
親子教室＆ス・トミック講座

ス・トミック講座

《五感・表現》

手作り人形劇を楽しもう
・期　日　８月２６日（火）９時３０分受付

・場　所　麻生公民館

・講　師  ふるさとの会のみなさん

ス・トミック講座のようす

６月２５日（水）は～い♪たいそうの時間ですよ
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　子育て支援センターは子どもが心身ともに健やかに成長できるよう，地域全体で子どもを見守るシ

ステムをコーディネートするところです。

 放課後児童クラブの指導員さ

んを若干名募集しています。

希望者は子育て支援センター

までご連絡ください。

子育て支援センター
☎０２９９-５５-０１３０（直通）
子育て相談・・・水曜日は夜７時まで相談

を電話・窓口で受け付けています。

休日は第１日曜日に５時まで電話にて受

け付けています。

会場（麻生…麻生公民館・北浦…北浦公民館・玉造…玉造保健センター）

子育て広場８月の予定　８月実施予定の教室，講座です。期日や内容等はチラシ

でお知らせします。たくさんの親子の参加をお待ちしてい

ます。

 《五感・表現》

レッツ！ボディペインティンぐぅ～
～指絵の具で遊ぼう～

・期　日　８月５日（火）９時４０分受付

           　雨天順延

・場　所　高須崎交流センター

・その他　絵の具がついてもよい服装，着替え等

8月
麻　生 北　浦 玉　造

午前
9：30～
11：30

午後
1：30～
3：30

午前
9：30～
11：30

午後
1：30～
3：30

午前
9：30～
11：30

午後
1：30～
3：30

1 金 ○ ○

2 土

3 日

4 月 ○

5 火 親子教室，ス・トミック ○ ○

6 水 ○ ○

7 木 ○ ○

8 金 ○ ○ ○

9 土

10 日

11 月 ○ ○

12 火

13 水

14 木

15 金

16 土

17 日

18 月 ○

19 火 ○ ○ ○

20 水 ○ ○

21 木 ○ ○ ○

22 金 ○ ○ ○

23 土

24 日

25 月

26 火 ス・トッミック講座 ○ ○

27 水 ○ ○

28 木 ○ ○

29 金 ○ ○ ○

30 土

31 日
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◆第３回市内ミニバスケットボール大会結果◆
　６月７日（土）北浦運動場体育館において男子
２チーム・女子６チームの参加により開催されま
した。
【優　勝】津澄ＭＢＳＳ
【準優勝】玉造山王ミニバス
【第３位】要ミニバス

○第３回行方市クロッケー大会結果○
　６月１３日（金）北浦第１グラウンドにおいて
３２チームの参加により、５コートに分かれ開催
されました。

◎第３回行方市近隣中学校軟式野球大会結果◎
　５月２４日に１・２回戦、６月１４日に準決勝
及び決勝が近隣１６中学校の参加により開催され
ました。
【優　勝】鉾田市立大洋中学校
【準優勝】行方市立麻生中学校【準優勝】行方市立麻生中学校
【第３位】鉾田市立鉾田南中学校
【第３位】鉾田市立旭中学校

○平成20年度行方市軟式野球連盟前期大会結果○
　５月１１日・６月８日（日）の２日間にわたり、
麻生運動場野球場において開催されました。
【優　勝】グロリアス
【準優勝】キャッツ
【第３位】クライマーズ
【第３位】黒潮クラブ

○平成２０年度行方市春季バドミントン大会結果○
　６月１５日（日）北浦体育館において９６人の参
加により開催されました。
男子ダブルスＡ
【優　勝】原・楠本組（玉造クラブ）
【準優勝】横田・山口組（鉾田２高）
男子ダブルスＢ
【優　勝】森・野沢組（Ｍ＆Ｊ）
【準優勝】小沼・勢子組（大洋クラブ）
男子ダブルスＣ
【優　勝】田上・桜井組（小川シャトル）
【準優勝】側・粟野組（小川シャトル）
女子ダブルスＡ
【優　勝】森・野沢組（Ｍ＆Ｊ）
【準優勝】飯田・関澤組（Ｍ＆Ｊ）
女子ダブルスＢ
【優　勝】萩原・山口組（かぼちゃクラブ）
【準優勝】栗原・平間組（玉造クラブ）
女子ダブルスＣ
【優　勝】桝田・吉野組（北浦クラブ）
【準優勝】大原・喜納組（江戸崎同好会）

○第３回行方市インディアカ大会結果○
　６月８日（日）玉造運動場体育館において、
１３チームの参加により開催されました。
【優　勝】Apri
【準優勝】鉾田クラブ B
【第３位】オリーブ

◆第１８回玉造ロータリークラブ少年サッカー大会結果◆
　６月１５日（日）玉造運動場グラウンドにおい
て開催されました。
【優　勝】津澄サッカー
【準優勝】玉造山王サッカー
【第３位】大和サッカー
【第３位】武田サッカー

【第１コート優勝】松寿会Ａ
【第２コート優勝】松寿会Ｂ
【第３コート優勝】松寿会Ｃ
【第４コート優勝】行戸福寿会Ａ
【第５コート優勝】行戸福寿会Ｂ

↑優勝されたチームのみなさん

↑準優勝　麻生中学校野球部のみなさん

↑優勝された津澄サッカーのみなさん

↑優勝　グロリアスの　みなさん
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【問合せ・申込先】
　スポーツ振興課（北浦体育館内）
☎0291-35-2120  FAX0291-35-3854
麻生運動場　☎ 0299-77-0791
玉造運動場　☎ 0299-55-3211

◆第３回行方杯剣道大会結果◆
　６月２２日（日）麻生運動場体育館において、
中学生の部では男子２９校・女子２２校、小学生
の部では１８スポーツ少年団の参加により盛大に
開催されました。小学生団体の部では、行方少年
剣友会が入賞しました。
中学生男子団体の部
【優　勝】神栖市立神栖第４中学校
中学生男子個人の部
【優　勝】保立　拓真（神栖１中）
中学生女子団体の部
【優　勝】潮来市立潮来第１中学校
中学生女子個人の部
【優　勝】小幡　有希（潮来１中）
小学生団体の部
【優　勝】牛堀少年剣道愛好会
【準優勝】延方剣道スポーツ少年団
【第３位】堅倉剣道スポーツ少年団
【第３位】行方少年剣友会行方少年剣友会
小学生個人の部
【優　勝】吉川　武志（牛堀少年剣道愛好会）

◆行方地区弓道大会結果◆
　６月２９日（日）潮来高校弓道場において、
２１名の参加により開催されました。
射詰の部
【優　勝】斉藤　勝美
射込の部
【優　勝】小沼　豊
【準優勝】久保　喜雄
【第３位】斉藤　勝美
団　　体
【優　勝】久保　喜雄・白鳥　悦男・深沢　辰五郎
金的賞
元木　康晴・小沼　和子

■第３回行方市民ゴルフ大会結果■
　６月１７日（火）ノースショアカントリークラ
ブにおいて１５３名の参加により開催されました。
●男子の部
【優　勝】小沼　弘和　NET：69.6　GROSS：78
【準優勝】理崎　定男　NET：70.4　GROSS：80
【第３位】石橋　昌夫　NET：71.0　GROSS：101
●女子の部
【優　勝】高田かずき　NET：73.6　GROSS：124
【準優勝】小原　洋美　NET：73.8　GROSS：93
【第３位】塙　美智子　NET：74.0　GROSS：92
●ベストグロス74　平山　一郎

↑優勝された　小沼さん・高田さん

≪チャリティ≫
　この大会で、２カ所（IN・OUTコース）にチャ
リティホールを設け、参加者の皆様に募金をして
いただきました。総額 68,500 円の募金が集まり、
行方市社会福祉協議会へ寄付をしました。

↑準優勝　北浦中

◆第３回行方市中学生ハンドボール大会結果◆
　６月２８日・２９日の２日間にわたり、麻生運
動場体育館ほか２会場において、男子１２チーム・
女子９チームの参加により開催されました。
男子の部
【優　勝】守谷市立けやき台中学校
【準優勝】常総市立水海道西中学校
【第３位】美浦村立美浦中学校
女子の部
【優　勝】常総市立鬼怒中学校
【準優勝】行方市立北浦中学校
【第３位】行方市立麻生中学校

↑第３位　麻生中
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＜第３回行方市民総合スポーツ大会結果＞
　７月６日（日）市内体育施設及び各学校施設

において 11 種目、参加選手数 1,300 名の参加に

より開催されました。

＜各種目大会結果＞

＜バレーボール＞

参加チーム数：ママさんバレー　１７

【優　勝】羽生クラブ

【準優勝】北浦中 PTA

【第３位】カラーズ

＜ソフトボール＞参加チーム数：３２

【優　勝】津澄小 PTA

【準優勝】武蔵

【第３位】新宮同志会／ボンジャック

＜バスケットボール＞

参加チーム数　男子５／女子２

●男子の部【優　勝】北浦クラブ

　　　　　 【準優勝】麻生バスケットボールクラブ

●女子の部【優　勝】北浦クラブ

　　　　　 【準優勝】フラワー

＜ソフトテニス＞

参加チーム　中学生女子３９組／ミックス４組

　　　　　　一般・壮年　１１組

●ミックスの部

【優　勝】並木・羽生組

【準優勝】荻沼・野原組

【第３位】坂本・小沼組／飯島・渡辺組

●中学生の部

【優　勝】根本・野原組（北浦中）

【準優勝】大原・羽場組（玉造中）

【第３位】大和田・羽場組（玉造中）／羽生・羽

生組（麻生１中）

●一般の部

【優　勝】高野・桝田組

【準優勝】栗股・高野組

【第３位】平野・梅原組／出沼・平野組

＜テニス＞

●男子シングルス

【優　勝】堀米　隆

【準優勝】山田　純

【第３位】金田　郁夫／鈴木　賢一

●男子ダブルス

【優　勝】鈴木・堀米組

【準優勝】山田・池田組

【第３位】相川・宮本組

＜バドミントン＞参加チーム数　４（団体戦）

【優　勝】千代田

【準優勝】北浦 B【第３位】北浦 A

＜ソフトバレーボール＞参加チーム数　９

●フリークラス／【優　勝】球遊会 A

【準優勝】球遊会Ｂ／【第３位】スパークル

●シルバークラス／【優　勝】ドリームエンジェル

●ゴールドクラス／【優　勝】太陽 B

＜剣　道＞

●団体戦

【優　勝】行方市剣友会 A

【準優勝】行方市剣友会Ｃ

【第３位】行方市剣友会Ｂ

●個人戦

【優　勝】本田　竜一【準優勝】平野　敏

【第３位】高野　良太／岡部　弘

＜卓　球＞

●男子ダブルス

【優　勝】荒木田　祐希・茂木　祐太

【準優勝】郡司　祥伍・沼田　拓

【第３位】高村　一夫・山本　進一

●男子シングルス

【優　勝】沼田　拓

【準優勝】高村　一夫【第３位】山本　進一

＜ヨット・水上バイク体験＞

●第２回行方市オープンヨットレース成績表

【優　勝】小峰　実・吉原　雅美

【準優勝】額賀　高志

【第３位】石神　博／山口　政文

＜ハンドボール＞男子１３／女子９

●男子の部

【優　勝】麻生フェニックス

【準優勝】麻生フェニックスＪｒ．保護者

【第３位】麻生中／玉造中Ａ

●女子の部

【優　勝】麻生中

【準優勝】富里北中

【第３位】北浦中Ａ／麻生フェニックスＪｒ．保護者


