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◆第27回関東小学生
ソフトテニス選手権大会結果◆

　７月５日（土）群馬県前橋市において開催され、

当市の玉造山王ソフトテニススポーツ少年団の選

手が入賞いたしました。おめでとうございます。

【低学年女子の部　第３位】

吉川　莉未・大和田　愛

◆第８回行方市親善ゲートボール大会結果◆
　７月９日（水）玉造運動場グラウンドにおいて、

２１チームの参加により開催されました。

【優　勝】桃浦チーム

【準優勝】天寿会 Aチーム

【第３位】吉川 Aチーム

【第３位】小貫チーム

◆第５回行方市民社会人サッカー大会結果◆
　７月１３日（日）予選リーグ、７月２０日に決

勝トーナメント戦が北浦第１グラウンドほか１会

場にて開催されました。

【優　勝】R355

【準優勝】AC．ミーンマシン

【第３位】上山 FC

↑優勝　桃浦チーム

↑準優勝　天寿会 Aチーム

↑優勝 R355

↑準優勝　AC. ミーンマシン

●第２６回行方市近隣スポーツ少年団
サッカー大会結果●

　８月３日（日）、北浦第１・第２グラウンドに

おいて１８チームの参加により開催されました。

【優　勝】　津澄サッカースポーツ少年団

【準優勝】　大野サッカースポーツ少年団

【第３位】　小貫サッカースポーツ少年団

【第３位】　要サッカースポーツ少年団

↑優勝　津澄サッカーのみなさん
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＝＝＝秋の日帰り登山参加者募集＝＝＝
　秋の日帰り登山の参加者を下記のとおり募集し

ます。

期　　日　　１０月１５日（水）

行　　先　　福 島 県  磐 梯 山

参 加 費　　１人　４，０００円

募集人員　　４０名

募集期間　　９月９日（火）～９月１６日（火）

応募方法　　往復はがきの「往信用裏面」に、住所、

氏名、年齢、性別、電話番号を記入

の上申し込んでください。

　　　　　　１枚のはがきで２人まで（２人の住

所、氏名、年齢、性別、電話番号を

記入）申込みできます。

　　　　　　ただし、同一人が複数申し込んだ場

合は無効といたします。

　　　　　　また、返信用には宛先を記載願いま

す。裏面は白紙でお願いします。（２

名申込の方は代表者住所・氏名）

申し込み先　〒３１１－１７０４

　　　　　　行方市山田２１７５

　　　　　　行方市スポーツ振興課内

　　　　　　行方市体育協会事務局

※参加申込み人数が募集人員を超えた場合は、主

催者側で厳正なる抽選により決定します。

※出発時間及び乗車場所等の詳細については、参

加者に後日連絡いたします。

　　　　行方市体育協会レクリエーション部

■市民運動会開催のお知らせ■
　秋晴れの中、市民間の親睦交流を深めるため次
により市民運動会を開催いたしますので奮ってご
参加ください。
　なお、実施にあたっては昨年同様、麻生地区・
北浦地区・玉造地区ごとに開催します。

★ 行方市麻生地区市民運動会

　 期日：１０月１２日（日）

　 午前９時から

　 麻生運動場多目的広場

★ 行方市玉造地区市民運動会

　 期日：１０月１９日（日）

　 午前９時から

　 玉造運動場陸上競技場

★ 行方市北浦地区市民運動会

　 期日：１０月２６日（日）

　 午前９時から

　 北浦第１グラウンド

＜往復ハガキ記載例＞

〒311-1704

行方市山田 2175

行方市体育協会事務局

（裏面白紙）

＜★往診　表＞ ＜☆復信　裏＞

申込者住所・氏名

（２名申込の際は

  代表者の住所・氏名）

参加申込者住所・氏名

年齢・性別・電話番号

（２名まで申込できま

す）

＜☆復信　表＞ ＜★往診　裏＞

　今年度の市民運動会は、各地区とも学

区対抗や区対抗による市民運動会から、

来場された市民の方々が自由に参加でき

るオープン種目や保育園・幼稚園・学校・

ＰＴＡ・消防団などの団体種目による運動会

となります。たくさんの皆様方のご来場

お待ち申し上げております。

※麻生地区・北浦地区・玉造地区とも当

日雨天の場合は中止といたします。

【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



なめがた　2008.9.1
20

新着図書・ビデオ情報
●一般書　図書館

時が滲む朝（楊　逸）　芥川賞

　梁浩遠と謝志強。天安門事件から北京五輪
前夜まで、２人の中国人大学生の成長を通し
て中国民主化勢力の青春と挫折を描く。中国
人の心情をえぐった一冊。

切羽へ（吉田龍司）　直木賞
　
　夫と穏やかで幸福な日々を送るセイの前に、
ひとりの男が現れる。夫を深く愛していながら、
惹かれてゆくセイ。宿命の出会いに揺れるふた
りはやがて…。廃墟の多く残る静かな島を舞台
に描く、美しい切なさに満ちた恋愛小説。

・ ダーウィンが来た！

・ 父親たちの星条旗

・ ゲド戦記　

●児童書　図書館

エクボの王子の帰り道（後藤みわこ）

　学校で卵をもらった桃子は、卵が傷むのが心
配で、先に帰る弟のわたるに卵の入った箱を渡
した。けれど、家に帰ると箱の中身はカステラ
に変わっていて…。リキは今回も無事に事件を
解決できるのか？ 表題作ほか全４話を収録。

かんたんワクワク理科あそび（山村紳一郎）
　
　身近にある材料を使って、おもしろい現象を
体験しよう！ 「ペットボトルの日時計」「水そ
うの箱めがね」など、かんたん理科あそびを紹
介。実験内容や結果をふまえて、さらに発展的
に考えるポイントも提示する。総ルビ付き。

・ アーサーとミニモイの不思議な国

・ 今を生きる

・ カーズ　

○行方市立図書館のホームページで「新着案内」と「蔵書検索」が出来ます。（http://www.city.namegata.ibaraki.jp/toshokan/）

※読みたい本は予約・リクエストを！（カウンターにお申し出下さい。）

イベント情報イベント情報
開催場所は行方市立図書館になります

だっこで読み聞かせ　９月１０日（水）午前１０時～

　　『おひさまあかちゃん』ほか

映画会　９月１３日（土）午後２時～

　　『おじゃる丸』ほか

おはなし会　９月２７日（土）午後２時～

　　テーマ『お月見』
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施　設　名 開館時間 電話番号

行 方 市 立 図 書 館
（玉造乙 1175）

火曜日～金曜日
（午前 9：30～午後 6：30）

土・日・祝日
（午前 9：30～午後 5：00）

0299 － 55－ 1495

行方市北浦公民館図書室
（山田 2175）

午前 9：00～午後 5：00
休館日は月曜日

0291－ 35－ 3777

行方市麻生公民館図書室
（麻生 1221）

午前 9：00～午後 5：00
休館日は月曜日

0299－ 72－ 1573

Ｓｅｐ  ９月図書館カレンダー

日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30

　は休館日※公民館図書室は異なる場合があります。

　7月 24日、図書館で「からくり絵本つくり」を行

いました。ふるさと絵本の会「ひこばえ」の皆さんに

教えていただき、一生

懸命作っていました。

　出来上がった本を見

てどんなからくりがあ

るのか、みんな不思議

そうにみていました。

どんな本ができたかなどんな本ができたかな

●ＤＶＤ取り揃えています！

　北浦公民館図書室臨時休館のお知らせ
９月２９日（月）～１０月３日（金）の間　蔵書点検のため休館とさせていただきます。


