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　５月４日に茨城空港出発のバスツアー「大河！平清盛
と行方地方の常陸平氏たち」が行われました。
　当日は天候が悪い中、県内外から 16 名が集まり、「百
里ナビゲーター」である大﨑博之先生の説明を受けなが
ら、「知る人ぞ知る」平氏の足跡を辿りました。なかでも、
羽生の萬福寺にある平清盛の嫡男の「平重盛」の墓所及
び菩提を弔うために建てられた阿弥陀堂や、常陸平氏を
祖とした「芹澤鴨（平光幹）」が平清盛と親戚関係に当た
るという説明には、驚きと感嘆の声が上がっていました。
　参加者には、行方市の特産品「菖蒲」のお土産も配られ、
緑豊かな資源や歴史深い街に囲まれた空港周辺地域の魅
力を再発見するツアーとなりました。

行方の魅力を再発見！
バスツアー「大河！平清盛と行方地方の平氏たち」

　健康増進課と食生活改善推進連絡協議会が主催で「地
域健康づくり教室」が各保健センターや麻生公民館で実施
されました。行方市民に多い高血圧予防（減塩食）などの
健康講話及び毎日できる筋トレやウォーキング方法の指導、
今話題の塩こうじの量を適度に使用した『たらの南蛮漬け』
などの調理実習、試食による塩味加減の確認など盛りだく
さんでしたが、３日間とも定員（35 名）を上回る参加者と
なりました。「楽しく学べて勉強になった、家庭でも薄味に
慣れるようにしたい」、「健康食献立例などを家族や近所に
も広めます」との声が聞かれました。

健康づくりを地域から！
地域健康づくり教室

「羽生小見守りの会」対面式

地域で子どもたちの安全を守ろう 霞ヶ浦湖上でボートレース

第９回霞ヶ浦１０kmRC ボート長距離レース

　６月９日・10日の２日間を利用して、第９回霞ヶ浦
10kmRC ボート長距離レースが開催されました。
　この大会は、全日本モデルパワーボート連盟及び財団法
人日本ラジコン電波安全協会の主催で、天王崎公園地先で
開催されました。初日は生憎の雨でしたが２日目は若干風
はあったものの好天に恵まれ、手作りボートによる77 艇の
激しい競争が繰り広げられました。選手は、チームで参加し、
スタートをさせるボート整備担当とモーターボートに乗って
ボートを操縦するリモコン操作担当に分かれてタイムを競
いました。
　当該レースは、霞ヶ浦湖上 10km長距離レースとして開
催されるもので競技種目もMA級（排気量 10cc）までか
らGW級排気量（35cc
から 40cc まで）まで
の６段階があり、遠く
愛知県や長野県から老
若男女が集い終日熱戦
を繰り広げられました。

�　「羽生小見守りの会」は、平成 21 年度に発足後、地域・
学校・家庭が連携して、子どもの安全を守っていくこと
を目的に活動しています。
　６月 11 日に協力者の方と児童の対面式が開催され、駐
在所の方から交通安全及び水の事故についての講話が行
われました。その後、協力者の方と児童が一緒に下校し
ました。

↑警察官の方の講話

↓協力者の方と下校
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ご協力ありがとうございました

　５月30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 2012』に参加いただいた皆様、ご協
力ありがとうございました。大分県豊後大野市（ぶんごお
おのし）と対戦し、３回目にして初勝利をあげました。

行方市民の参加率　43.1％
（参加者　16,325 人　市民数　37,853 人）

豊後大野市の参加率　29.7％
（参加者　11,900 人　市民数　40,104 人）

『チャレンジデー 2012』の結果発表

北浦幼稚園　サッカー教室

　6月 5 日と 8日に、大和第三小学校（全校児童 23 人）
で梅の実体験学習が開催されました。
　この体験学習は、子供たちにふるさとの食文化を伝え、
農産物への理解を深めてもらおうと、市内の方を講師に
迎え、10 年以上前から毎年行われています。
　白浜少年自然の家で梅の実を採取した後、高学年と低
学年が共同であく抜きやヘタ取り作業を行い、梅干しと
梅ジュース作りを体験しました。
　梅ジュースは、9月に行われる運動会の練習の合間に
飲むことになっています。

大和三小梅の実体験学習

児童全員で梅干しと梅ジュースを作りました

　6月 5 日と 8日に、大和第三小学校（全校児童 23 人）
で梅の実体験学習が開催されました。
　この体験学習は、子供たちにふるさとの食文化を伝え、
農産物への理解を深めてもらおうと、市内の方を講師に
迎え、10 年以上前から毎年行われています。
　白浜少年自然の家で梅の実を採取した後、高学年と低
学年が共同であく抜きやヘタ取り作業を行い、梅干しと
梅ジュース作りを体験しました。
　梅ジュースは、9月に行われる運動会の練習の合間に
飲むことになっています。

大和三小梅の実体験学習

児童全員で梅干しと梅ジュースを作りました 行方市教育会小学校親善陸上記録会

5 月 24 日　北浦総合グラウンド

　各種目の優勝者は以下のとおりです。

男子 100 ｍ　　　　　大原鈴音（麻生小）　14 秒 52

女子 100 ｍ　　　　　阿部汐里（現原小）　15 秒 46

男子 80 ｍハードル　　椎名晃大（麻生小）　14�秒 97

女子 80 ｍハードル　　髙柳李花（武田小）　14 秒 78

男子走り幅跳び　　　沼里聖矢（要　小）　３ｍ 89㎝

女子走り幅跳び　　　古渡淑乃（玉造小）　３ｍ 71㎝

男子走り高跳び　　　代々城瑞生（玉造小）　１ｍ 20㎝

女子走り高跳び　　　横山聖奈（大和二小）　１ｍ 15㎝

男子ボールスロー　　有川　逸（現原小）　55 ｍ 18㎝

女子ボールスロー　　店曲美祐（武田小）　35 ｍ 92㎝

男子 1500 ｍ　　　　風間遥貴（現原小）　5分 25 秒 76

女子 800 ｍ　　　　根本美優（麻生小）　２分 49 秒 61
【リレー上位入賞校】

男子 400 ｍリレー　
　1位　玉造小Ａ　2位　津澄小

　3位　麻生小Ａ

女子 400 ｍリレー　

　1位　現原小　　2位　要小　3位　大和二小

　５月 29 日、ニュースポーツ体験をする交流事業が麻
生公民館で開催されました。
　この催しは、行方わくわくスポーツクラブ（羽成忠一
代表）が主催したもので、市内の高齢者約 40 人が、「ユ
ニカール」と呼ばれる、３つのストーンを特殊なカーペッ
トの上で、円形の目標地点に向かって滑らすように投げ
るゲームを体験しました。
　参加者は、ゲームを通じて楽しく汗を流し、交流を深
めました。

行方わくわくスポーツクラブ交流事業

ニュースポーツ「ユニカール」に挑戦
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５月６日 ( 日 )・１３日（日）浜野球場

行方市軟式野球連盟前期大会

【優　勝】ベアーズ　【準優勝】ブラックエンジェルス
【第３位】グロリアス　【第３位】水車ボンジャック

ベアーズ

５月１３日 ( 日 ) 麻生運動場弓道場

麻生杯弓道大会

１９８名の参加により高校の部及び一般の部が開催され、
一般の部（個人の部）で高野敬光さんが準優勝しました。

５月１２日 ( 土 )・１９日 ( 土 )　浜野球場ほか

第７回行方市近隣中学校軟式野球大会

【優　勝】玉造中学校　

玉造中学校

５月19 日 ( 土 )・20 日 ( 日 ) 北浦第１グラウンド他２会場

第７回行方市近隣中学校サッカー大会

【優　勝】潮来市立日の出中学校

５月19 日（土 )・20 日 ( 日 ) 麻生運動場体育館他１会場

第７回行方市近隣中学校バスケットボール大会

＜男子の部＞
【優　勝】玉造中学校
＜女子の部＞
【準優勝】玉造中学校【第３位】麻生中学校

玉造中学校　男子

５月２６日 ( 土 ) 北浦運動場体育館

第５回行方杯中学生バドミントン大会

【第３位】山中麻未・山中望未　組（玉造中）

５月１９日 ( 土 ) 北浦運動場テニスコート他１会場

第６回行方杯中学生ソフトテニス大会

＜男子の部＞　【準優勝】並　木・成　島　組（玉造中）
＜女子の部＞　【優　勝】山　本・新　堀　組（神栖二中）

５月２７日 ( 日 )　玉造運動場体育館

第 7回市長杯ソフトバレーボール大会

フリークラス　【優　勝】球遊会Ａ
トリム　　　　【優　勝】Lovers

５月２７日（日）北浦運動場体育館

行方市内女子ミニバスケットボール大会兼県大会予選

【優　勝】津澄ＭＢＳＳ　　【準優勝】麻生ミニバス
【第３位】玉造山王ミニバス５月13 日 ( 日 )　麻生運動場体育館他１会場

第 23 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３０日（水）北浦第１グラウンド

第 27 回　行方市親善ゲートボール大会

【優　勝】豊和チーム　
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