日＝日程

所＝場所

内＝内容

対＝対象

定＝定員

講＝講師

￥＝費用

ま

持＝持ち物

申＝申し込み方法
ちの話題

USHIKU NEWS

国体に向けて白熱試合

快挙！牛久一中の歌声が全国３位

国体リハーサル大会・軟式野球競技

全日本合唱コンクール全国大会中学校部門で

いよいよ来年開催される
「いきいき茨城ゆめ
国体2019」軟式野球競技のリハーサル大会が、

牛久一中混声合唱団が金賞
10月28日、
第71回全日本合唱コンクール全国大会中

11月3日に牛久運動公園野球場で開催されまし

学校部門で、関東支部代表として出場した牛久第一

た。当日は開催地代表として
「筑波病院」
のチー

中学校混声合唱団が混声の部で金賞に輝きました。
ま

ムが出場し、秋晴れの中、白熱したプレーが繰

た、第３位にあたる長野市教育委員会賞も受賞。有志

り広げられました。

生徒41人からなる合唱団の生徒たちは昼休みや休日
など忙しい合間をぬって練習を重ねてきました。団
長の河村さつきさん
（3年）は、
「やっぱりステージは
楽しい。金賞の発表を聞いたときは感極まった。ここ
まで頑張って本当によかった」と喜びを語りました。

寄

付

温かい善意ありがとうございます

●牛久市商工会女性部
11月6日、
牛久市商工会女性部から牛久市社会
福祉協議会へ3万円寄付されました。
同部からは

国道６号牛久土浦バイパスの
建設促進を要望
11月1日、
「牛久市・つくば市・つくばみらい市交
通体系整備促進連絡協議会」
（会長：根本牛久市長）
は、
「一般国道6号都市計画道路牛久土浦線等建設

毎年
「うしくWaiワイま

促進期成同盟会」（会長：中川土浦市長）と合同で、

つり」の収益金の一部

阿達国土交通大臣政務官に対し、国道6号牛久土浦

をご寄付いただいてお

バイパス建設促進の要望書を提出しました。当バ

り、地域福祉推進のた

イパスの建設促進の強い要望に対し、阿達政務官

めに活用しています。

から「早期の着工・完成に向けて頑張る」と回答を
いただきました。当日は、板倉牛久市議会議長、市

●牛久市商工会工業建設業部会工業クラブ

川議員、葉梨衆議院議員をはじめとした茨城県選

11月6日、
牛久市商工会工業建設部会工業クラ

出国会議員も同行していただき、阿達政務官に対

ブから牛久市社会福祉協議会へ17,890円が寄付

し地域全体で強く望んでいることを訴えました。

されました。
同クラブから毎年
「うしくWaiワイま
つり」の遊びのブース
を出店した際の収益を
全額ご寄付いただいて
います。
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最優秀賞受賞作品は
12月中旬から
市役所に懸垂幕として
掲揚します！

第一回健診川柳発表
第7回みんなのしあわせ見本市
健康や福祉の情報提供体験

第一回健診川柳受賞作品

イベント
「第7回みんなのしあわ

ま

ちの話題
USHIKU NEWS

茨城県の記録を更新
全日本マスターズ混成競技選手権大会
10月13日、神奈川県で開催された、
「第
29回全日本マスターズ混成競技選手権
いいじま しげる

せ見本市」が11月11日に開催さ

大会」において、飯島繁さん
（81歳）がマ

れ、障がい者スポーツや体操・健

スターズ男子5種競技M80クラスに出場

康チェックなどを来場者が楽し

し、第2位の成績を収め、その記録が茨

みました。また、今年は第一回

城県の記録を更新しました。11月2日に

健診川柳の発表が行われ、305

市長を表敬訪問した飯島さんは、
「85歳

件の応募の中から選ばれた最優

までには日本記録を作りたい」と意気込

秀賞1名、優秀賞2名の方が表彰

みを語り、
根本市長は
「ぜひ頑張ってほし

されました。最優秀賞を受賞し

い」
と激励しました。

し も あ お き ひとし

た下青木均さんは、
「健診を受け
た際、
川柳の募集を知った。面白
く楽しく作った」
と話しました。
受賞者（写真右から）
し も あ お き ひとし
◆最優秀賞 下青木均さん
◆優秀賞
◆優秀賞

橋本茂子さん
しもとおの

下遠野富士子さん

▲

ハンドアーチェリー体験コーナー

市民が各地の秋を満喫

東電に原発事故損害賠償請求

第36回牛久市民号＆常陸秋そばフェスティバル

稲敷地区6市町村放射能対策協議会

10月23日～24日、市民120人が
「第36回牛久市民号」
みやこうえん

11月5日、稲敷地区6市町村放射能対策協

に参加し山梨県を訪れました。1日目は宮光園でワイ

議会
（会長：根本牛久市長）
は東京電力ホー

ン醸造の歴史を学び、夜は石和温泉に宿泊し、2日目

ルディングス
（株）
に対して、平成29年度分

さいこ

ねんば

は西湖いやしの里根場で絶景の富士山を見ることがで

の放射能対策経費として、6市町村合計で

きました。2日間に亘り市民同士の交流を深めました。

約1,724万円の損害賠償請求をしました。こ

また、11月10日、姉妹都市・常陸太田市との交流を

のうち牛久市分は約1,047万円です。当日は

目的に「常陸秋そばフェスティバル里山フェア2018」

請求書を手渡した後、各首長とともに、こ

見学ツアーが行われました。51人の参加者は大久保常

れまで請求を行った経費のうち、未払いと

陸太田市長らの歓迎を受け、紅葉の竜神大吊橋、秋そ

なっている人件費をはじめとする経費の早

ばフェスティバルでの食事、道の駅ひたちおおたでの

急な賠償を求めました。

買い物を楽しみました。

▲富士河口湖町 西湖いやしの里根場 ▲常陸太田市 竜神大吊橋

▲6市町村の首長を代表して、
東京電力ホールディン
グス（株）公共補償センターの益塚直樹所長
（写真
一番左）
に請求書を手渡す根本牛久市長
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今年も、秋のにぎWai
「Waiワイまつり」
「としょかんまつり」
「菊まつり」

第9回うしく菊まつり受賞者

11月3日「第28回うしくWaiワイまつり」
「第26回としょかんま
、
つり」
「第9回うしく菊まつり」が開催され、会場の中央生涯学習
、
センターと中央図書館には大勢の市
民が訪れました。菊まつりでは菊の
愛好家たちが育てた菊が並びました。
また中央図書館では、小川芋銭生誕
◆牛久市長賞
すぎたに た け じ
杉谷 武治さん
（写真中央）

150年を記念した
「ぼくのわたしの
カッパ」と題したワークショップが

◆牛久市議会議長賞
なかの
ほ つ み
中野 保津美さん
（写真一番左）

開催され、子どもたちはオリジナル

◆牛久市教育長賞
くらもち ようぞう
倉持 要造さん
（写真左から2番目）

のカッパのお皿を作り、最後はカッ
パの姿に変身し、牛久沼のパネルを
背景に撮影会を行いました。

１

◆牛久市商工会会長賞
ご い みつはる
五井 三晴さん
（写真右から2番目）
◆牛久市文化協会会長賞
こしがえ ゆ う た ろ う
腰替 勇太郎さん
（写真一番右）

２

３

１ と
 しょか んまつりで のアートワーク
ショップ。カッパになって
「はいポーズ！」
２ うしくWaiワイまつり会場
３ 小川芋銭ライブスケッチをする講師の
掘雄太氏

大きくなって、帰ってきてね

健闘！消防団員

牛久沼うなぎ放流・自然観察の集い

県消防ポンプ操法競技大会県南南部地区大会出場

11月3日に牛久沼の稲荷川河川敷で、
「うなぎ放

10月14日、
守谷市常総広域環境センター多目的

流・自然観察の集い」
が開催されました。
当日は天

広場駐車場で第69回茨城県消防ポンプ操法競技大

候にも恵まれ、
市内の小学生など、
約100人が参加。

会県南南部地区大会が開催されました。
この大会

ウナギの稚魚15キロ
（約750匹）
を
「大きくなって、

は、
牛久市を含む5市3町1村の消防団から代表チー

戻ってきてね」
などの掛け声とともに沼に放流し

ムが出場し、
消防ポンプ操法を競うものです。
競技

ました。
また、
放流後には牛久沼周辺での自然観

では的確なポンプ操作、
規律、
スピード、
チームワー

察会が行われ、
牛久沼に暮らす生き物たちとのふ

クなどが審査員により厳正、
公平に採点されます。

れあいも楽しみました。
これからも皆さんで大き

牛久市からは第3分団
（城中）が小型ポンプの部に

く育ったうなぎたちが戻ってこられるように牛久

出場。
半年にわたる練習の成果を発揮し、
敢闘賞を

沼をきれいにしていきましょう。

受賞しました。
応援ありがとうございました。
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