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40 組 90 人の親子が参加

　市では、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。

　6 月 28 日の親子教室には、1 歳から 4 歳までの子ども

とその親 40 組 90 人が参加し、市内在住の金田弥生さん

の畑で、親子が力を合わせて、大きくなったジャガイモ

を掘り、楽しいひとときを過ごしました。

　その後、場所を畑から麻生公民館に移し、参加者全員

でカレーライスを食べました。

親子でジャガイモ掘り

　日帰り入浴施設の北浦荘では、毎月 1 回、間接の運動

範囲を維持・拡大するとともに筋肉を伸ばすことを目的

とした、はつらつリハビリ体操を開催しています。　

　入浴利用者であればどなたでも体操に参加することが

でき、６月 26 日には市内外から 20 名が参加し、行方市

シルバーリハビリ体操指導士会会長の菅澤トヨさんと、

同会事務局長の成田操さんの指導のもと、手足を曲げた

り伸ばしたりする運動などを実践しました。

   リハビリ体操は、毎月第 4 火曜日に開催しています。

北浦荘はつらつリハビリ体操

お風呂に入って元気に体操

　仕事の休みを利用して、趣味で獅子頭の制作をしてい
る長谷川潔さんが、市民の皆さんに見ていただきたいと、
玉造庁舎に獅子頭 1 体を寄贈されました。
　獅子頭の制作は、３年前から本格的にはじめ、昨年 11
月には、ＮＰＯ法人常陸獅子頭彫刻伝修館（石岡市）に
入会し、これまでに 10 体の獅子頭を手がけ、現在も 1
体を制作中とのことです。
　長谷川さんは、「まもなく定年を迎えるが、これからも
獅子作りを続けていきたい」と話していました。

　「常陸風土記」に夜刀神（やとのかみ）や新田開拓など
の説話が記されている玉造泉地区。風土記の研究家や愛
好家が多数訪れていましたが、この地には、夜刀神の石
碑が設置されているのみで、歴史を伝えられるものはな
かったとのことです。
　夜刀神社の創建は約 1500 年前とされ、その後 16 世紀
に現在の愛宕神社に合祀。それ以降、社殿がなかったので、
この程、地元の方が資金を出し合い神社を再興しました。
　夜刀神社は、泉緑地環境保全地域内にあります。

長谷川潔さん（玉造乙在住）

泉地区有志が夜刀（やと）神社を再興

獅子頭を玉造庁舎に寄贈

風土記の記述を後世に伝える
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　６月 25 日、第１回行方市健康づくり計画策定委員会が
開催されました。この委員会は、「健康増進計画・食育推
進計画」を策定するために設置されたものです。同計画は、

「自らの健康は、自らつくるもの」という視点にたって、住
民一人ひとりの健康づくりを支援し、健康で明るく生活でき
る社会を実現することを目的としています。第１回委員会
では、計画の方針、策定までのスケジュールが決定されま
した。今後は、「食」、「運動」、「こころ・休息」の分科会
に分かれ、それぞれ審議を行っていきます。内容について
は、市のホームページで公開しますのでご覧ください。

第１回行方市健康づくり計画策定委員会開催

「自らの健康は自らつくるもの」
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　第 53 回全国土地改良功労者表彰が行われ、立花土地改

良区（坂本瑞夫　理事長）が団体表彰の銅章を受賞しまし

た。立花土地改良区は、昭和 56 年から平成５年に県営ほ

場整備により整備されました。他土地改良区との事務統合

により、玉造土地改良事務運営協議会を設立し、運営改善

の一環として経費削減に努めたほか、農地・水・環境保全

向上対策事業（現：農地・水保全支払交付金）に取り組み、

地域住民との交流、地域農業の振興等の業績が認められ

今回の受賞となりました。

立花土地改良区

全国土地改良功労者銅章を受賞

震災で崩壊した鳥居を再建

　東日本大震災で崩壊した船子の浅間神社の鳥居が再建
され、地元の市民の方約 40 人が参加し、竣工祭が開催
されました。
　以前の鳥居は石製で約 25 年前に建立されたものでした
が、地震の激しい揺れで崩壊したため、今回地域の方の
協力により被災する危険の少ない木造で再建されました。
鳥居は高さ約 4 メートルで 1 月に境内から伐採された杉
の木などが使われているそうです。

浅間神社（せんげんじんじゃ）

　6 月 14 日に北浦公民館で開かれた第 1 回委員会にて、
市内事業所や市民団体、医療、福祉、警察などの代表等
13 名（男性 7 名、女性 6 名）の方々へ、伊藤市長から委
嘱状が交付されました。
　委員長に、民生委員主任児童委員の江原眞弓さんが選
任され、「よい計画が策定できるよう努めさせていただき
ます」とあいさつをいただきました。現在、本市では市
役所庁内の所管部署への聞き取りや市民アンケートなど
により男女共同参画の推進状況調査を進めております。
　後期計画は、本年度末に策定される予定です。

第１回委員会が開催されました

行方市男女共同参画推進計画策定委員会
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　フットパスとは、
里山、町並みなどの
小径（こみち）を楽
しみながら散策する
ことです。日本フッ
トパス協会の全国大
会が行方市で 11 月
3 日から 4 日に開催
されます。
　商工観光課ではフットパス全国大会「2012 日本フッ
トパスセミナーＩＮ行方」大会ボランティアスタッフ
を募集しています。全国から集まる参加者と交流した
い、行方市の歴史、観光に興味がある、フットパスを
体験してみたい個人、団体の方の連絡をお待ちしてい
ます。
ボランティア内容　全国から集まる参加者へのおもてな
し、全国大会の運営に関すること

【お問い合わせ】　商工観光課　0291-35-2111

2012日本フットパスセミナー iN行方

大会ボランティアスタッフ募集

　麻生高校の「小倉百人一首かるた部」が５月３日に開

催された茨城県大会で優勝し、７月 27 日から３日間に

わたり滋賀県で行われる全国大会に出場します。

　競技は８人編成の団体戦で、代表５人の勝敗で争いま

す。顧問の糸川先生の指導のもと、素振りに始まり、実

践的な試合等を行う週４回の練習のほか、積極的に県外

への大会にも参加して実力を伸ばしてきました。発足か

ら６年の同部。初めての全国大会出場で健闘が期待され

ます。

全国大会に出場します！

麻生高校「小倉百人一首かるた部」

　消防団は、本業を持ちながら「自分たちのまちは自分
たちで守る」という精神に基づき、地域の安全と安心を
守るために活動しています。
　７月８日、玉造運動場において行方市消防団班長以上
及び新入団員夏季教養訓練が実施されました。行方消防
署員の方の指導のもと新入団員、班長以上に分かれそれ
ぞれ訓練を行い、また、今年から新たに中継訓練を加え、
消防活動について理解を深めました。訓練後は雨天時等
に使用する土のう作りも行いました。お疲れ様でした。

　「社会を明るくする運動」はすべての国民が犯罪や非行
の防止と、犯罪をした人や非行のある少年の更生につい
て理解を深め、それぞれの立場において力を合わせ、犯
罪や非行のない安全で安心な地域社会を築こうとする全
国的な運動です。
　毎年７月は強調月間となっており、日頃から活動に取
り組んでいる保護司会の代表伊藤さんと阿部さんが伊藤
市長を訪問し、多くの市民の理解と参加を得て活発に行
われるよう支援と協力を要望しました。

「自分たちのまちは自分たちで守る」

行方市保護司会

行方市消防団　夏季教養訓練実施

社会を明るくする運動を推進
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６月２日・３日・１０日　浜野球場ほか

第７回行方市長杯軟式少年野球大会

【優　勝】波崎ジュニアーズ（神栖市）
【準優勝】旭ヤングスター　（鉾田市）

６月１０日（日）玉造運動場陸上競技場

第 22 回玉造ロータリークラブ少年サッカー大会

６月１２日（火 )　北浦運動場第１グラウンド

第 11 回行方市春季クロッケー大会

【優　勝】松寿会　　　　【準優勝】寿会Ｂ
【第３位】両宿長寿会Ｂ　【第３位】高砂会Ｂ

６月１７日（日）北浦運動場第１グラウンド

第 13 回社会人サッカー大会

【優　勝】ＢＩＤＡＮ　【準優勝】ＦＩＮＡＬＳ

６月１６日（土）麻生運動場体育館

第７回行方杯剣道大会

中学生男子団体の部【優勝】神栖第四中
中学生男子個人の部【優勝】稲葉　渉（波崎第三中学校）
中学生女子団体の部【優勝】神栖第四中
中学生女子個人の部【優勝】上原ももか（鹿島中学校）
小学生団体の部【優勝】岩間剣友会
小学生個人の部【優勝】田崎海斗（納場スポーツ少年団）

６月２３日・２４日　麻生運動場体育館ほか

第７回行方市中学生ハンドボール大会

男子の部【優　勝】けやき台中（守谷市）
【準優勝】麻生中（行方市）【第３位】水海道西中（常総市）

女子の部【優　勝】けやき台中（守谷市）
【準優勝】麻生中（行方市）【第３位】北浦中（行方市）

６月１７日（日）北浦運動場体育館

春季バドミントン大会

男子ダブルスＡ【優　勝】山口・吉田　組（つくばバドミントンサークル）
男子ダブルスＢ【優　勝】小沼・小沼　組（北浦）
女子ダブルスＡ【優　勝】山田・大河　組（北浦）

５月２２日 ( 火 )　玉造ゴルフ倶楽部　捻木コース

第２回ゴルフ連盟大会

【優勝】 方波見保　【準優勝】 横瀬孝　【第３位】 成島克己

６月１４日（木）高須崎公園

春季グラウンドゴルフ大会

【優　勝】野原　たか　【準優勝】野原　照江
【第３位】山崎　用子

６月２１日 ( 木 )　セントラルＧＣ　ＮＥＷコース

第３回ゴルフ連盟大会

【優勝】 横瀬 孝　【準優勝】 土子常夫【第３位】 原　延征
ベスグロ（７５） 羽生義隆・並木文男・平山勝己　

【優　勝】津澄サッカースポーツ少年団
【準優勝】手賀サッカースポーツ少年団
【第３位】麻生ＥＡＳＴサッカースポーツ少年団
【第３位】武田サッカースポーツ少年団

６月17 日（日）北浦運動場体育館

第１回ソフトバレーボール　メンズ＆ウィメンズ大会

メンズの部
【優　勝】ネコじゃらし（クロ）（行方市）【準優勝】鉾田ＳＶＣ （鉾田市）

ウィメンズの部　
【優　勝】Ｌ overs（行方市）【準優勝】　球遊会（行方市 )

７月１日（日）市内体育施設及び各学校施設

第７回行方市民総合スポーツ大会

★バレーボール【優　勝】南愛球会　
★ソフトボール【優　勝】新宮同志会
★バスケットボール
　●男子の部【優　 勝】６３‘ Ｓ
　●女子の部【優　 勝】北浦クラブ
★ソフトテニス　【優　 勝】 栗股・関口　組
★テニス
　●男子ダブルス【優　勝】鈴木・寺田　組
　●女子ダブルス【優　勝】谷口・荒井　組
★バドミントン
　●Ａクラス【優　勝】ウェルネス
　●Ｂクラス【優　勝】ミラクルショットＡ
★ソフトバレーボール
　●フリークラス【優　勝】ワンダフル
　●トリムクラス【優　勝】Ｌｏｖｅｒｓ
★剣　道
　●団体戦
　【優　勝】鬼沢宣行・古渡俊明・奥村君雄・大曽根善治　組
　●個人戦【優　勝】大曽根善治
★ヨットレースの部【優　勝】毛藤　法夫
★ハンドボール男子／女子
　●男子の部【優　勝】麻生フェニックス
　●女子の部【優　勝】麻生フェニックス
★卓球
　●一般の部　【優　勝】島田将英
　●男女混合Ｗ【優　勝】山本進一　高野照代　組
　●中学男子　【優　勝】羽生海都

６月２４日（日）北浦運動場体育館

第８回行方市インディアカ大会

【優　勝】ノアＢ（鉾田市）【準優勝】ひまわり（行方市）
【第３位】ポップコーンＣ（行方市）
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