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まちの話題

千年村プロジェクトとの包括連携協定
　３月６日（土）、行方市は、千年村プロジェクト（早稲田大学教授　中谷礼仁共同代表ほか）と持続的環境形成
に関する包括連携協定をオンラインにより締結しました。
　千年村は、千年以上にわたり、自然的社会的災害・変化を乗り越えて、生産と生活が持続的に営まれてきた集落・
地域をさし、本市麻生は、平成 29 年3月に同プロジェクトが認証制度に基づいて、主体的に認証した全国で初め
ての地区です。
　今後、協定に基づき、市内の持続的環境にまつわる調査研究や持続可能なまちづくり、情報発信およびシティプ
ロモーションなど、相互協力が可能な各分野において、連携および協力をしていきます。なお、同プロジェクトと自
治体が包括連携協定を締結するのは、全国初の取り組みとなります。

本市の状況を説明する鈴木市長 （右）千年村プロジェクト　早稲田大学教授　中谷礼仁共同代表

「ZIP！お天気キャスター小林正寿さん」の講演会が開催されました
　３月19�日（金）、玉造中学校において、「ZIP！お天気キャスター小林正寿さん」の講演会が開催されました。
　この講演会は、小林キャスターと市公式ツイッターの交流から実現にいたったもので、玉造中学校２年生の総合的な学習の時
間を活用し『将来の選択～気象予報士になったわけ～』と題して開催されたものです。
　講演会では、進路選択にかかわる話のほか、気象予報士を目指したきっかけと仕事内容、「思いやりのある天気予報」を心掛
けてのお天気の伝え方について、講演をいただきました。受講した生徒たちにとっても、将来の進路や職業選択に向けて、大変
貴重な体験となりました。

講演終了後に生徒たちと一緒にZIP！ポーズ講演の様子

▼ZIP！お天気キャスター小林正寿さんの情報はこちら▼　
・プロフィール　https://caster.weathermap.co.jp/kobayashi-masatoshi
・ツイッター　　https://twitter.com/wm_mkobayashi
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新入学児童の交通安全を願って 新入生を激励

　３月 23 日（火）、JA なめがたしおさい
から、令和 3年度に市内の小学校に入学す
る児童に対して、交通安全帽子（黄色い帽
子）および連絡帳を寄贈いただきました。
　これは、交通安全の啓発や交通事故防止
に役立ててほしいと、ＪＡ共済茨城県本部
が昭和 52 年度の入学生に寄贈して以来、
毎年実施いただいているものです。
　寄贈された帽子および連絡帳は、各小学
校を通じ、新小学１年生に配布しました。

　4月 5 日（月）、一二三会（阿部剛会長
　会員 14人）の熊谷一男事務局長、菅谷
千明様が横田英一教育長を訪ね、玉造小学
校、玉造中学校の 1年生にそれぞれ連絡帳
と赤青鉛筆、シャープペンシルを贈呈しま
した。
　一二三会は、平成元年から 3年間、玉造
中学校の PTA 会長、副会長の任にあった
仲間で平成 5年に結成した団体です。平成
17年から毎年実施してきた「チャリティー
餅つき大会」では、市社会福祉協議会に
14年間にわたり、その利益金を、平成 26
年度には玉造中学校に「校歌碑」を寄贈い
ただきました。

ＪＡなめがたしおさいが
交通安全帽子と連絡帳を寄贈

一二三会が学用品を贈呈

自衛官募集相談員の委嘱状が交付されました。
　自衛官募集相談員の委嘱状が、３人の方に交付されましたので、ご紹介します。
　自衛官募集相談員は、志願者に関する情報の提供や、自衛隊地方協力本部の行う募集のための広報に対する援助を行って
おり、任期は２年間となっています。
　委嘱されました皆さまには、今後２年間、自衛官募集はもとより、市民と自衛隊との橋渡し役として活躍いただきますよ
うご期待申し上げます。

井坂　文稔　様　　額賀　勝尾　様　　中川　文男　様

常陽銀行から防犯ブザー 行方警察署および行方地区防犯協会から防犯用品

　株式会社常陽銀行から、令和 3年度の新入学児童全員に防犯ブ
ザーが送られました。
　4月 2日（金）、常陽銀行麻生支店長兼北浦支店長　横山英則
様が教育長を訪ね「児童ひとりひとりの防犯対策になれば」と防
犯ブザー 230個を手渡しました。
　平成 17年から毎年寄贈いただき、本年で 17回目となります。

　３月 26日（金）、行方警察署および行方地区防犯協会から、
令和 3年度の新入学児童・生徒全員に、防犯用品をいただきま
した。
　小学１年生には「いかのおすし」の防犯用語が書かれた文具
セットとランドセルカバーを、中学１年生には自転車盗難防止
のためのワイヤーロックをいただきました。

新入学児童・生徒の防犯対策に
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令和２年度茨城県優良子ども会等表彰

〈写真：�左〉行方市子ども会育成連絡協議会　宮河　昇　会長
〈写真：�右〉西子ども会育成会　髙塚　弘一　会長

　令和 2年度茨城県優良子ども会等表彰の受賞団体が決定しま
した。
　本市からは、優良子ども会として、玉造西学区の「西子ども会」
が受賞しました。
　この賞は、活発な子ども会活動によって、子ども達の社会生
活や日常生活の充実に成果を上げ、子どもの健全育成や明るい
地域づくりに貢献している団体に贈られます。
　今回、受賞された西子ども会は、子ども会活動の一環として
積極的に地域の「まつり」に参加し、地域の伝統文化に親しみ
ながらその継承を担っています。また、地域住民との世代を超
えた交流によって、地域コミュニティの形成にも貢献していま
す。受賞された西子ども会の皆さん、おめでとうございます。

　令和 3年 3月 12日（金）、社会教育功労者文部科学大臣表彰伝達
式が、茨城県庁において行われ、茨城県教育委員会小泉元伸教育長
より授与されました。
　県庁での表彰伝達式後、玉造庁舎にて、鈴木市長を表敬訪問し、
受賞の報告を行いました。
　社会教育功労者文部科学大臣表彰は、全国で 80人、茨城県でも 2
人しか受賞できないたいへん栄誉ある素晴らしい賞です。
　本来であれば、2月 26日（金）に文部科学省で表彰式を実施する
予定でしたが、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、オンライ
ンによる表彰式となりました。
　宮内俊雄さんは、平成 2年から現在に至るまでの 30年間、行方
市のみならず茨城県の社会教育の推進・発展のためにご尽力されて
きました。現在も茨城県社会教育委員連絡協議会の副会長としてご
活躍なさっています。
　この度は、永年の社会教育の推進に貢献し、その功績が認められ
受賞となりました。おめでとうございます。

社会教育功労者文部科学大臣表彰

令和２年度茨城県青少年育成協会
青少年団体等顕彰 行方市高校生会

　令和 3年 3月 24日（水）、令和 2年度茨城県青少年育成協会青少年団
体等表彰式が、県立青少年会館において行われ、本市からは、行方市高
校生会が表彰されました。
　表彰式では、地域において地道に優れた活動を展開している青少年団
体等に表彰状が贈られました。
　同 29日（月）には、高校生会を代表して 4人が、青少年育成行方市
民会議鈴木周也会長と行方市教育委員会横田英一教育長に面会し、この
度の受賞について報告を行いました。
　行方市高校生会は、市主催事業等の運営に高校生ボランティアとして
携わるほか、市内の小学生を対象とするキャンプ事業では、ジュニアリー
ダーとしても活躍しています。
　令和2年度はコロナ禍もあり、活動内容が限られる1年となりましたが、
花壇整備など実施できる活動を中心に、地域の皆さんと協力して活動し
ました。
　表彰では、これらの継続した取り組みや、その功績が認められ受賞と
なりました。行方市高校生会の皆さん、おめでとうございます。

　3月 25日（木）、市保健センターにて、多年にわたり市民の
食育や健康づくりに尽力されたとして、行方市食生活改善推進
員の方の表彰式が行われました。
【表彰内容】（敬称略）
茨城県保健福祉部長賞
　根本　維子、寺内　初江、荒井　淑子
茨城県食生活改善推進員会長賞
　杉山　陽子、邉田　眞智子
茨城県潮来保健所長賞
　大河　幸栄、関口　多喜子、宮内　和子、宮内　明子、
　成田　恭子、吉田　はるみ、吉田　和江、荒井　初枝、
　宮内　千惠子、川尻　良江
　行方市食生活改善推進員は、“私達の健康は私達の手で”をス
ローガンに、食を通した健康づくりのボランティアとして活動
されています。
　受賞された皆さまにおかれましては、今後も引き続きご尽力
をいただきたいと思います。

宮内　俊雄　さん
地域の健康づくりに貢献
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西子ども会　（玉造西学区）
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令和３年度行方市消防団役員を
お知らせします

【本部】
団長　邉田　和夫
副団長兼麻生支団長　伊藤　栄司
副団長兼北浦支団長　森崎　正暁
副団長兼玉造支団長　阿部　浩幸
【麻生支団】
副支団長　前嶋　俊之
第 1分団長　諏訪　雅俊　　同副分団長　小野澤　秀和
第 2分団長　大原　哲　　　同副分団長　小島　崇弘
第 3分団長　栢葉　雅洋　　同副分団長　髙嵜　恵助
第 4分団長　本田　竜一　　同副分団長　河須﨑　孝博
第 5分団長　大貫　明　　　同副分団長　浜田　秀明
【北浦支団】
副支団長　真家　孝之
第 1分団長　岡里　亮　　　同副分団長　伊藤　徹也
第 2分団長　前田　正宏　　同副分団長　齋藤　育男
第 3分団長　浅野　悦朗　　同副分団長　宮内　洋
第 4分団長　河野　秀夫　　同副分団長　髙栁　寿生
【玉造支団】
副支団長　小沼　精一
第 1分団長　荒木田　守　　同副分団長　田山　正貴
第 2分団長　岡里　栄一　　同副分団長　磯山　裕之
第 3分団長　塙　昭浩　　　同副分団長　瀧崎　健太郎
第 4分団長　風間　亨　　　同副分団長　小松﨑　伸
第 5分団長　岡田　祐樹　　同副分団長　小松﨑　亨

　教育委員会教育長 (任命 )・公平委員会委員 (選任 ) が、
議会の同意を得て市長から任命・選任されています。
　教育委員会教育長に横田英一氏、公平委員会委員に平
山博氏が再任されました。
　任期は、4月 1日から教育長が 3年間、公平委員会委
員が 4年間です。
・教育委員会教育長　横田　英一　氏
・公平委員会委員　平山　博　氏

教育委員会教育長・公平委員会委員が
それぞれ任命、選任されています

教育委員会教育長　横田英一氏（左） 公平委員会委員　平山博氏（左）

行方市民テニス大会
令和３年３月７日（日）　29 人参加

男子ダブルス
【優　勝】　相川・飯島 (光 )
【準優勝】　佐野・林
【第３位】　飯島・鹿志村

女子ダブルス
【優　勝】　小松崎・宇野
【準優勝】　大森・原田
【第３位】　荒木田・飯島

令和 2 年度
行方ソフトボール連盟大会

【優　勝】　グロリアス
【準優勝】　マルミ
【第３位】　新宮同志会
【第３位】　大和乃風

第 24 回クロッケー大会
令和 3 年 3 月 24 日（水）

優　勝】　永寿会【準優勝】　東寿会【第３位】　寿会

第 14 回行方市学童野球大会
新人戦

Aブロック【優　勝】神栖ブルーウェーブ
　　　　　 【準優勝】波崎ジュニアーズ
Bブロック【優　勝】波崎ブルージャイアンツ
　　　　　 【準優勝】玉造ジャイアンツ
Cブロック 【優　勝】旭ドジャース
　　　　　 【準優勝】神栖マリーンズ

射会

射詰　【優　勝】 河須崎　恒（麻生）
射込　【優　勝】 高橋　秀行（麻生）
　　　【準優勝】 柳町　照夫（麻生）
　　　【第３位】 佐藤　至学（玉造）
団体　【優　勝】 久保　喜雄（麻生）河須崎　恒（麻生）
　　　 　　　   斉藤　勝美（玉造）額賀　陽平（麻生）
　　　　　　　 佐藤　至学（玉造）

令和 3 年 3 月 21 日（日）

令和 3 年 3 月 20 日（土）北浦第 2 グラウンド
　　　　　   浜球場

令和 3 年 2 月 28 日（日）

第 15 回行方杯少年サッカー大会
令和 3 年 3 月 14 日（日）　かすみの郷（潮来市）

【優　勝】　鉾田 SSS
【準優勝】　FC麻生
【第３位】　玉造 FC
【第３位】　日の出 SSS
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