ【第３位】日の出ＳＳＳ

【第３位】土子常夫【ベストグロス】楠本純久

第９回ほこた・なめかたオープンテニス大会
１２月１日（日）北浦運動場テニスコートほか１会場
■ベテラン男子の部
【準優勝】鈴木・岡村

組（行方市・水戸市）

第 14 回市内女子ミニバスケットボール
親善リーグ冬季大会
12 月 1 日（日）麻生東小学校体育館
【優

勝】麻生ミニバス【準優勝】羽生 Wings

勝】原

延征【準優勝】羽生義隆

行方地区弓道連盟冬季大会
１２月 8 日（日）麻生運動場弓道場
■射詰
【優 勝】河須㟢恒（麻生）
■射込
【優 勝】久保喜雄（麻生）
【準優勝】柳町照夫（麻生）
【第３位】草野 弘（潮来）
■団体
【優 勝】佐藤至学（玉造）柳町照夫（麻生）
草野 弘（潮来）

【第３位】北浦 GrassesMBC
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メモリアル茨城国体
茨城国体で使用したグッズ等を北浦運動場体育館に展示しています（炬火用トーチ・ポロシャツ・ジャンパー・
炬火受皿・いばラッキ－・軍手・ウエットティッシュ・絆創膏・大会プログラム）
。
また、国体開催までの数々のイベントや国体の様子などを写真にまとめました。体育館を利用した際は、ぜひ
ご覧ください。
併せて、茨城国体で使用したメダル（金・銀・銅）も展示しています。このメダルのデザインは県花（バラ）
と県鳥（ひばり）を中心に、ひばりの翼に雲・田畑・樹々を描き、太陽のもと実りある豊かな茨城の大地を表現し、
バラの茎は豊かな川・海・湖を表現したものです。メダルの裏側には、
点字でも書かれています。リボン（ブルーの紐）の素材は、県内で
集めたペットボトルから作った再生繊維を利用しました。

親善弓道大会

第 14 回行方市長杯卓球大会

１２月１５日（日）麻生運動場弓道場

１２月１４日（土）麻生運動場体育館

■射詰

■団体戦

【優 勝】柳町照夫（麻生）
■射込

男子【優

勝】大洋中学校【準優勝】玉造中学校

女子【優

勝】大洋中学校【準優勝】麻生中学校

【優 勝】久保喜雄（麻生）
【準優勝】斉藤勝美（玉造）

■シングルス

【第３位】柳町照夫（麻生）

男子【優

勝】青木愛夢（潮来第一中学校）

女子【優

勝】深作沙来（大洋中学校）

■団体
【優 勝】額賀陽平（麻生）柳町照夫（麻生）

【準優勝】田﨑ひなた（麻生中学校）

中澤侯晴（玉造）河須㟢恒（麻生）

【第 3 位】風間あかね（玉造中学校）

■金的
斉藤勝美（玉造）
・鈴木

猛（麻生）
・久保喜雄（麻生）
・

柳町照夫（麻生）

第 13 回行方杯中学生ソフトテニス大会
１２月１４日（土）玉造運動場テニスコートほか

第 100 回行方市親善クリスマスゲートボール大会
１２月１９日（木）北浦運動場クロッケーコート
【優

勝】白浜

■男子の部
【優

勝】鉾田北中学校【準優勝】波崎第三中学校

【第３位】波崎第一中学校【第３位】神栖第四中学校
■女子の部
【優

勝】大洋中学校【準優勝】日の出中学校

【第３位】玉造中学校 A【第３位】平井中学校

第 14 回行方市混合バレーボール大会
１２月１５日（日）麻生運動場体育館
【優

勝】Lovers【準優勝】TEAM-ZERO

【第３位】ヴォイス
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