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玉川小学校　山百合写生会

　子育て支援センターでは、お母さん方の交流の場作り

としてさまざまな親子教室を行っています。

　今回、玉造中学校前の畑をお借りして、親子で「さつ

まいも」の苗を植えました。43 組 88 名の皆さまにご参

加いただきました。

　植えたさつまいもは親子教室で収穫する予定です。

　梅雨の晴れ間の暑い中、大変お疲れ様でした。

山百合を描きました（井上山百合の里）

　６月１９日（日）、北浦複合団地において『ツイン・レイク・ミー
ティング in 行方』が開催されました。これはバイクで全国
を旅する皆さんに行方市に来ていただくことで霞ヶ浦や地
元の自然の素晴らしさなどの魅力を体感していただくことを
目的に開催されたものです。
　歓迎イベントとして『芹沢ひろしとカープファイブショー』
『麻舞ソーラン会行方ソーランショー』『北浦童太鼓ショー』
などが行われたほか、市の特産品販売、食のおもてなしな
ども行われました。

ツイン・レイク・ミーティング in 行方
行方市にバイクが集合！

子育て支援センター・親子教室

さつまいもを作ろう！親子で苗植え 

　行方市北浦みず菜部が市内の子どもたちにとうもろ

こしをプレゼント！みず菜の連作障害対策で栽培に取

り組みをはじめて３年目だそうです。普段は京浜方面、

仙台方面へ出荷しています。

　『甘くて美味しいので、地元の子どもたちにもぜひ食

べてほしい！』と部長の清宮さん。給食と一緒に市内の

幼稚園、小学校、中学校で振舞われました。

とうもろこしおいしかったよ！
北浦みず菜部が学校給食に提供

　７月14日（水）、井上山百合の里において玉川小学校の

山百合写生会が行われました。梅雨の晴れ間で大変暑い日

でしたが、児童たちはそれぞれ自由に山百合の里を散策し

ステキな山百合の絵を完成させていました。

　絵を描いた後は『井上山百合の会』のみなさんが用意し

てくれたふかしじゃがいもをいただきました。

　地元の自然に触れ、有意義な時間を過ごすことができた

ようです。
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　霞ヶ浦の風物詩『帆引き船』。
　大きな白い帆をはったその優美な姿は貴重な観光資源、
豊かな水辺環境のシンボル的な存在になっています。
　今回、行方市となって初の観光帆引き船が完成し、７
月６日（火）、横山県議会議員、市議会副議長、市議会経
済委員、漁協の役員の方、国、県の霞ヶ浦にかかわる関
係者の方にご臨席いただき、進水式が行われました。行
方市になって初めての造船ということで『なめがた丸』
と命名されました。水辺観光の発展に貢献することが期
待されます。

美味しい行方をＰＲ！

観光帆引き船『なめがた丸』が完成！

　( 株 ) ゼンリンが官民協働事業として行政用ガイドブッ
クを制作しておりますが、行方市でも「くらしのガイド
ブック」を同社と協働で制作することとなり、7月 7日、
北浦庁舎において協働発行調印式が開催されました。
　制作費は、同社が企業広告で賄い、市の負担はなし。
ガイドブックは行政に関するもの45ページ、地図28ペー
ジ、企業広告 7ページで構成され、観光、グルメ、医療
機関など市民の皆さまに身近でホットな情報を提供して
いきます。市内の各世帯には、来年 3月末に配布する予
定です。

「行方市くらしのガイドブック」協働発行調印式 
皆さんに便利なガイドブックをお届けする予定です

進水式が行われました

弐湖の国　茨城県行方市特産品フェア

行方市と武蔵野市の友好的な発展に向けて

武蔵野商工会議所会頭　稲垣さんを訪問

　7月2日（金）、市長が武蔵野市商工会議所を訪問し、稲
垣会頭と意見交換を行いました。武蔵野市は市と友好都市
関係にある７つの市町村の特産物をＰＲ販売する『麦わら
帽子』や高知県、熊本県のアンテナショップを展開するな
ど都市と地方の文化・経済交流によって、共生、共栄の関
係を深める一助となるよう活動しているそうです。
　会頭の稲垣さんは行方市（旧北浦町）の出身で『今後、
行方市と武蔵野市が友好的に交流していけるように協力し
ていきたい�』と話してくれました。

　７月１日（木）・２日（金）、日本橋プラザビルイベン
トスペースにおいて『弐湖の国　茨城県行方市特産品フェ
ア』が開催されました。これは行方市の農産物を中心と
した特産品の展示販売と「山百合まつり」・観光帆引き船
を首都圏においてＰＲするために開催されたものです。
　当日はエシャレットやみず菜、鯉のうま煮・各種佃煮
やハクレンのバーガーなどを販売しました。大変好評で
2日間続けて購入する方もいるなど、首都圏の方に行方
ブランドをＰＲすることができました。
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　市は、観光行政に関するインターンシップ（就業体験）
協定を結んでいる韓国の亜洲大学から、２人目の研修生と
して同大4 年の方慧眞（バンヘジン）さんを受け入れました。
　バンさんは、今年 3月から８月までの期間、商工観光課
や霞ヶ浦ふれあいランドで勤務し、観光行政を学んでいま
す。3月の茨城空港開港時には、同スカイアリーナにおいて、
韓国人観光客への通訳をはじめ、韓国を旅行する日本人に
観光スポットを紹介するなど案内実践をしました。

日本と韓国の架け橋！　インターンシップ研修生 方慧眞（バンヘジン）さん

　6月 27 日 ( 日 )、全国金魚すくい選手権大会の行方予

選を兼ねた、第 2回行方金魚すくいまつりが、霞ヶ浦ふ

れあいランド内、屋外ステージで開催されました。

　大会には、小・中学生の部に 200 人、一般の部に 100

人が参加され、熱戦が繰り広げられました。

　また、茨城県のマスコットキャラクター「ハッスル　

黄門」が応援にかけつけました。

全国大会出場に向け熱戦を展開 　第２回行方金魚すくいまつり開催

方慧眞（バンヘジン）さん

　現在は、霞ヶ浦ふれあいランドの韓国語パンフレットの
作成や施設案内などに携わっております。
　流ちょうに日本語を話すバンさんに、行方市の感想を聞
きました。「自然豊かな行方市で生活することができ、温か
く迎えてくれる市民の皆さまにありがたい気持ちでいっぱい
です。霞ヶ浦で見た七色帆引き船はとても印象的でした」
　仕事が休みのときは、市内をサイクリングすることが大
好きというバンさん。研修期間も残りわずかとなりましたが、
市内のイベントや教育文化活動等に足を運ぶなど、市民と
の交流を深めていただきたいと思います。　

　８月 22 日に奈良県大和郡山市で開催される全国大会
への出場者は、以下の方々です。

　小・中学生の部
　　優　勝　小田　彩音さん（行方市）12 匹
　　準優勝　杉山久美子さん（香取市）12 匹
　　　※同点決勝により優勝者を決定
　一般の部
　　優　勝　藤代美香さん（横浜市）９匹
　　準優勝　渡辺　求さん（土浦市）８匹

　皆さまのご活躍をお祈りいたします。

韓国の伝統服のぬり絵や折り紙で、子供たちと交流を深めました



NAMEGATA  AUG.  201013

opicsT まちの話題

行方市中学生ハンドボール大会

行方市民総合スポーツ大会
７月４日（日）市内体育施設及び各学校施設6 月 6 日・12 日・13 日　麻生運動場野球場ほか

12 種目、参加選手数 1,381 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】暖心倶【準優勝】玉川ク

ラブ【第３位】羽生クラブ【第３位】フレンズ

一般混合【優勝】玉川クラブ

ソフトボール　【優勝】新宮同志会【準優勝】根小屋オー

ルスターズ【第３位】Ｇ＆Ｂ【第３位】武田小ＯＢソフト

ボール部

バスケットボール　男子の部【優�勝】アレグロ【準優勝】�

北浦クラブ●女子の部【優�勝】北浦クラブ【準優勝】�バンディ

ツ

ソフトテニス　●一般の部【優�勝】�出沼・山野　組【準優

勝】　野本・漢那　組【第３位】　高栖・色川　組

テニス　●男子ダブルス【優勝】遠峰・相川　組【準優勝】

金城・堀米　組【第３位】鶴岡・井上　組●女子ダブルス【優

勝】寺田・荒井　組【準優勝】鶴岡・本村　組【第３位】

境・吉川　組●ミックスダブルス【優勝】鈴木・片岡　組【準

優勝】篠塚・荒井　組【第３位】土子・境　組

バドミントン　●Ａクラス【優勝】ミラクルショットＡ【準

優勝】　北浦●Ｂクラス【優勝】ミラクルショットＢ【準優勝】

　玉造【第３位】潮来

ソフトバレーボール　●フリークラス【優勝】ネコじゃらし

（シロ）【準優勝】ワンダフル【第３位】ネコじゃらし（クロ）

●ゴールドクラス【優勝】ドリームエンジェル【準優勝】

太陽Ａ【第３位】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Ａ●個人戦【優勝】幡谷和彦【準優勝】本田

竜一【第３位】今泉弥【第３位】粟野武

卓　球　●男子シングルス【優勝】鬼澤洋【準優勝】郡

司幸一【第３位】山本進一●女子シングルス【優勝】石

橋節子【準優勝】樽井沙也香【第３位】山本紗也佳●団

体の部【優勝】大槻昭二・鬼澤洋・石橋節子　組【準優勝】

山本進一・郡司幸一・山本紗也佳　組【第３位】鬼澤智則・

潮田健太郎・樽井沙也香　組

ヨット・水上バイク体験の部　●ヨットレースの部【優　勝】

岡里寛士【準優勝】石神博【第３位】篠本圭司【第３位】

額賀高志

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】麻生高校Ｂ【第３位】麻生フェニックスＪｒ．

保護者【第３位】玉造中学校Ｂ●女子の部【優勝】麻生フェ

ニックスＢ【準優勝】麻生フェニックスＡ【第３位】麻生

高校【第３位】麻生フェニックスＪｒ．保護者

【優　勝】要サッカー SS　　【準優勝】津澄サッカー SS
【第３位】手賀サッカー SS　【第３位】小貫サッカー SS

行方市長杯軟式少年野球大会

玉造ロータリークラブ少年サッカー大会

行方市春季グラウンドゴルフ大会
６月１７日（木）北浦運動場第１グラウンド

【優　勝】橋本次男【準優勝】亀田信也【第３位】茂木勝

【優勝】波崎ブルージャイアンツ【準優勝】波崎マリーンズ
【第３位】旭ドジャース【第４位】玉造ジャイアンツ

６月１３日（日）玉造運動場陸上競技場

行方市インディアカ大会
６月２７日（日）北浦体育館

【優　勝】キャンディーズ（鉾田市）
【準優勝】てんとうむし（行方市）

行方市クロッケー大会
６月１０日 ( 木 )　北浦運動場第１グラウンド

☆総合優勝　南高岡長寿会Ｂ　☆総合準優勝　両宿長寿会Ｂ

行方市春季バドミントン大会
６月２０日（日）北浦体育館

男子ダブルスＡ【優　勝】根岸・関　組（ミラクルショット）
男子ダブルスＢ【優　勝】奈良崎・勝山　組（小川シャトル）
男子ダブルスＣ【優　勝】竹内・奈良輪　組（水曜会）
女子ダブルスＡ【優　勝】柏原・人見　組　（鉾田二高）
女子ダブルスＢ【優　勝】大和田・山田　組（北浦）
女子ダブルスＣ【優　勝】戸枝・三塚　組（潮来）

６月２６日・２７日　麻生体育館ほか

男子の部【優　勝】守谷市立けやき台中学校【準優勝】
常総市立水海道西中学校【第３位】行方市立玉造中学校
【第４位】行方市立麻生第一中学校
女子の部【優　勝】守谷市立けやき台中学校【準優勝】
常総市立鬼怒中学校【第３位】常総市立水海道中学校
【第４位】常総市立水海道西中学校

行方杯剣道大会
６月１９日（土）　麻生体育館

中学生男子団体【優勝】神栖市立神栖第四中学校
中学生男子個人【優勝】山岡遼大（神栖第四中学校）
中学生女子団体【優勝】鹿嶋市立鹿島中学校
中学生女子個人【優勝】小見侑生奈（鹿島中学校）
小学生団体【優勝】牛堀少年剣道愛好会Ａ【準優勝】鉾田
剣友会【第３位】行方少年剣友会【第３位】岩間剣友会
小学生個人【優　勝】水貝海斗（牛堀少年剣道愛好会Ａ）
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