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放射能について理解を深めました

玉造ロータリークラブ主催　緊急勉強会

　放射能について理解を深める勉強会が、5月26日 (木 )、

文化会館で開催されました。

　講師は、産業技術総合研究所の並木壮寿氏など 3名。

　勉強会では、マイクロシーベルトやセシウムといったテレ

ビ等で報道される放射能に関する様々な用語解説や日常生

活への放射能の影響などについてお話いただきました。

　平日にも関わらず、会場には大勢の方が詰めかけ、市民

の皆様の放射能に対する関心�の高さがうかがえました。

　三和地区において、毎月 1回土曜日に個人の文庫を子
どもたちに開放して、読み聞かせや工作などを行い、地
域の子どもたちのコミュニケーションの場を提供してい
る「のみち子ども文庫」の小田原さん。子どもたちに本
を読んでもらいたいという気持ちから始まった活動も６
月３日に 5年目を迎えようとした矢先、震災で文庫の本
棚も倒れ本も散乱。震災のショックで少しの間活動を休
止していましたが、6月よりまた文庫を再開しました。
ともに協力をしてくれる仲間に感謝しながら、10 年を目
標に活動を続けていきたいということでした。

震災にも負けず活動しています！
『のみち子ども文庫』のみなさん

名良橋晃さんがサッカーの授業

大和第二小学校

　６月14日 ( 火 )、大和第二小学校で「スポーツ選手活用
体力向上事業」サッカー教室が行われ、元サッカー日本代
表で鹿島アントラーズ在籍経験のある名良橋晃さんが特別
講師としてサッカーの授業を行いました。
　これはトップアスリートの授業から子供たちが主体的にス
ポーツを楽しみ、運動をする習慣を身につけることを目的と
して行われたものです。１～３年、４～ 6年の２組に分かれ、
ボールを使って楽しくできるトレーニング等を楽しみました。
ゲームでは名良橋氏と一緒にボール追うなど大変盛り上が
りました。限られた時間の中で名良橋氏と有意義な一時を
共有することができました。

　５月 31 日（火）、茨城県市町村会館において園芸いば

らき振興協会の定時総会が開催され、行方市レンコン研

究会（高橋勲会長）にいばらき園芸振興賞奨励賞が授与

されました。

　当研究会は、出荷組織の枠を越えた調査研究及び情報

提供の体制を確立しており、地域のレンコン生産技術の

向上に大きく貢献しています。

いばらき園芸振興賞受賞
行方市レンコン研究会

藤崎副会長・高橋会長・森作副会長
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opicsT まちの話題

　行方市の新たなレジャーとして昨年度から開始したパ
ラセーリング。今年も夏を迎え７月２日（土）～８月 28
日（日）までの土 ･日曜日（※８月 13 日・14 日は運休）
に体験することができます。
　関東で唯一パラセーリングが楽しめるとあって昨年も
遠方からたくさんの人が訪れました。最大高度は 60m。
湖上での空中散歩を楽しんでみてはいかがでしょうか？
パラシュートの装着等は全てスタッフにて対応させて頂
きますので初心者でも安心です。問い合わせは下記まで。
問い合わせ：行方市観光協会（商工観光課内）
℡　0299 － 55 － 1221　

霞ヶ浦を独り占め！！
パラセーリング

第 1 回　水郷水都ぐる～りフェア

　5月21日（土）・22日（日）に『道の駅ちばらき連絡会』
主催の『水郷水都ぐる～りフェア』が茨城空港において開
催されました。
　利根川を挟んだ千葉、茨城両県の道の駅（道の駅たまつ
くり・道の駅いたこ・道の駅水の郷さわら・道の駅くりもと・
道の駅多古・道の駅オライはすぬま）から選りすぐりの美味
しいものが集まりました。屋外では『足湯カフェ号』こと足
湯体験トラックが登場したほか、空港内でのスタンプラリー
も好評でした。

　これまでの消防団は男性中心の組織でしたが、時代に

即した新しい消防団として、その活動に女性の能力を活

用することが不可欠になっていると言えます。

　このような状況下で今回、行方市で女性消防団員が誕

生しました。6月 1 日、海老澤さん、中島さん、飯島さ

んの 3名に齋藤消防団長より委嘱状が交付されました。

　広報・啓発活動、予防指導、災害弱者対策等の部門で

女性だからこその能力を発揮した女性消防団員の活躍が

大いに期待されます。

安全・安心なまちづくりのために
行方市女性消防団員が誕生！

道の駅が茨城空港に大集合！

○明るい社会づくり運動麻生地区推進協議会　50,000 円

○一二三会　65,000 円

○石川島建材工業株式会社　1,000,000 円

○株式会社ぎょうせい　200,000 円

○麻生創生会　100,000 円

○茨城県市長会　900,579 円

　　　　　　　　　（順不同・敬称略）※ 6月 22 日現在

たくさんの善意ありがとうございます
行方市に義援金

石川島建材工業株式会社に感謝状を贈呈



なめがた　2011.7.1 16

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
秘書課　☎  0 2 9 9 － 7 2 － 0 8 1 1

　各種目の優勝者は以下のとおりです。

男子 100 ｍ　阿須間貫太（津澄小）　13 秒 99

女子 100 ｍ　飯嶋菜々（麻生小）　14 秒 81

男子 80 ｍハードル　小沼優貴（大和二小）　13 秒 12（新）

女子 80 ｍハードル　山口美沙希（玉川小）　15 秒 84

男子走り幅跳び　山口悠佑（玉造小）　３ｍ 79㎝

女子走り幅跳び　坂部さくら（羽生小）　３ｍ 44㎝

男子走り高跳び　髙柳真生（武田小）　１ｍ 28㎝

女子走り高跳び　市塚恵美（玉造小）　１ｍ 21㎝

行方教育部会小学校親善陸上記録会が開催されました

５月２６日 ( 木 )　北浦総合グラウンド

　４月からテレビ朝日系列でスタートした茨城県の新し
い広報番組「磯山さやかの旬刊！いばらき」。
　同局の番組「ちい散歩」内で、毎週金曜日、午前 10 時
50 分頃から放送され、いばらき大使の磯山さやかさんが、
茨城県内の観光スポット等を紹介しています。
　今回、霞ヶ浦湖岸、観光物産館「こいこい」などで番
組の収録が行われ、磯山さんから、「パラーセーリング」
や「行方バーガー」など、行方市の魅力を紹介いただき
ました。
　放送は 7月 15 日です。みなさん、是非、ご覧ください。

「旬刊！いばらき」番組収録
磯山さやかさんが行方市の魅力を紹介

男子ボールスロー　貝塚友麻（羽生小）　61 ｍ 35㎝（新）

女子ボールスロー　木川梓（武田小）　47 ｍ 49㎝（新）

男子 1500 ｍ　髙柳諒（武田小）　5分 08 秒 67（新）

女子 800 ｍ　真家淑乃（津澄小）　２分 47 秒 76

リレー上位入賞校

男子 400 ｍリレー　

　1位　玉川小　　2位　津澄小　　3位　玉造小

女子 400 ｍリレー　

　1位　武田小　　2位　麻生小　　3位　玉造小

学校給食センターを見学しました

野菜をたべよう♪なめがた食農教室

　地場農産物が学校給食の食材として活用されていること
について知ってもらおうと、6月17日（金）、北浦学校給食
センターで見学会が開催されました。
　今回参加したのは麻生、小貫、三和の各小学校の低学
年 78人。調理現場の見学の後、栄養士から給食ができる
までの過程についてスライドを交え、説明を受けました。
　市内農家でじゃがいもなどを生産している金田弥生さん
が「行方市で生まれた野菜を地元の子どもたちに食べても
らいたい」と地産地消を呼びかけました。
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高校の部
個人優勝　山本真吾 ( 麻生高校 )
団体優勝　山田英男・平山璃奈・山本真吾（麻生高校）
金 的 賞　堀　健司（鉾田二高）
　　　　　箕輪真美（鉾田二高）
一般の部
個人の部　石田（銚子西）
団体優勝　大森・小松・高木
　　　　　　（蒼藤会Ｄ）
金 的 賞　佐藤（鹿嶋）
　　　　　唐澤（新利根）

opicsT まちの話題

５月１４日（土）・１５日 ( 日 )　玉造運動場陸上競技場ほか

第５回行方市近隣中学校サッカー大会

【優　勝】北浦中学校

５月１５日（日）　玉造運動場体育館

平成 23 年度麻生杯弓道大会

フリークラス　優　勝　ネコじゃらし（クロ）
トリム　　　　優　勝　ラバーズ

５月８日（日）・１５日（日）　浜野球場

第５回市長杯ソフトバレーボール大会

【優　勝】グロリアス
【準優勝】黒潮クラブ
【第３位】ブラックエンジェルス
【第３位】キャッツ

行方市軟式野球連盟前期大会

５月１９日（木）　北浦第１グラウンド

第 21 回行方市親善ゲートボール大会

【優勝】玉川クラブ

第５回行方杯中学生ソフトテニス大会

５月１５日（日）・２１日 ( 土 ) 玉造中学校体育館ほか

第 6回行方市近隣中学校軟式野球大会

【第３位】玉造中学校

５月１５日 ( 日 )　麻生運動場体育館ほか

第２１回行方市麻生杯バレーボール大会

【優　勝】　鉾田市立大洋中学校

５月２１日（土）　北浦運動場テニスコートほか

（男子）　【優勝】　緒方・阪田組（神栖四中）
（女子）　【優勝】　篠塚・兼平組（潮来一中）

５月１４日（土）・２１日 ( 土 )　浜野球場ほか

第 6回行方市近隣中学校
バスケットボール大会

５月１５日（日）　麻生運動場弓道場

男子の部　
　優　勝　鉾田市立旭中学校
女子の部　
　準優勝　麻生第一中学校

『チャレンジデー２０１１』の結果発表

　５月２５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 2011』に参加いただいた皆様、ご協力あ

りがとうございました。

　今年は、震災のため対戦形式はなく、「スポーツの力で

日本を元気に！」というスローガンのもと、昨年より参加

率が２％アップし、今後の活動につながる成果となりまし

た。

行方市民の参加率　３２．６％（参加者　１２，５４１人　　市民数　３８，８４１人）

グロリアス

麻生第一中学校

麻生高校弓道部
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