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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
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　農村女性地域社会活性化推進連絡会（根崎和枝会長）

主催の食農教育活動が３ヵ所の放課後キッズ（麻生・手

賀・津澄）を対象に開催されました。地元の子どもたち

に地域の農業・農産物に関心を持ってもらうことを目的

に実施されています。しいたけの原木に触れたり、農産

物に関するクイズやベジタブルカルタなどが行われ、楽

しい時間を過ごしました。

　２月 28 日（日）、「行方市読書をすすめる集い」が行

方市麻生公民館において開催され、感想文コンクールの

表彰式と読書活動の実践発表がおこなわれました。市内

の児童生徒の皆さんから 2,443 点とたくさんの応募があ

り、その中から 34 名の方が入賞されました。実践発表

では麻生小学校の１年生による「くじらぐも」の音読劇

とＰＴＡ図書委員によるエプロンシアター「おむすびこ

ろりん」の発表がおこなわれました。

行方市読書をすすめる集い

食農教育活動事業

　６月の白浜地区で行われる饅頭祇園。子ども達の「悪

魔払い」の声が響きます。そのとき配られるのが、各家

で作られる素朴なお饅頭。よけいな物は入っていません。

地域の料理上手、嶺　ゆみさんを講師に１月から２月に

かけて３地区で冬の親子教室として実施されました。饅

頭が蒸し上がる迄にもう一品と準備されたのが、行方特

産のサツマイモを使った大学芋つくり。どの会場でもほ

くほくの笑顔がたくさんありました。

　２月 21 日（日）、文化会館において市内中学生による吹

奏楽のコンサートが開催されました。これは市内の中学生

に文化会館でコンサートを開催して頂き、市民のみなさん

に芸術を身近なものとして楽しんでいただくことを目的とし

て開催しているものです。プログラム最後の約９０人による

合同演奏『Time To Say Goodbye』は、迫力があり、会場

を感動の渦に巻き込んでいました。

安心して食べられる地域の行事食
「白浜まんじゅうと大学芋つくり教室」

opicsT まちの話題

農産物について学びました！

素敵なハーモニーを奏でました
ナメガタシティジュニアハイスクールコンサート

感想文コンクール表彰式 & 実践発表



NAMEGATA  ＡＰＲ  1.201011

opicsT まちの話題

農地・水・環境保全向上対策事例発表会

　農村環境の質的向上を図る目的として、各組織が行ってい

る活動について事例発表会が２月２日（火）に県民文化セン

ターにおいて開催されました。行方市からは、手賀・資源を

守る会（磯山勇会長）が事例発表を行いました。手賀・資源

を守る会については、優良組織として 11 月 12 日（木）に優

秀賞（県農林水産部門賞）を受賞されています。今回の事例

発表は、農村環境の大切さを次世代に伝えるということで地

域の子どもたちとの連携をテーマにしたものでした。

農村環境の大切さを次世代に

　両宿区には、今も昔ながらの祭頭祭が継承されており、
今年も、２月 20 日（土）に開催されました。
　この祭りは、竹笹にホオズキ提灯をつけ、ローソクに
点火し、これを捧げ持ち、各自手に提灯をかざします。
荒縄できれいに巻き付けられた３つの太鼓をかつぎ、歌
い継がれてきた「祭頭囃子」を、はちまき姿の子どもた
ちがかけ声勇ましく連呼しながら五穀豊穣を祈り、地区
内を練り歩くものです。また、東宮神社境内では、子ど
もたちによるひょっとこ踊りが披露されました。

「祭頭祭」両宿区

　地域の小学生に地域漁業の取り組みや水産資源の保護

について理解を促し、併せて霞ヶ浦北浦についての興味・

関心を高め、身近なものに感じてもらうことを目的とし、

行方市漁業振興協議会主催で開催されました。大和第一

小学校の４，５年生に参加していただきわかさぎ人工ふ化

事業を体験してもらいました。漁協の組合員の方から教

えていただき、慣れない手つきで体験をしていました。

受精卵については、学校へ持ち帰り観察してもらうこと

になりました。無事に生まれるといいですね。

　里山整備の一環として、昨年より始めました彼岸花植栽

を今年もおこないます。皆様からご提供いただきました彼

岸花の球根を、「西蓮寺」周辺に植栽します。井上山百合の

会を始め、地元保育園児・小学校児童がボランティアとし

て手伝ってくれます。ご興味がある方の当日参加も大歓迎

です。ぜひ、お誘い合わせの上ご参加ください。

日　時　４月１０日（土）午前９時～　場　所　西蓮寺

わかさぎのふ化を体験！

彼岸花植栽まつり
４月 10 日に開催します。当日参加も大歓迎！

元気な声で「トーヨーエー」

２月１９日　行方市漁業振興協議会
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　２月２４日（水）、市文化会館と北浦公民館において「行

方産食材フェア」が開催され、市内消費者団体、飲食業者、

生産者ら約 400 人が来場しました。中川学園調理技術専

門学校の中川一恵さんが講演したほか、「行方シチュー」、

「鯉の香菜あえ」など地場産食材を活かした新メニューの

試食が行われ、訪れた人たちは新しい行方市の味を楽し

んでいました。

　2 月 20 日（土）、麻生公民館において、アメリカ合衆

国テキサス州出身のジェフリー・バークさんを迎えて「ア

メリカの文化と英語に触れてみよう」をテーマに交流会

を行いました。歴史、学校、自然などの紹介のほか、ギター

を使った伝統の歌や「サイモンセーズ」というゲームで

遊びました。短い時間でしたが楽しくアメリカの文化に

触れることが出来ました。本協会はこの事業の他各種交

流、日本語教室など行っています。

「第２回ワールドキャラバン」を開催

行方市国際交流協会

行方産食材フェア

茨城空港が開港しました！

行方産の農畜水産物をＰＲ！

3/11

↑橋本昌知事より挨拶

たくさんのおみやげが並ん
でいます。

↑空港内に小美玉・行方・鉾田商工会のテナン
　ト（スカイアリーナ）がオープン！

人で賑わうスカイアリーナ

霞ヶ浦では鮮やかな七色帆引き船が茨城空港
に発着する飛行機を歓迎しました。

羽生小学校では子どもたちが歓迎メッセージ
を送りました。
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２月２１日（日）潮来クレー射撃場

残弾整理射撃大会

トラップ
【優　勝】宮内　栄一　【準優勝】大川美佐男

２月１４日（日）麻生運動場体育館

麻生杯柔道大会

幼年（男・女）個人戦【第３位】鈴木　捷斗（玉造）
小学１年生（男子個人戦）【優　勝】鈴木尊仁（玉造）
小学３年生（男子個人戦）【第３位】鈴木魁人（玉造）
小学５年生 45 Ｋｇ未満（男子個人戦）

【優　勝】下山田　周（玉造）
小学６年生 50 Ｋｇ未満（男子個人戦）

【第３位】畑木　仁（麻生）
小学６年生 50 Ｋｇ以上（男子個人戦）

【第３位】浜田　征樹（麻生）

小学２年生（女子個人戦）
【準優勝】立原　心奈（玉造）【第３位】池田　葵（玉造）

小学４年生（女子個人戦）【第３位】黒田　彩霞（麻生）
小学５年生（女子個人戦）【準優勝】今井　香帆（麻生）

中学生 50 ｋｇ級（男子個人戦）【優　勝】下山田　培（玉造）
中学生 60 ｋｇ級（男子個人戦）

【優　勝】荻　礼希（玉造）【第３位】菅谷　貴洋（玉造）
中学生 70 ｋｇ級（男子個人戦）【優　勝】小山　聖仁（玉造）

＜中学生 52 ｋｇ級（女子個人戦）＞
【準優勝】高栖　加奈（麻生）【第３位】今井　志帆（麻生）
【第３位】箕輪　恵実（麻生）

中学生 52 ｋｇ超級（女子個人戦）
【第３位】今井　美帆（麻生）

opicsT まちの話題

行方市北浦杯　卓球大会
２月２０日（土）　北浦運動場体育館

～小学生の部：シングルス～
【優　勝】高埜正樹（津澄小）【準優勝】 高柳佑介（武田小）
【第 3 位】高柳聖佳（武田小）

～中学生の部：シングルス～
＜男子＞

【優　勝】大川拓摩（潮来１中）【準優勝】 伊藤友（潮来１中）
【第３位】鬼澤孝之（麻生中）

＜女子＞
【優　勝】羽生愛美（牛堀中）【準優勝】 前川紗也加（麻生中）
【第３位】酒井豊子（玉造中）

～中学生の部：団体戦～
＜男子＞

【優　勝】 潮来第２中学校【準優勝】 潮来第１中学校
【第３位】 玉造中学校

＜女子＞
【優　勝】 麻生中学校　【準優勝】  牛堀中学校

行方市小学生ハンドボール大会
２月２０・２１日（土・日）　麻生運動場体育館ほか

＜男子の部＞
【優　勝】水海道ハンドボールクラブ
【準優勝】麻生フェニックス Jr.A 

＜女子の部＞
【優　勝】水海道ハンドボールクラブ
【準優勝】東久留米ハンドボールクラブ

＜ちびっこの部＞
【優　勝】土浦ファイヤー【準優勝】日吉台リトルバード

市内ミニバスケットボール新人大会

２月２１日（日）　北浦運動場体育館

＜女子の部＞
【優　勝】手賀ミニバス【準優勝】要ミニバス
【第３位】玉造山王ミニバス

ふれあいソフトバレー大会
２月１４日（日）　北浦運動場体育館

＜フリークラス＞
【優　勝】茨城レッツ【準優勝】ファイアーボールＢ

＜ウィメンズクラス＞
【優　勝】フルーツバスケットＢ
【準優勝】フルーツバスケットＡ

＜トリムクラス＞
【優　勝】飛龍会Ａ【準優勝】飛龍会Ｂ

行方市長杯バドミントン大会
３月７日（日）　北浦運動場体育館

＜混合ダブルスＡ＞
【優　勝】広瀬・小川組（ミラクルショット）
【準優勝】伊藤・金賀組（ツインズ）

＜混合ダブルスＢ＞
【優　勝】高柳・内田組（鉾田二高）
【準優勝】橋本・後藤組（鉾田二高）

＜混合ダブルスＣ＞
【優　勝】大野・大崎組（小川シャトル）
【準優勝】谷田川・竹澤組（鉾田二高）

【お詫びと訂正】
　市報３月号のスポーツ結果に誤りがありました。お詫
び申し上げますとともに、下記の通り、訂正させていた
だきます

行方市スポーツ少年団本部長杯　空手道大会
■本部長杯争奪戦組手競技
　～高学年の部～
　【優　勝】　楠　理久
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