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まちづくり市民劇団●玉造座

　５月 9 日（日）、東京都日野市において、全国から新撰組ファ

ンが集まる『第 13 回日野新撰組まつり』が開催されました。

　行方市から参戦したまちづくり市民劇団●玉造座は、殺陣

パフォーマンスコンテスト部門で副長賞を受賞しました。

最優秀賞　新撰組滝野川隊（東京都）

入　　賞　会津新撰組同好会（福島県）

入　　賞　まちづくり市民劇団●玉造座（行方市）

殺陣パフォーマンスで入賞！

　5 月 30 日（日）、水戸総合運動公園軟式野球場で行われ
た春季県還暦軟式野球大会で水郷マスターズが準優勝に
輝きました。水郷マスターズは潮来市・行方市の 55 歳以上
の方を中心としたチームです。現在、9 月 16 日から新潟市
で開催される全国大会に向けて練習に励んでいるそうです。
水郷マスターズでは随時会員を募集しています。練習は毎
週、水・土の午後、日の出グラウンドで行っています。興味
のある方はぜひ、お電話にてお問合せください。

【問・申】水郷マスターズ　嶺松男　0299-73-3008

茨城県還暦軟式野球大会準優勝
水郷マスターズ

　6 月 3 日準優勝を市長に報告しました

自身の不健康だった食生活実話を報告する小沼健康増進課長
（ 大根おろしがとても体に良いというので毎日しょう油をかけて

食べていたら、塩分のとりすぎで血圧が上がってしまったそう
です。みなさん気をつけましょう。）

　平成 22 年度行方市保健協力員委嘱状交付式が地域ごとに各保
健センターで開催されました。ここでは地域の保健協力員（玉
造 194 名、北浦 163 名、麻生 184 名）に委嘱状が交付され、健
診受診希望者の取りまとめ依頼や年間事業計画及び協力員業務
内容も確認されました。また、特定健診受診向上に向けた依頼
もありました。
　さらに講演では、潮来・鉾田保健所所長　医学博士　湊　孝
治先生を迎え、メタボ（生活習慣病）予防や健康管理のすすめ
を有意義に受講しました。質疑も活発に行われ、「保健協力員の
役割がわかった。市民の受診率が上がるよう勧奨しながら配り
ます」などの声も聞かれ、今後の健診の取りまとめに期待がも
たれそうです。

身近でできる健診を積極的に受診しましょう

行方市保健協力員委嘱状交付式開催！

　5 月 27 日（木）、水戸京成ホテルにおいて茨城県観光

物産協会の総会が開催され、玉造の代々木榮久さんが観

光事業功労者として表彰を受けました。

　代々木さんは平成 12 年 5 月より行方市玉造観光協会

会長、20 年 5 月からは行方市観光協会副会長の要職を

歴任され、芸術村オープンアート開催や全国山ゆりサ

ミット大会を成功に導くなど、行方市の観光の発展に貢

献されました。

観光事業功労者表彰
玉造　代々木榮久さん
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　6 月 9 日（水）、太田小学校の 5 年生 16 人が参加し水産教室
が開催されました。これは地元の子ども達に伝統的な漁法を体
験してもらい、里山保全や環境について理解を深めてもらおう
と行方市漁業振興協議会が開催したものです。
　まずは実際に舟に乗り、張り網漁を見学。コイ、ハクレン、
アメリカナマズなど約 20 種類の魚が網にかかり、子どもたちは
大興奮！慣れない手つきで魚を選別しました。
　その後、なめがた食彩マーケット会議・行方市漁業振興協議
会が開発中の『ハクレン』を使ったバーガーを食べました。地
元の魚や環境を学び有意義な一日となったようです。

行方市漁業振興協議会が水産教室開催

5 月 26 日　北浦総合グラウンド

各種目の優勝者は下記のとおりです。
　　　　　　【男子】　　　　　　　　【女子】
１ ０ ０ Ｍ　 原　光輝（大会新）　　　 小橋知世（大会新）

８ ０ Ｍ Ｈ　 沼里堅太　　　　　　  森作悠加
走り幅とび　 宮内郁春　　　　　　  髙野麗奈
走り高跳び　 掛田昇悟　　　　　　  飯島奈津美
ボールスロー　 髙崎大幹　　　　　　  木川　梓
１５００Ｍ　 髙須海斗　　 800 Ｍ　田中彩加
400Ｍリレー　 津　澄　　　　　　　  玉造Ａ

陸上記録会が開催されました

　中国の雲南大学付属中学校、雲南師範大付属中学校生

徒らが訪日し、麻生高校の生徒との学校交流を行いました。

これは 2007 年から始まった『21 世紀東アジア青少年大交

流計画」の一環として行われているもので次世代を担う日

中の高校生が互いに交流し、実際の体験を通して理解しあ

うことを目的としています。授業参加やクラスでの交流のほ

か、交流会では書道や、百人一首、剣道のパフォーマンス

を披露しました。

中国の高校生と交流しました
麻生高校　中国高校生学校交流事業に参加

伝統漁法を体験しました！

　6 月 1 日（火）に小貫学区にお住まいの小沼光夫さん

をはじめ、3 名のゲストティーチャーを招き全校児童（67

名）でサツマイモの苗植えを行いました。小貫小学校で

は勤労教育の一環で行っており、サツマイモ作りは今年

で 3 回目になります。畑は小貫学区の方のご厚意で借り

ているものです。子どもたちは教えていただいた植え方

で苗一本、一本を丁寧に植えることができました。収穫

したサツマイモは、保護者や地域の方々を招待して焼き

いも等にして試食する予定です。

収穫が楽しみです！
サツマイモ苗植え　小貫小学校
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草抜きボランティアを実施

　５月２６日に１５分間以上継続して運動やスポーツを行っ

た住民の参加率を競い合う、住民参加型のスポーツイベン

ト、『チャレンジデー 2010』に参加いただいた皆様、ご協

力ありがとうございました。今年初参加でしたが、多くの

皆様の協力を得て 30％を上回り、この事業を支援する「笹

川スポーツ財団」より銀賞が授与されることになりました。

年々、参加率がアップするよう取り組んでいきます。次回も

さらに多くの皆様の参加をお待ちしております。

『チャレンジデー２０１０』の結果発表
行方市民の参加率　３０．６％

磯節同好会

　公民館利用団体（文化協会加盟団体）である磯節同好

会が、６月２日 （水）麻生公民館敷地内を総勢８人で草抜

きボランティアを実施しまし た。参加したみなさんは『日

頃公民館を利用しているので、自分たちの手できれいに

して使う人みんなが気持ちよく使えれば』と話してくれ

ました。

　おかげさまをもちまして大変きれいになりました。暑

い中大変おつかれさまでした。

　「里ふるさとコミュニティセンター」が里区（玉造地

区）に完成し、５月 23 日（日）、完成を祝う竣工式が

開催されました。

　同センターは、木造平屋建てで、総事業費は 2,269 万

円。生活実習室や他目的ホールなどが整備され、世代を

超えた地域内の交流、後継者の育成など、魅力ある地域

づくりの拠点施設として期待されます。

地域づくりの拠点施設
里ふるさとコミュニティセンター竣工式

お手紙ありがとう

　行方小学校の 5 年生、高野愛海さん、森山怜奈さんから

伊藤市長宛てに『市長の仕事はなんですか？市長になって良

かったことはありますか？』といった内容の手紙が届きまし

た。

　質問に答えるため市長が行方小を訪問し、市長としての仕

事や市役所の業務内容などについて説明しました。子どもた

ちの将来の夢などについても話し、楽しい時間を過ごすこと

ができました。

行方小学校に行ってきました！
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市長杯ソフトバレーボール大会

行方市民ゴルフ大会
５月２６日（水）　玉造ゴルフ倶楽部

5 月 8 日（土）北浦運動場テニスコートほか

5 月16 日（日）　麻生運動場体育館ほか

行方市麻生杯バレーボール大会

　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　３５，５３５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。
●男子の部

【優　勝】羽生　義隆【準優勝】並木　文男
【第３位】永作　　静

●女子の部
【優　勝】新堀　まち子【準優勝】岡里　雅子
【第３位】高柳　美子

高校の部
【個人優勝】阿部将平 ( 藤代高校 )
【団体優勝】小林・内野・平山（鹿島高校）
【金 的 賞】小林拓真（鹿島高校）・平山智也（鹿島高校）

一般の部
【個人の部】宮内大和（鉾田）
【団体優勝】大友・船越・黒杭（神栖Ｂ）
【金 的 賞】黒杭正吉（神栖Ｂ）・福永　弘（藤代）

行方杯中学生ソフトテニス大会

麻生杯弓道大会 【優　勝】鉾田市立大洋中学校
【準優勝】神栖市立神栖第一中学校
【第３位】神栖市立波崎第一中学校
【第３位】鉾田市立鉾田南中学校

行方市軟式野球連盟前期大会
5 月 9 日（日）・16 日（日）麻生運動場野球場Ａ・Ｂ

【優　勝】グロリアス【準優勝】黒潮クラブ
【第３位】ピンクハレルヤ【第３位】ベアーズ

行方市中学生バドミントン大会
5 月 29 日（土）　北浦運動場体育館

ダブルス【優　勝】柏原・小林　組（大野中）

６月５日（土）北浦運動場体育館

市内ミニバスケットボール大会兼
県大会予選

【優　勝】要ミニバス　　　【準優勝】玉造山王ミニバス
【第３位】津澄ミニバス

男子の部　
【優　勝】山本・櫻井　組（神栖二中）
【準優勝】田村・木地　組（高松中）
【第３位】七尾・林　　組（神栖四中）
【第３位】中村・小林　組（神栖三中）

女子の部
【優　勝】内田・久保宮　組（潮来二中）
【準優勝】吉川・羽場　　組（玉造中）
【第３位】比気・松島　　組（小川南中）
【第３位】川俣・釜渕　　組（玉里中）

5 月 9 日（日）麻生運動場弓道場

行方市親善ゲートボール大会
5 月13 日（木）麻生運動場

【総合優勝】　豊和Ａ

行方市近隣中学校軟式野球大会
5 月15 日（土）・22 日（土）浜野球場

【優　勝】鉾田市立鉾田北中学校
【準優勝】行方市立玉造中学校

行方市近隣中学校サッカー大会
5 月15 日（土）・16 日（日）玉造運動場陸上競技場

【優　勝】行方市立北浦中学校
【準優勝】神栖市立神栖第四中学校　
【第３位】潮来市立日の出中学校
【第３位】神栖市立神栖第三中学校

5 月16 日（日）　北浦運動場体育館

フリークラス【優　勝】球遊会【準優勝】ワンダフル
【第３位】ネコじゃらし【第３位】ラバーズＡ

行方市近隣中学校バスケットボール大会
5 月15 日（土）・22 日（土）・23 日（日）麻生運動場体育館

男子の部
【優　勝】鹿嶋市立平井中学校【準優勝】鉾田市立鉾田南

中学校【第３位】鹿嶋市立大野中学校【第３位】香取市
立佐原中学校
女子の部　

【優　勝】鹿嶋市立鹿野中学校【準優勝】潮来市立潮来第
一中学校【第３位】行方市立北浦中学校【第３位】神栖
市立神栖第二中学校
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