■市民運動会開催のお知らせ■

◆夏季グラウンドゴルフ大会結果◆

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。

８月２８日（木）天王崎公園グラウンドゴルフ
場において各地区予選を通過した８６名の参加に
より開催されました。
【優 勝】有馬 利雄
【準優勝】箱根 君江
【第３位】沼里 よし子

★ 行方市麻生地区市民運動会
期日：１０月１２日（日）
午前９時より
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時より
玉造運動場陸上競技場
動会
★ 行方市北浦地区市民運動会
日）
期日：１０月２６日（日）
午前９時より
北浦第１グラウンドﾞ

■第２回行方杯（総の宮）ソフトテニス大会結果■
８月２４日（日）北浦運動場テニスコートほか
１会場において、８７組１７４名の参加により開
催されました。
一般男子の部
【優 勝】横田・高野組（玉造クラブ）
【準優勝】栗股・高野組（ALBAR S）
【第３位】澤口・山口組（波崎高）
【第３位】山崎・永井組（鉾田２高）
一般女子の部
【優 勝】飯島・市毛組（鉾田２高）
【準優勝】白鳥・成井組（麻生高）
【第３位】小沼・沼田組（鉾田２高）
【第３位】石内・槍崎組（鉾田１高）
成年男子の部

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
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麻生運動場

☎ 0299-77-0791

玉造運動場

☎ 0299-55-3211
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【優 勝】鬼沢・高野組（鉾田クラブ）
【準優勝】小布施・香取組（潮来クラブ）
【第３位】坂本・根本組（玉造クラブ）
成年女子の部
【優 勝】石原・武田組（勝田クラブ）
【準優勝】並木・羽生組（玉造クラブ）
【第３位】滝口・大高組（勝田クラブ）
シニア４５の部
【優 勝】出沼・平野組（玉造クラブ）
【準優勝】石山・大川組（潮来クラブ）
【第３位】高野・郡司組（玉造クラブ）
シニア５５の部
【優 勝】永田・川村組（小見川クラブ）
【準優勝】石川・伊佐山組（潮来クラブ）
【第３位】日高・篠原組（勝田クラブ）
シニア６５の部
【優 勝】鈴木・山口組（小見川クラブ）
【準優勝】加納・鈴木組（つくばクラブ）
シニア７１の部
【優 勝】香取・藤崎組（佐原ク・玉造ク）
【準優勝】廣瀬・鈴木組（麻生クラブ）
【第３位】飯島・関組（つくばクラブ）
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ジェロ海雪。僕とおばあちゃん
ゃん（ジェロ）

魔王がママにプロポーズ（藤真知子）
魔王がママに

海雪の町、出雲崎の夕凪、故郷ピッツバーグ
の風、そして、おばあちゃんが僕に教えてくれ
たこと…。肝っ玉祖母、多喜子さんとジェロの
心やさしい 時の記憶 を辿る写真集。自伝エッ
セイも収録。ポストカード＆ステッカー付き。

まほうの国で、みんなにおそれられている魔
王がママにプロポーズ！？ 心配して、お城へ出
かけるママについていったカオリは、そこで魔
王の意外な秘密を知り…。

告白（湊かなえ）

じゃんけんほかほか北海道（長野ヒデ子）

愛美は事故で死んだのではありません。こ
のクラスの生徒に殺されたのです。第 29 回小
説推理新人賞受賞。

じゃんけんほかほかほっかいどう。あい
こでころっけかにさらだ。じゃんけんほか
ほかほっかいどう。もいちどじゃんけんく
りごはん。親子で歌って踊って遊べる絵本。
巻末に楽譜付き。

●ＤＶＤ取り揃えています！
・ にじいろのさかな

・ 幼児の安全 DVD

○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。）

２００８ 第 62 回読書週間

イベント情報

10 月 27 日（月）〜 11 月 9 日（日）

開催場所は行方市立図書館になります

『おもわぬ出会いがありました』
図書館で「出会い」をおてつだい・・・期間中、次の行

だっこで読み聞かせ 10 月 8 日（水）午前 10 時〜
『ともだちいいな』
『おとうさん』

えいが会

10 月 11 日（土）午前 10 時〜

『ミッキーマウスと魔女の帽子』
『野口英世物語』

事を行いますのでぜひご来館ください。お待ちしております。
リサイクル図書
10 月 28 日（火）
1 人 5 冊まで
チャリティバザー 〜 11 月 9 日（日）
11 月 9 日（日） 『へっぴりよめさま』
人形劇
（クローニーチャット） 14 時〜 15 時
ほか
①ホームスイート

11 月１日（土） ホーム（神山繁ほ
か）②黄金狂時代
名画ライブラリー ① 10 時〜
（チャールズチャッ
② 14 時〜
プリンほか）
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Ｏｃｔ １０月図書館カレンダー

火曜日〜金曜日
行 方 市 立 図 書 館 （午前 9：30 〜午後 6：30）
0299 − 55 − 1495
（玉造乙 1175）
土・日・祝日
（午前 9：30 〜午後 5：00）

日
5
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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
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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
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は休館日※公民館図書室は異なる場合があります。

なめがた

2008.10.1
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