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楽しい行事や新しい活動など、地域の情報をお寄せください

秘書広聴課　☎　０２９９－７２－０８１１

花あるまちづくりに頑張っています
小高 ＡｉＡｉクラブ

　小高地区の高齢者で組織する小高Ａ i Ａ i クラブ

（代表　箕輪幸榮さん）では、数年前から県道水戸

神栖線（小高地内）などの除草作業や花壇の手入

れを行い、通勤通学で利用する市民に安らぎの場

を提供しています。

　この活動は、茨城県から道路里親制度の認証

を受け、県道の清掃（ゴミ拾い）や除草・花壇

の手入れなどを県に代わって行うものであり、市

内では同クラブを含め８団体が認証を受けていま

す。同制度の認証を受けて除草作業等を行う場合

は、県からボランティア団体等の名称入りサイン

ボードの設置、必要な用具等の支給又は貸与が受

けられます。詳しくは、県鉾田工事事務所（☎

0291-33-2141）又は市建設課（☎ 0299-55-0111）ま

でお問い合わせください。

韓国と日本を結ぶ架け橋に
行方市と亜洲大学のインターンシップ協定式

　来年３月の茨城空港の開港時に就航が決定して

いる韓国の亜洲大学と観光行政を就業体験するた

めのインターンシップ協定を結びました。当該大

学の推薦を受けた大学院生が市内にホームステイ

しながら、日本の地方自治の全般や観光行政の推

進方法などについて講義や実務研修、霞ヶ浦ふれ

あいランドなどの観光施設での研修、観光協会の

運営研修などのカリキュラムが予定されています。

調印式では、坂本市長と亜洲大学からは亜洲大学

ＯＧで現在筑波大学大学院生の愈善英（ユ・ソニュ

ン）さんが出席し、日韓友好やインターンシップ

が双方に意義あるものになるようにとのあいさつ

がありました。

「行方の日」はとてもアツかった！
鹿島アントラーズ　ホームタウンデイズ

　６月２０日のホームタウンデイズ「行方の日」。

　梅雨の晴れ間となったこの日、行方市の特産品

のさつまいもやトマトの配布、ご当地バーガー「な

めパックン」などの販売、ほかにもビンゴゲーム

やパフォーマンスの披露などをおこないました。

　アントラーズが絶好調ということもあり、行方

市のブースも長蛇の列ができるほど、たくさんの

人でにぎわい、試合同様にアツいイベントとなり

ました。
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楽しく歌い続けてきました
コーロ・エスペランサ　２５周年メモリアルコンサート

　７月５日（日）行方市文化協会に所属する合唱

の団体『コーロ・エスペランサ』が２５周年を迎

え市文化会館においてメモリアルコンサートを行

いました。当日は友情出演として『合唱団つくば

おろし』、『北浦三育中学校聖歌隊』『北浦少年少女

合唱団』も参加し、楽しいコンサートとなりました。

　団名の『エスペランサ』はポルトガル語で『希望』

という意味だそうです。

　２５周年を迎えこれからも更なる活躍が期待さ

れます。

地産地消で行こう！「トマトがいっぱい」
生産農家と交流、そのあとは美味しいトマト料理

　６月２７日（土）、生涯学習課主催のふるさと教

室が行われました。訪問したのは斉藤勝美さんの

トマトハウス。特別に残してもらった完熟トマト

を収穫した後、生産者の視点からお話を聞き、参

加者のみなさんのトマトを見る目も変わったよう

です。

　つぎは公民館の調理室へ。トマトの旨味と酸味

を生かしたトマト農家推薦の料理や担当が工夫し

たレシピで調理をしました。

　「トマトを持つと気持ちがあたたかくなるの」と

いう名言を残してくれた参加者は１４名。次回は

秋を予定しています。お楽しみに。

北浦レイクフェスティバル
梅雨の合間のボートレース

　第３回北浦レイクフェスティバルが７月４日

（土）に開催されました。ゴムボートレース部門参

加者３２組を征したのは、番場・伊藤組の１分７

秒６０でした。個性豊な自作ボート部門では、緑

色のボートに“心”の一文字が映えたＢＳコーポ

レーションチームが優勝しました。その他、北浦

の水を観客に浴びせながら暑さの消火活動をおこ

なった消防ボートや頭が大きい可愛い鴨ボート、

一発打ち上げ湖へと消えた海賊ボートなどそれぞ

れに創意工夫満載のボートが出揃いました。

　また、各種物産展や屋外ステージなども開催さ

れ、北浦湖畔において梅雨の合間の賑わいとなり

ました。
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大切な命を救うために
釼持氏よりＡＥＤ寄贈

　医療法人桜花会釼持外科医師　釼持守氏より

ＡＥＤが、麻生小学校、麻生中学校、麻生第一中

学校、麻生公民館、市役所（麻生庁舎）にそれぞ

れ一基、寄贈されました。

　ＡＥＤ（自動体外式除細動器）とは、心臓がけ

いれんし血液を流すポンプ機能を失った状態（心

室細動）になった心臓に対して、電気ショックを

与え、正常なリズムに戻すための医療機器です。 行方市自衛隊後援会
高田駐屯地にて研修を行いました

　５月２８日（木）行方市自衛隊後援会（会長・

方波見文郎氏）が陸上自衛隊高田駐屯地研修を実

施しました。阪神淡路大震災の災害派遣時には、

現地へ行っても救助に使用する道具の調達が困難

で思うような活動ができなかったが、その後新潟

県中越地震の災害派遣には、必要な装備が充実し

てきました。それらの道具を見学し、また実際に

ふれることもできました。その後は行方出身の隊

員と会食をし有意義な研修となりました。

◆第４回行方市民総合スポーツ大会結果◆
　７月５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１，３６２名の参加により開催されました。

★バレーボールママさん
【優　勝】北浦青空
【準優勝】玉川クラブ
【第３位】和らぎ会
【第３位】カラーズ
★ソフトボール
【優　勝】新宮同志会
【準優勝】羽生クラブ
【第３位】根小屋オールスターズ
【第３位】津澄小ＰＴＡ
★バスケットボール
●男子の部
【優　勝】北浦クラブ
【準優勝】アレグロ
★ソフトテニス
●小学生の部
【優　勝】高橋・色川組
【準優勝】渡辺・生井沢組
【第３位】小沼・吉崎組
【第３位】伊藤・小沼組
●一般の部
【優　勝】栗股・渡辺組
【準優勝】鈴木・飯島組
【第３位】高栖・坂本組
【第３位】大輪・根本組

★テニス
●男子ダブルス
【優　勝】鈴木・寺田組
【準優勝】遠藤・山田組
【第３位】相川・宮本組
【第３位】大橋・松浦組
●女子ダブルス
【優　勝】常盤・樫村組
【準優勝】神山・渡辺組
【第３位】遠峰・岩見谷組
★バドミントン
●Ａクラス
【優　勝】北浦Ａ
【準優勝】千代田
【第３位】ミラクルショットＡ
●Ｂクラス
【優　勝】ミラクルショットＢ
【準優勝】鉾田二高Ｂ
【第３位】北浦Ｂ
★ソフトバレーボール
●フリークラス　
【優　勝】球遊会Ｂ
【準優勝】スパークルＡ
【第３位】スパークルＢ
【第３位】球遊会Ａ

●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Ｂ
【準優勝】行方市剣友会Ｃ
【第３位】行方市剣友会Ａ
●個人戦
【優　勝】本田　竜一
【準優勝】新橋　勝
【第３位】高野　良太
【第３位】大曽根　善治
★卓　球
●男子シングルス
【優　勝】郡司　幸一
【準優勝】中村　優太
【第３位】山本　進一
●女子シングルス
【優　勝】石橋　節子
【準優勝】高野　照代
【第３位】塙　順子

●団体の部
【優　勝】大槻　昭二・
郡司　幸一・高野　照代
【準優勝】山本　進一・
沼田　拓・宮崎　富江
【第３位】瀧崎　優樹・
小牧　勝正・石橋　節子
★ヨット・水上バイク体験の部
●ヨットレースの部
【優　勝】小峰　実
【準優勝】岡里　寛士
【第３位】篠本　圭司
★ハンドボール男子／女子
●男子の部
【優　勝】麻生フェニックス
【準優勝】麻生高等学校
【第３位】麻生中学校Ｂ
【第３位】ＪＩＦＵＫＵＩＮ
●女子の部
【優　勝】麻生高等学校Ａ
【準優勝】麻生フェニックス
【第３位】麻生高等学校Ｂ
【第３位】玉造中学校Ｂ
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第４回行方市長杯軟式野球大会

　６月７日・１３日・１４日の３日間にわたり、

麻生運動場野球場ほか２会場において

４８チームの参加により開催されました。

【優　勝】大野ファイターズ（鹿嶋市）

【準優勝】水戸エンジェルス（水戸市）

【第３位】須田レッドナイン（神栖市）

【第３位】玉造ジャイアンツ（行方市）

行方市春季バドミントン大会

　６月２１日（日）北浦運動場体育館にお

いて１２２人の参加により開催されました。

男子ダブルスＡ【優勝】中根・田山組（北浦）

男子ダブルスＢ【優勝】林・塚本組（木曜会）

男子ダブルスＣ【優勝】加藤・根本組（木曜日）

女子ダブルスＡ【優勝】田村・小川組

　　　　　　　　（ミラクルショット）

女子ダブルスＢ【優勝】柏原・人見組

　　　　　　　　（鉾田二高）

女子ダブルスＣ【優勝】鬼澤・滝崎組（鉾田）

行方市軟式野球連盟前期大会

　５月１０日・１７日の２日間にわた

り、麻生運動場野球場で１１チームの

参加により開催されました。

【優　勝】グロリアス

【準優勝】水車

【第３位】キャッツ

【第３位】ピンクハレルヤ

第４回行方杯剣道大会

　６月２１日（日）麻生運動場体育館に

おいて中学生の部では男子２３校、女

子１８校、小学生の部では１２スポーツ

少年団の参加により開催されました。

中学生男子団体の部　第３位　麻生中学校Ａ

中学生男子個人の部　

準優勝　高橋　義男（麻生中学校）

第３位　高野　唯斗（麻生中学校）

小学生団体の部　優勝　行方少年剣友会Ａ

小学生個人の部　優勝　中城　和宏

　　　　　　　　（行方少年剣友会Ａ）

第１９回玉造ロータリークラブ

少年サッカー大会

　６月１４日（日）玉造運動場

陸上競技場において１１チーム

の参加により開催されました。

【優　勝】津澄サッカー

【準優勝】手賀サッカー

【第３位】玉造山王サッカー

【第３位】小貫サッカー

第５回  行方市クロッケー大会

　６月１２日（金）北浦運動場

第１グラウンドにおいて３２

チーム１１６名の参加により開

催されました。各コートの優

勝チームで決勝戦をおこない、

総合優勝が決まりました。

【第１コート優勝】

千歳会Ａ☆総合優勝

【第２コート優勝】永寿会

【第３コート優勝】

南高岡長寿会Ａ☆総合準優勝

【第４コート優勝】繁昌クラブ

【第５コート優勝】高砂会Ａ

第４回

行方市中学生ハンドボール大会

　６月２７日・２８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】守谷市立愛宕中学校

【第３位】行方市立玉造中学校

【第４位】行方市立麻生中学校

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】常総市立水海道中学校

第４回

市内ミニバスケットボール大会

　６月６日（土）北浦運動場

体育館において女子７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４回行方市インディアカ大会

　６月２８日（日）北浦運動場

体育館において、１０チームの

参加により開催されました。

【優　勝】鉾田Ａ（鉾田市）

【準優勝】てんとうむしＢ

　　　　　（行方市）

第４回　行方市民ゴルフ大会

　６月１１日（木）麻生カント

リークラブにおいて１１３名の

参加により開催されました。

●男子の部

【優　勝】福本　茂延

【準優勝】平山　勝己

【第３位】永作　好勝

●女子の部

【優　勝】本澤　睦子

【準優勝】塙　美智子

【第３位】飯塚　静子

☆ベストグロス賞７４

　　　　 平山　勝己

　この大会で、２カ所（ＯＵＴ・

ＩＮコース）にチャリティー

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。

募金総額４５，５００円は行方市

体育協会より社会福祉法人行

方市社会福祉協議会へ寄付さ

れました。


