国道１２５号大谷バイパス
一部区間が開通しました
１３

１０月１０日、県民文化セ
ンターにおいて第４０回地
域安全茨城県民大会が開
催され、日頃の防犯活動
の功績により、村防犯連
絡員協議会安中分会の小
泉正雄さんが関東防犯協
会連絡協議会から「防犯
功労者」として、萩田正
義さんが県防犯協会から
「優良防犯連絡員」として
表彰されました。
今後とも、地域の皆さ
んの安心・安全のための
小泉正雄さん 活躍を期待しております。

１１月１８日「ゆるキャラ グランプリ２０１８」の投
票結果が発表されました。みほーすの最終順位は
順位は
昨年の全国１１６位・県内４位から大幅にアップし、
ップし、
全国７３位（７，
５９６ポイント）・茨城県内で１位とい
位とい
う非常に喜ばしい結果となりました。
投票期間が長期に及んだにもかかわらず、
投票期間が長期に及んだにもかかわらず、応援
応援
・ご協力をいただき厚く御礼申し上げます。
・ご協力をいただき厚く御礼申し上げます。引き
引き
続きみほーすの応援をよろしくお願いします
続きみほーすの応援をよろしくお願いします。
す。

地域安全茨城県民大会で
表彰されました
ゆるキャラ グランプリで
みほーすが茨城県１位に！

地域の話題を
お待ちしています
待
す
■総務課・広報係
９−８８５−０３４０（内）２０５
☎０２９−８

月 日︑国道１２５号バイパ
スの一部区間の開通に伴い︑﹁交通
安全祈願式﹂および﹁大谷跨道橋三
世代渡り初め式﹂が行われました︒
開通箇所は︑みほふれ愛プラザ先
から美浦トレセン進入路となって
いる村道１０２号線までの５８０
メートル︒交通渋滞の緩和等を理
由に︑村は長年に渡って早期開通
の要望活動を行っていました︒
開通式では関係者のあいさつと
安全祈願が行われた後︑美浦幼稚
園年長児による通り初めも行われ
ました︒清々しい青空のもと元気
いっぱい開通区間を歩きました︒
また︑バイパス整備に併せて架
けられた﹁大谷跨道橋﹂にて︑末
永く安心・安全に通行できますよ
うにとの願いを込め︑村内に三世
代で暮らす神田さん一家が渡り初
めを行いました︒
１２

２２
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江戸崎総合高校が
美浦中で出前授業

美浦中学校にて︑ 月 日から
月４日にかけて江戸崎総合高校メカ
ニカルテクノ系列選択の３年生によ
る出前授業が行われ︑２年生３クラ
スがそれぞれ授業を受けました︒
授業のテーマは﹁エンジン組み立
て〜動力の発生と伝達〜﹂︒９つのグ
ループに１人ずつ高校生がつき︑バ
ラバラになった教材用のエンジンを
実際に組み立てながら︑動力が発生
し伝達されていく仕組みの説明を受
けました︒
高校生たちの説明からは中学生に
分かりやすく伝えよう︑楽しんでも
らおうという意欲が伝わってくるよ
うでした︒中学生たちもそれにこた
えるように︑真剣な様子で授業に臨
んでいました︒江戸崎総合高校のみ
なさん︑ありがとうございました︒

１１

１２

バウンドテニス
国体プレ大会優勝！

木原小キッズ☆カンパニー
４人の社長が納税に

１
０月１
４日、つくばみらい市総合運動公園体育館
で行われた「いきいき茨城ゆめ国体デモンストレ
ーションスポーツ開催記念バウンドテニスプレ大
会」女子シングルの部において、美浦村在住の藤
原真弓さんが優勝し、県知事賞が授与されました。
おめでとうございます。

１
２月１０日、木原小学校６年生が実施している起
業体験「キッズ☆カンパニー」の代表児童４名が
村長室を訪れ、産業文化祭で得た売上の一部であ
る７，
２９６円を「税金」として寄附しました。
児童たちは感想を問われ、
「仲間と協力する大切
さ、お金を得ることの大変さなどを学ぶことがで
きた」などと語り、村長は「誰もができるわけで
はない貴重な経験。将来にいかして欲しい」と児
童たちを激励しました。

大谷小吹奏楽部今年も活躍！

美浦体操クラブ選手好成績

写真提供（株）フォトライフ

大谷小学校吹奏楽部は、８月１１日に「茨城県吹
奏楽コンクール」で金賞に入賞。また、８月３日
に開催された「ＴＢＳこども音楽コンクール」で
は優秀賞に輝き、１
２月２６日に開催される「東日本
優秀演奏発表会」に県代表として選出されました。
良い結果が聞けるのを楽しみにしています。
大谷小学校吹奏楽部第２
７回定期演奏会のお知らせ
◇日
◇会
◇曲

時 ２月３日
（日）午後１時３
０分開演
場 美浦村中央公民館
目 チャップリンタイムス 他

地区対抗女子バレーボール大会

第２３回地区対抗ゴルフ大会

１０月２８日農林漁業者トレーニングセンターにて

１１月１２日おかだいらゴルフリンクスにて

優 勝 土 屋
準優勝 美 駒
第３位 下舟子
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１１月１８日、北茨城市華川中学校にて「雨情の里
ジュニア体操交歓大会」が開催され、美浦体操ク
ラブ所属の椎名倫雅さんが男子中級個人総合１位、
佐々木暖心さんが女子上級個人総合１位、野口希
空さんが女子初級高学年個人総合２位、尾形明莉
さんが同じく個人総合３位、森安泰山さんが男子
初級低学年個人総合２位に輝いたほか、多数の選
手が入賞を果たしました。おめでとうございます。
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優 勝 美 駒Ａ
準優勝 土 屋Ａ
第３位 一の宮Ｂ

おめでとう 美浦所属馬
第３５回

か分からなかったのですが、実況でステルヴィオ号
の名前が連呼され先頭でゴールした瞬間は、今まで
に経験したことのない、声にもならないほどの嬉し
」と語ってくれました。また今後について
さでした。
は「ケガなく競走馬としての使命を全うして欲しい
と思います。力がある馬なので、結果は必ず残して
くれると思います。
」とのことでした。今後のますま
すの活躍が期待されますね。

木村哲也 調教師

国枝 栄 調教師

根岸真彦 調教助手

Ｗ．
ビュイック 騎手

がラストスパート態勢に移る中でもアーモンドアイ
号は余裕の手応え。逃げる先頭の馬をあっさりと交
わしそのまま差を広げてゴール。日本最強の称号を
手中に収めました。
厩務を担当する根岸真彦調教助手は、
「レース前の
パドックでは前走と違い落ち着いていました。ゲー
トに入る時、多少落ち着かない様子もありましたが
前走より上手くスタートを切ることができました。
古馬や男馬との戦いで結果を出せたのは嬉しいです。
今後目標とする海外での戦いにも繋がる勝利だと思
います。海外でも順調に結果を残してもらえれば嬉
しいです。
」と語ってくれました。
そのズバ抜けたパワーとスピードを持ってすれば
戦いの場が海外となっても、きっと期待に応えた走
りを見せてくれることでしょう。

チャンピオンズカップ

１
２月２日、中京競馬場
（１８００ｍ・ダートコース）
で
行われた第１
９回チャンピオンズカップにおいて、萩
原清厩舎所属のルヴァンスレーヴ号が、ファンから
の断然人気に力強く応え、優勝を果たしました。
スムーズにスタートを決めた後は、序盤から中盤、
そして最終コーナーを回るまで先頭集団の好位置に
つけレースを進めていた。最後の直線に入り抜け出
すと一気にスパート。食い下がるライバルに大差を
つけ先頭でゴール。見事勝利しました。
厩務を担当する原山博幸厩務員は、
「普段は、男馬
らしい元気の良い馬。レース直前のパドックからゲ
ートインまでも普段どおりといった感じで程よく気
合が入っていました。ゲートに入れた後は、ラジオ
でレースの実況を聞いており、ゴール前で馬の名前
は連呼されていましたが勝ったかわかりませんでし

土田祐也 調教助手

アーモンドアイ号

ジャパンカップ

１
１月２
５日、東京競馬場
（２４００ｍ・芝コース）
で行わ
れた第３
８回ジャパンカップにおいて、国枝栄厩舎所
属のアーモンドアイ号が、これまでのコースレコー
ドを１．
５秒も更新するという驚異的な記録で優勝し
ました。
逃げる先頭の馬を後ろから見守るかのように好位
置に付けて序盤、中盤とレースを進める。レース終
盤、最終コーナーを回り直線に入ったところで各馬

第１９回

ステルヴィオ号

マイルチャンピオンシップ

１
１月１
８日、京都競馬場
（１６００ｍ・芝コース）
で行わ
れた第３
５回マイルチャンピオンシップで、木村哲也
厩舎所属のステルヴィオ号がライバル混戦のレース
を制し見事優勝を果たしました。
序盤から中盤、そして最終コーナーを回るまで中
団に位置し、レースを進めていた。最後の直線に入
ってもまだなお大混戦でしたが、ステルヴィオ号が
最後に抜け出し先頭でゴール。見事ライバル達を破
り優勝しました。
厩務を担当する土田祐也調教助手は、
「普段は子ど
もっぽい馬。パドックでは気持ちが乗ってきて良い
感じだったのですが、いざゲートに入ってからは待
つ時間が長かったので落ち着かない様子で、騎手に
怒られたりしていました。ゲートに入れた後はモニ
ターでレースを見ていました。ゴール前まで勝てる

第３８回

GⅠ 制覇

ルヴァンスレーヴ号

た。勝ったと確信した瞬間は嬉しさは当然ながら、
ファンからの人気をかなり背負っていたので、安心
した、ホッとしたという気持ちが大きかったです。
ルヴァンスレーヴ号はまだ成長過程でこれからまだ
まだ伸びると思うので、これからも良い状態でレー
スに出走させ、関係者やファンの期待に応えたいで
す。
」と力強く語ってくれました。今後のますますの
活躍が期待されますね。

萩原 清 調教師

原山博幸 厩務員
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