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まちの話題

大槻勝明さん

第 62 回茨城県土地改良事業団体連合会
総会で表彰を受けました
２月 21 日（金）に開催された標記大会において、下
記のとおり表彰されました。
行方北部土地改良区
（成嶌常松理事長 令和元年 12 月９日認可）
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・鳥名木土地改良区の５土地改良
組合員：692 人）

〇土地改良功労賞（個人）表彰
坂本瑞夫

男女共同参画社会の推進に向けて
豊かな暮らし方講座
市では、男女共同参画社会の推進に向けて「豊かな暮

らし方講座」を開催しました。

〇土地改良区合併（団体）表彰

区が合併しました（面積：334.8ha

長峰智子さん

前 立花土地改良区理事長

立花土地改良区設立当初より役員に就任、長年にわ
たり土地改良事業に携わり、平成 22 年から理事長
として、豊富な経験により令和元年土地改良区合併

１月 29 日（水）は行方市情報交流センターにおいて、

総合病院土浦協同病院看護副部長（行方市男女共同参画

推進委員会委員）の大槻勝明さんから、
「男女共同参画社
会に向けたコミュニケーション」をテーマに、良好な人
ひけつ

間関係を築いていくための秘訣をお話しいただきました。
２月 15 日（土）は天王崎観光交流センターコテラス

において、いばらきコープ生活協同組合の組合員理事（行
方市男女共同参画推進委員会委員長）の長峰智子さんか
ら「実家の片づけ」をテーマに、安心・安全・健康に暮
らせる家づくりの手法をお話いただきました。

に尽力されたことにより受賞されました。

第 10 回日本バッハコンクール全国大会
で金賞を受賞
小高在住の渋谷桂一郎くん（麻生小３年）が、２月に

行われた標記のピアノコンクールで金賞を受賞しました。
受賞の感想を渋谷くんに聞きました。

「僕はピアノの演奏をする時に、先生と一緒にどんな音

色を出したいか、たくさん話してイメージを膨らませま
す。空の色や海の色、どんな動物が出てくるのか、その

動物はどんな風に歩いているのか。イメージを膨らませ

初代地域おこし協力隊員が退任
平成 30 年５月から、本市初の地域おこし協力隊員とし

て勤務をしていた松木直人さんが、３月 31 日をもって退
任しました。

ることがとても楽しいです。本番では楽しく演奏するこ
とができました。メロディと伴奏のバランスを気をつけ
るために、自分の音を良く聴きながら演奏しました。僕

の気持ちが聴いている人に届くような演奏がしたいです」
受賞おめでとうございました。

松木さんは、千年以上にわたり地域に人が住み続けてき

たことからその住みやすさや安全性を評価する「千年村プ
ロジェクト」の活動を中心に行ってきました。

退任にあたり、松木さんは「行方市の皆さまには大変お

世話になりました。この２年間は、行方市で感じた驚きや
喜びを外の人に伝えてきました。これから先も行方市に関

わっていくつもりです。これまで支えてくださった皆さま、
本当にありがとうございました」と話しました。
松木さんお疲れさまでした。

※２年間の活動報告は、来月号に掲載します。
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美術作品を一堂に展示
第 14 回水郷美術展覧会

２月 12 日（水）から 16 日（日）の５日間、潮来市

行方警察署長より感謝状が贈られました
迷子の幼児 2 人を保護

行方警察署管内で、迷子になっていた 2 人の幼児を保

立中央公民館体育室を会場に「第 14 回水郷美術展覧会」

護し安全確保に努めたとして、佐藤かほるさん（内宿）

この展覧会は、水郷美術家協会を中心に、潮来市・行

２月中旬の薄暮時、保護者を伴わず路上を歩いていた

が開催されました。

方市の美術振興の向上を目的として絵画・書道・写真・
陶芸の４部門の作品を一般募集し、開催しています。

本年度は、162 作品（絵画 40 点・書道 38 点・写真

54 点・陶芸 30 点）が出品され、期間中は多くの方々に
鑑賞していただきました。

来年度は本市を会場に開催されますので、ぜひお越し

ください。

麻生中学校に教材用物品を寄贈
箕輪リースと水戸信用金庫による
私募債を活用した地域貢献活動
水戸信用金庫の寄贈サービス付私募債 ｢輝く未来｣ を

活用した地域貢献活動として、箕輪リースと水戸信用金
庫から麻生中学校に ｢実物投影機、デジタルカメラ、教
育用図書｣ が贈られました。

この取り組みは、水戸信用金庫が私募債の発行企業か

ら受け取る手数料の一部で教育関連の物品を購入し、企
業の指定する学校に寄贈するものです。

３月 17 日（火）に麻生庁舎で行われた贈呈式では、

箕輪リースの箕輪次夫社長から麻生中学校の栗原秀雄校
長へ目録が手渡されました。

に行方警察署の針谷宏之署長より感謝状が贈られました。

2 人の幼児を、車で通りかかった佐藤さんが不審に感じ、
警察が到着するまで車内で保護しました。
「同じ年頃の孫
がいるので心配になった。2 人が無事に自宅まで帰るこ

とができてホッとした」と佐藤さん。針谷署長は「家族
がちょっと目を離した隙に事件が起りやすい。普段から
周りの様子を気にかけていただいたおかげ。ありがとう
ございました」と佐藤さんに感謝の言葉を送りました。

行方市行政改革推進委員会からの
答申がありました
３月 16 日（月）
、行方市行政改革推進委員会の菅谷会
長と清水副会長から市長に対し「行方市経営戦略の取組
における進捗状況について」の答申がされました。
行方市経営戦略は、社会経済の大きな変化を展望し、
将来につながるまちづくりを視野に入れ「持続可能で、
安全・安心の地域づくり」を経営理念に掲げ、戦略的な
経営方針のもと市政を推進するために平成 30 年３月に
策定されたものです。
行政改革推進委員会は、市民、識見者および関係団体
の委員 10 人で構成されています。各委員は、２年間に
わたり慎重に審議を重ね、結果を取りまとめ、市長へ答
申書を提出しました。
しんちょく
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第５回行方杯高等学校バスケットボール大会
２月１日（土）・２日（日）麻生運動場体育館ほか

男子の部
【優

勝】水戸工業高校Ａ【準優勝】鹿島学園高校

【第３位】船橋東高校（千葉県）
女子の部
【優

勝】久喜高校（埼玉県）
【準優勝】大成女子高校

【第３位】つくば秀英高校

第 14 回行方市小学生ハンドボール大会
２月８日（土）・９日（日）麻生運動場体育館ほか

【幼稚園の振り返りの時間（今日の出来事からの伝え合い）】

小学校教育につなぐ理解を深めるために
第 2 回行方市保幼小の連携・接続のための研修会

【男子の部 優勝】東久留米ハンドボールクラブ
【女子の部 優勝】東久留米ハンドボールクラブ
【ちびっ子の部 優勝】ＨＣ市川

２月 10 日（月）、市立麻生幼稚園を会場に、21 人の

幼児教育施設職員と小学校教員で「令和元年度第 2 回行

方市保幼小の連携・接続のための研修会」を実施しました。

玉造ロータリークラブ杯ミニバスケットボール大会
２月１１日（火）麻生運動場体育館
【優

勝】千代田ティンカーズ【準優勝】麻生ミニバス

【第３位】旭クインシー

幼児の成長や発達、遊びを通した学びについて研修し、

学びをつなげるための質の向上を図ることが目的です。

前回の研修会で「保育や授業を参観し、相互理解に向

けての研修をしているが、体験型の保育参観を実施し、
幼児理解を深めて学びにつなげたい」という意見があり

ました。保育に参加し、関わりを通して幼児の育ちを捉え、
小学校教育につなぐための理解を深める機会にしました。

第５回行方市ゴルフ連盟大会
２月１９日（水）セントラルゴルフクラブ
【優

勝】平山勝巳【準優勝】田口

今回、麻生幼稚園を会場に保育参観・参加、小学校区

ごとの協議をし「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」
から「学校への育ちや学びのつなげ方」について話し合

いました。
「今の時期の子どもたちがどのような生活をし、

操

どのようなことができるのかが具体的にわかった」とい

【第 3 位】立原宏一【ベストグロス】立原宏一

う意見がありました。このような交流がさらに増え、幼

児理解が深まり、幼児の育ちや学びがつながっていくこ
とを目指します。

第 32 回行方市スポーツ少年団
本部長杯空手道大会
２月２３日（日）玉造Ｂ＆Ｇ海洋センター体育館
■形の部

■組手の部

幼、小１・２年

幼、小１・２年

男子【優

勝】田家大智（鉾田） 男子【優

勝】田家大智（鉾田）

女子【優

勝】鬼澤実愛（鉾田） 女子【優

勝】藤田菜月（小川）

小学３・４年

小学３・４年

男子【優

勝】井川友翔（鉾田） 男子【優

勝】井川友翔（鉾田）

女子【優

勝】豊島愛梨（山鉾） 女子【優

勝】楠原莉來（小川）

小学５・６年

小学５・６年

男子【優

勝】石井

女子【優

勝】羽生りさ（玉造） 女子【優

中学生

誉（玉造） 男子【優

勝】荒木田航（玉造）
勝】窪

春奈（山鉾）

中学生

男子【優

勝】岡村琉心（小川） 男子【優

勝】岡村琉心（小川）

女子【優

勝】反田歩花（小川） 女子【優

勝】反田歩花（小川）
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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

