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社会を明るくする運動　民間協力者の感謝状贈呈

　11月 30日（月）、麻生庁舎において「社会を明るくする運動」民間協力者の感謝状が、なめがた地区推進委員会委
員長の鈴木市長から株式会社セキネネオン（關根英輔代表取締役）に贈呈されました。
　また、なめがた地区保護司会の若泉孝子さんが、法務大臣表彰の受賞を鈴木市長へ報告しました。
　若泉孝子さんは、犯罪や非行防止などの更生保護活動に対して積極的に取り組んでこられ、18年間の長年の功績が認
められ、受賞に至りました。

併せて、保護司の法務大臣表彰受賞報告

◆茨城県更生保護大会において受賞された方（順不同、敬称略）

法務大臣表彰 若泉孝子
関東地方更生保護委員会委員長表彰 髙野幸男　谷　明生
茨城県保護司会連合会会長表彰 高野道子
水戸保護観察所長表彰 羽生武雄

水戸保護観察所長感謝状
（社会を明るくする運動民間協力者） 株式会社セキネネオン

【保護司会】

茨城県知事感謝状 大原　孝
水戸保護観察所長感謝状 田口芙美子　横瀬八重子
茨城県保護司会連合会会長感謝状 男庭かつえ　宮内千恵子

茨城県更生保護女性連盟会長表彰 河野徳子　菊地かをる
新堀久子　幡谷千恵子

【更生保護女性会】

株式会社セキネネオン　關根英輔代表取締役

なめがた地区保護司会　若泉孝子さん

「夢」があるから頑張れる！
JFA こころのプロジェクト「夢先生」岡里明美さん（行方市出身）が麻生東小学校でオンライン授業

　12月８日（火）、行方市立麻生東小学校において５年生を対象に「夢の教室」オンライン授業が行われました。
　この事業は、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、スポーツ選手として活躍し
たOB/OGの方が「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するものです。
　今回の夢先生は、本市出身で、日本代表選手としてオリンピックにも出場した元女子バスケットボール選手の岡里明
美さんです。
　岡里さんからは、自身の実体験を元に、夢を持つことのすばらしさ、夢があるからがんばれること、仲間の存在の大切さ、
応援してくれる人の支えもあり夢の実現ができたことについて、貴重なお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。後日、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。
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　12月４日（金）、行方市更生保護女性会（玉造支部）の
皆さんが玉造庁舎を訪れ、シクラメンの鉢植えを寄贈しま
した。
　更生保護女性会とは、犯罪や非行のない明るい地域社会
の実現に寄与することを目的とした女性ボランティア組織
で、玉造支部のほかに麻生支部、北浦支部があり、支部ご
とに各庁舎や公民館等を訪れ、明るい社会づくりの運動の
一環として、シクラメンの配布活動を行っています。

シクラメンの鉢植えを寄贈
行方市更生保護女性会（玉造支部）

　鹿島アントラーズから市内小中学校に、選手のサイン入り
ユニフォームの寄贈がありました。本年度は新型コロナウイ
ルス感染症の影響が大きくありましたが、地域を元気づけた
いとの気持ちから、引き続きクラブとホームタウンの子ども
たちがつながりを持てるよう寄贈いただいたものです。
　鹿島アントラーズは、例年、選手がホームタウンの小学校
に訪問し、児童と交流するなど、子どもたちを含む市民との
つながりを大切にし、地域に貢献しています。
　いただいたユニフォームは学校に飾り、今後も応援を続け
ていきます。ありがとうございました。

小中学校にユニフォームが贈られました
鹿島アントラーズから

　12月５日（土）、市文化会館において人権週間記念フェス
タを開催しました。
　茨城県人権ポスターコンクールおよび人権メッセージの
表彰のほか、元鹿島アントラーズ選手の岩政大樹さんと元
NHK解説者の室山哲也さんを講師にお迎えし、人権に関す
る講演をしていただきました。
　現在、新型コロナウイルス感染症に関する不当な偏見や差
別が起きていますが、一人一人が身近なところから人権につ
いて考え、人権尊重に対する認識を深めるための機会となり
ました。

「人権」について考えました
令和２年度人権週間記念フェスタ開催

　昨年 10 月に発生した建物火災において、火災発見か
ら速やかな通報、初期消火により被害を最小限にとどめ、
消防活動に貢献した JAなめがたしおさい北浦支店勤務の
立野さん、原さん、箕輪さん、仲島さんに対し、12月８
日（火）、行方消防署において、鹿行広域事務組合消防本
部行方消防署の石内署長から、感謝状と記念品の贈呈が
行われました。
　感謝状を授与した石内署長からは「消火活動の開始が
遅れていれば、延焼が拡大する可能性が非常に高いもの
であった。適切な判断、素早い行動力に心より感謝します」
と感謝の言葉がありました。

建物火災の初期消火に協力
JA なめがたしおさい北浦支店の皆さん

（写真左から）
石内正已署長、立野克則さん、原豊子さん、箕輪恵子さん、仲島梨紗さん

岩政大樹さん 室山哲也さん
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　12月９日（水）、行方市農業委員会（清水�量会長）は、
令和３年度行方市農業施策に関する要望書を市長へ提出
しました。
　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。
　本要望書は、農業委員会活動を通じて得た知見や農業
者との意見交換会等を通した「現場の声」を幅広くくみ
上げ、農業に取り組める環境作りが構築され、本市の農
業が発展するよう要望したものです。

農業施策に関する要望書を提出
農業委員会から市長へ

モンゴルの食文化を楽しみました
学校給食にモンゴルメニューが登場！

　12月 10日（木）、市立幼稚園、小・中学校において、モンゴル料理の給食が提供されました。
　メニューは、ホーショール（揚げぎょうざ）、ツォイワン（焼うどん）、モンゴル風にジャガイモを角切りにしたポテトサ
ラダなどで、モンゴル国籍の地域おこし協力隊のボルド・ゾルジャルガル隊員がレシピを作成し、市の給食センターが子ど
もの口に合うようにアレンジを加えました。
　この日、モンゴル民族衣装「デール」を着たボルド隊員が麻生小学校を訪れ、写真などを見せながらモンゴル国やモンゴ
ル料理の紹介をしました。
　なお、この事業は、一般財団法人自治体国際化協会を活用して、東京オリンピック・パラリンピックのホストタウン事業
として実施しています。

麻生小学校での様子 モンゴルメニューの献立 ボルド隊員（左）

　この度、少年の非行防止と健全育成活動に多大な功労が
あった個人と団体に対し、茨城県警察本部長および茨城県
少年指導委員協議会長から感謝状が贈られ、12月 23 日
（水）、行方警察署において表彰伝達式が行われました。
　伝達式では、針谷宏之署長から「未来を担う少年たちが
良い環境で育っていけるよう、これからも皆さまのお力添
えをいただきたい」と話がありました。

【表彰を受けた功労者・団体】
○茨城県少年指導委員功労者表彰（個人）
　行方地区少年指導委員連絡会
　　宮内智美さん（小牧）、宮河真由美さん（小貫）
○茨城県少年指導委員功労団体表彰（団体）
　行方地区少年指導委員連絡会（兒玉雅惠会長／潮来市）
　表彰を受けた皆さま、おめでとうございました。

令和２年度茨城県少年指導委員功労者・功労団体表彰
少年の非行防止と健全育成活動に尽力

宮河真由美さん 宮内智美さん
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地域防災への気持ちを新たに
令和３年行方市消防出初式

　１月９日（土）、麻生運動場体育館において行方市消防
出初式が行われました。
　今回は、新型コロナウイルス感染症対策のため、規模
縮小や時間短縮で実施し、市内の消防団員や消防署員な
ど 125人が参加しました。
　式典では、市長式辞と団長訓辞を受け、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（県知事表彰：功労章１人、永年勤続功
労章 30年以上：消防署員１人、団員３人、�永年勤続功
労章 20年以上：31人、県消防協会表彰：永年勤続功労
章 30年以上：団員３人、功労章 15年以上：団員 59人、
永年勤続消防団員妻女表彰３人、家族消防団員表彰１組）
などが行われました。

　１月９日（土）、麻生公民館において、本市新春の恒例行事
「令和３年行方市書き初め大会」が開催されました。
　参加者は、市内の書道の先生７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。

一筆一筆に気持ちを込めて

学年 参加人数 題目

１年 ６人 こうし（こうし）
２年 ６人 うし年（うしどし）
３年 11人 冬げしき（ふゆげしき）
４年 ９人 花さく里（はなさくさと）
５年 ２人 星光る冬空（ほしひかるふゆぞら）
６年 ３人 初春の大空（はつはるのおおぞら）
中学生 ２人 天朗気清（てんほがらかにききよし）

　この度、鹿島学園高等学校３年で鹿島アントラーズユー
スに所属する柳町魁耀さん（船子）が、水戸ホーリーホッ
クに加入することが決まりました。本市からは、なめがた
大使の小澤英明さんに続く２人目のJリーガーとなります。
　１月７日（木）、柳町さんが入団の報告に、鈴木市長を
訪問しました。市長から激励を受けた柳町さんは「勝利の
ために全力で戦い、クラブに関わる全ての方や子どもたち
に、夢と希望を与えられるような選手になりたい」と話し
ました。
　柳町さんがサッカーを始めたのは幼稚園生のとき。行方
サッカースポーツ少年団（現 FC麻生）から、小学４年生
で鹿島ジュニアに入り、その後は鹿島ユースで活躍してき
ました。
　柳町さんの今後のご活躍に期待しています。

本市から２人目の J リーガーが誕生！
柳町魁耀さん

（鹿島学園高３年　鹿島アントラーズユース所属）

令和３年行方市書き初め大会
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◆第 14 回行方杯中学生ソフトテニス大会
（男女別・団体戦）

１２月１２日（土）玉造運動場テニスコート他１会場

＜男子の部＞
【優　勝】神栖第四中学校【準優勝】神栖第二中学校
【第３位】玉造中学校【第３位】波崎第一中学校
＜女子の部＞
【優　勝】玉造中学校A【準優勝】玉造中学校 B
【第３位】麻生中学校A【第３位】波崎第一中学校

１２月６日（日）至徹館弓道場（潮来市）
白鳥悦男追悼射会並びに行方地区冬季大会

＜射詰＞
【優　勝】久保喜雄（麻生）
＜射込＞
【優　勝】草野　弘（麻生）【準優勝】額賀陽平（麻生）
【第３位】河須㟢恒（麻生）
＜団体＞
【優　勝】草野　弘（麻生）河須㟢恒（麻生）
＜金的＞久保喜雄（麻生）・柳町照夫（麻生）

第 30 回玉造ロータリークラブ杯
少年サッカー大会

１２月１２日（土）北浦運動場第１グラウンド

高学年の部【優　勝】FC麻生
低学年の部【優　勝】FC麻生

１２月１３日（日）麻生運動場弓道場
親善弓道大会

＜射詰＞
【優　勝】河須㟢恒（麻生）
＜射込＞
【優　勝】高橋秀行（麻生）【準優勝】久保喜雄（麻生）
【第３位】柳町照夫（麻生）
＜団体＞【優勝】久保喜雄（麻生）高橋秀行（麻生）

第 15 回行方市長杯少年サッカー大会
１２月１３日（日）北浦運動場第１グラウンド

【優　勝】鉾田 SSS【準優勝】延方 SSS
【第３位】青柳 EFC【第３位】旭 SSS

地域の助け合い活動を始めました　～ 地域協働促進事業 ～
　市では、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用して、今年度限定で地域協働促進事業補助金を
創設しました。この補助金を活用して、新たに地域の助け合い活動を開始した団体を紹介します。

【富田地区】
（菊池司郎代表）

富田地区において、主に災
害時における要支援者の
避難支援を行うため、地区
役員、民生委員児童委員、
消防団などによる連絡体
制を構築しています。

【山田四区絆の会】
（千ヶ﨑良治代表）

山田四区において、主に独
居高齢者宅の草刈りなどの
生活支援を行います。

【ひまわりの会】
（大原孝代表）

麻生地区において、主に独
居高齢者宅の草刈りなどの
生活支援を行います。

〈コメント〉
一人住まいの高齢者など、
災害の時にどうしても人の
手を借りなければいけない
場合がある。地区として、
そのような人の支援をして
いきたい。

〈コメント〉
住宅の草刈りを中心に活動
し、地域のために貢献した
い。新しいメンバーを入れ
ながら、長く継続できる活
動をしていきたい。

〈コメント〉
女性のできる範囲で小さな
活動を続けていきたい。い
ずれ自分たちも世話になる
かもしれないので、今、自
分たちができるうちに人の
助けになりたい。


