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　５月 23日（木）、文京シビックホール（東京都文京区）

で開催された全国市区選挙管理委員会連合会定期総会にお

いて、石川恭二さんが全国市区選挙管理委員会連合会表彰

を受賞されました。

　石川さんは、行方市の選挙管理委員会委員長として、選

挙の管理執行と啓発活動に尽力され、その功績が高く評価

されました。

　おめでとうございます。

選挙管理委員会委員長　石川恭二さん

全国市区選挙管理委員会連合会表彰

　5月 25日と 26日の 2日間、東京スカイツリー ®周辺で、

「ご当地キャラクターフェスティバル inすみだ 2013」が

開催され、行方市のマスコットキャラクター「なめりーミ

コット」と行方市商工会の地域振興キャラクター「ニコちゃ

んとなめぞう」が参加しました。

　フェスティバルには、熊本県の「くまモン」や愛媛県今

治市の「バリィさん」など全国から 62体のキャラクター

が集結。行方市のキャラクターも、全国の人気キャラに交

じって、大勢の来場者の前で行方市をＰＲしました。

ご当地キャラクターフェスティバル in すみだ 2013

行方市のキャラクターが東京都内でＰＲ

地元小学生がグリーンウェイブ植栽活動を実践

里山に苗木を植えました

　プロサッカー選手で、なめがた大使を務める小澤英明
さんが、市内 6つの小学校を訪れ、小学生と交流を深め
ました。
　この交流会は、市となめがたふれあいスポーツクラブ
の共催で行われ、J リーグのチームや海外で活躍した小
澤さんが、サッカーボールを使ったレクリエーションな
ど（写真は羽生小）で、小学生と一緒に汗を流しました。
　また、自身の体験談として、サッカー選手は、食事・練習・
休息の３つをバランスよく取ることが大切であると説明
しました。

小学生がプロサッカー選手と交流

なめがた大使　小澤英明さん

　6月 3日（月）、小貫地内の里山（通称：ふれあいの森）で、
地元の小学生が、カシワやシロシキブなどの苗木の植樹を
行いました。
　今回、小貫地区に住む武田小の 1年生から 5年生まで
の児童 12 名が、里山に入って、森と緑を守る会（齋藤
正代表）が用意した苗木を 1本 1本丁寧に植えました。
　この苗木は、セブンイレブン記念財団が取り組むグリー
ンウェイブ植栽活動の一環として同財団から贈られたも
ので、児童は、樹木への関心を高めたようです。
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　６月８日 ( 土 )、市農業振興センターにおいて、今年が
風土記勅撰 1300 年を迎えることを記念し、風土記体感交
流事業が行われ、市内の小学生やその保護者ら約 30 名が
集まり、古代食づくりを体験しました。
　参加者は、市内に残る風土記ゆかりの地の話を聞きなが
ら、当時を再現した土器や石板を使い、計 7品を作りなが
ら交流を深めました。参加した児童らは、当時の人々の暮
らしぶりや炊事の大変さを体感し、現在でも違和感なく食
べられる料理の出来栄えに驚いた様子でした。

古代食を親子で一緒に再現
ミコットとタイムスリップ ( 風土記体感交流事業 )

　５月20日（月）、麻生庁舎において自衛官募集相談員の

委嘱式が行われました。交付を受けたのは４人です。

　募集相談員は、志願者に関する情報の提供や自衛隊地方

協力本部の行う広報活動をサポートしています。任期は２

年間です。

　自衛官募集相談員の委嘱を受けたのは、井坂文稔さん（北

浦地区）、山中日出夫さん（玉造地区）、額賀勝尾さん（麻

生地区）、中川文男さん（麻生地区）です。

自衛官募集相談員委嘱式が行われました

自衛官募集相談員をご紹介します

　茨城県では、昨年 10 月から、県内の地域の人・物・

イベント情報などを、パソコン、スマートフォン、タブレッ

トなどで視聴できるインターネットテレビ「いばキラＴ

Ｖ（ティービー）」を開局し、毎日、無料配信しています。

　6月 3日（月）には、行方市のマスコットキャラクター

「なめりーミコット」と市職員が昼の番組に生出演し、行

方市の「風土記勅撰 1300 年記念事業」をＰＲしました。

○いばキラＴＶU ＲＬ　http://ibakira.tv/　

いばキラＴＶ配信中

なめりーミコットが生出演しました

　５月23日（木）、行方市農業後継者協議会の設立総会が

行われました。

　これは、麻生農業後継者協議会、北浦農業担い手会、玉

造農業後継者協議会が統合したものです。

　今後、若手農業者にとってやりがいと魅力ある農業経営

の確立、意力ある担い手の育成に向けた取り組みが期待さ

れます。

行方市農業後継者協議会が設立

魅力ある農業経営を目指します

いばキラＴＶ配信中

なめりーミコットが生出演しました
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　なめがた食彩マーケット会議は、農業団体などと連携し、
行方産の飼料用米を食べて育った豚肉や牛肉、行方産のレ
ンコンやサツマイモなどがたっぷり入ったレトルトカレー
を開発しました。柔らかい豚肉と牛肉、レンコンの食感と
サツマイモの甘みが一緒に楽しめます。
　商品名「米を食べて育ったなめがた豚カレー」（630円）
と「米を食べて育ったなめがた牛カレー」（730 円）は、
行方市観光物産館「こいこい」や天王崎観光交流センター
「コテラス」などで販売しております。ぜひご賞味ください。

柔らかいお肉と行方産の野菜たっぷり！

なめがた米豚・米牛カレー発売

　6月 11 日（火）、麻生幼稚園の園児 73 名が、麻生地区
のいちごハウスでいちご摘みを楽しみました。
　ハウスを所有しているいちご農家の坂本一郎さんに、
いちごの摘み方の説明を受けた後、さっそくハウスに入っ
た子どもたち。真っ赤に色づいたいちごを次々と摘みな
がら「甘くておいしいよ」「こんなに大きないちごがあっ
たよ！」と大喜びでした。
　麻生幼稚園のいちご摘みは、毎年この時期、市内いち
ご農家のご厚意により行われています。

いちご摘みを楽しみました

麻生幼稚園の園児たち

　行方市観光協会では、つくば市方面で「ラヂオつくば」

（FM波 84.2 メガヘルツ）を利用した宣伝活動を展開して

います。ラジオを通じて、毎週金曜日午後７時 30分から

８時まで「＠ Town（アットタウン）行方」で放送中です。

　市内の観光案内やイベント情報、季節の話題や、行方の

身近な情報を伝えています。

　行方市内では、インターネットのサイマルラジオから聞

くことができます。

○サイマルラジオＵＲＬ　http://www.simulradio.jp/

「ラヂオつくば」＠ Town（アットタウン）行方

行方の話題を発信しています

　６月 15 日（土）、三和の金上地区で、「太刀揉み」と
呼ばれる行事が行われました。これは、地区の五穀豊穣
と厄除けを祈願して、地区内の一戸一戸を清め歩く神事
です。
　杉製（290cm）の太刀を高貴神社拝殿に整え、北浦
で清めたあと、地元の小学生７名がその太刀をかついで
「わっしょい、わっしょい、わっしょいよ！」の掛け声勇
ましく約 50 戸を訪問。訪問後は「でーろ、でーろ、でー
ろ」と言いながら後ずさりし、屋敷から退きました。
　地区には、子どもたちの声が元気いっぱい響きました。

地区の五穀豊穣と厄除けを祈願しました

金
かねあげ

上の太
た ち も

刀揉み
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　花で彩るまちづくり会は、5月 3日（金）、玉造地区の
公共施設を含む商店街通りに、黄色やオレンジのマリー
ゴールドにフラワーメッセージを添えて配布しました。
　行方市を花の町へ、そして市民が自然や草花を愛し元
気に過ごしてもらおうと、フラワーロードを推進したも
のです。「大きくなるのが楽しみです。みんなが同じ花を
手入れして、一緒に育てていることで気持ちが繋がって
いるようで良いです」と協力者の関口とみ子さん。
　同会は、温かく協力いただいた昨年までの麻生・北浦
地区の沿道前宅の皆さんや、この玉造地区の協力者の皆
さんとともに「花で彩るまちづくり」が地域に広がるよ
う推進していきます。

フラワーロードを玉造地区へ延長
花で彩るまちづくり会

　５月 31 日（金）、行方市消費者友の会（橋本光枝会長）

の会員が、急増する振り込め詐欺の被害拡大防止等を目

的に、ベイシア玉造店で「消費者月間キャンペーン」を

行いました。行方市マスコットキャラクター「なめりー

ミコット」も一緒にＰＲし、多くの方に関心を持ってい

ただく良い機会となりました。

　行方市消費者友の会では、一緒に活動する会員を募集

しています。お申し込みは、商工観光課（北浦庁舎）℡
0291-35-2111 まで。

行方市消費者友の会

消費者月間キャンペーン

　5月 17 日（金）の昼休み、麻生東小学校において、芝

生の校庭オープニングセレモニーが開かれました。

　全校児童 261 人が手をつないで芝生を囲み、カウント

ダウンとともに、初めの一歩を踏み入れました。

　思い思いに走り回ったり、寝そべったり、緑鮮やかな

芝生の校庭を満喫した子どもたちは「裸足で歩くと足の

裏がくすぐったいけど、気持ちいい」「これからサッカー

をしたり、鬼ごっこをして走り回りたい」と話していま

した。

麻生東小学校　校庭オープニングセレモニー

芝生の校庭が完成しました！

　５月 20 日（月）と 23 日（木）の２日間、北浦中学校
の１年生を対象に、なめがた食農教室が行われました。
　まず、施設園芸によるチンゲンサイ栽培の様子やＪＡ
なめがた集荷所を見学し、農産物の生産流通について説
明を受けました。
　後日、農業体験として、市農業振興センター内の畑に
サツマイモの苗を植えました。
　この教室は、野菜を実際に育てることにより、農業へ
の理解を深め、食べ物の大切さを学ぶことを目的として
います。

農産物の生産流通を学びました
なめがた食農教室
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麻生保育園　音楽に合わせてダンス

　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 23

女子 100 ｍ　小貫莉奈（麻生東小）　14 秒 96

男子 80 ｍハードル　大川翔永（麻生東小）　13 秒 90

女子 80 ｍハードル　大久保香菜（麻生小）　14 秒 50

男子走り幅跳び　小峯英鉄（麻生東小）　３ｍ 80㎝

女子走り幅跳び　小峰茜（麻生東小）　３ｍ 40㎝

男子走り高跳び　堀田主将（手賀小）　　１ｍ 20㎝

　　　　　　　　髙﨑健太（麻生東小）　１ｍ 20㎝

行方市教育会小学校親善陸上記録会が開催されました

５月１６日 ( 木 )　北浦運動場第一グラウンド

女子走り高跳び　稲葉彩乃（玉造小）　１ｍ 21㎝

男子ボールスロー　笹目翔太郎（玉造小）　48 ｍ 24㎝

女子ボールスロー　関野彩香（玉川小）　38 ｍ 35㎝

男子 1500 ｍ　岡﨑智也（要小）　5分 11 秒 31

女子 800 ｍ　平野真衣（玉造小）　２分 40 秒 32

リレー上位入賞校
男子 400 ｍリレー　
　1位　麻生小　　　2位　麻生東小　　3位　玉造小
女子 400 ｍリレー　
　1位　麻生東小　　2位　現原小　　　3位　麻生小

ご協力ありがとうございました

　５月29日（水）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 2013』に参加いただいた皆
様、ご協力ありがとうございました。今年は岡山県赤磐（あ
かいわ）市と対戦し、惜しくも敗れましたが、参加人数は年々
増加しています。

行方市民の参加率　45.6％
（参加者　17,020 人　市民数　37,298 人）

赤磐市民の参加率　50.2％
（参加者　22,553 人　市民数　44,952 人）

『チャレンジデー 2013』の結果発表

↑麻生保育園では、音楽に合
わせてダンスをしました

↓北浦運動場では、グラウンド
ゴルフ大会が行われました

５月２４日（金）北浦運動場クロッケーコート

第３３回行方市親善ゲートボール大会

【優　勝】玉川チーム　

５月２９日（水）北浦運動場第一グラウンド

春季グラウンドゴルフ大会

【優　勝】小松崎　毅　【準優勝】瀬尾　宗平
【第３位】小津　正男

５月２３日（木）玉造ゴルフ倶楽部捻木コース

第２回行方市ゴルフ連盟大会

【優　勝】小嶋　幸司　【準優勝】佐山　正
【第３位】方波見　保
ベスグロ　並木　文男（76）
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５月１２日 ( 日 )・１９日（日）浜野球場

行方市軟式野球連盟前期大会

【優　勝】ブラックエンジェルス　【準優勝】黒潮クラブ
【第３位】エンジェルウィングス　【第３位】キャッツ

ブラックエンジェルス

５月１９日 ( 日 ) 麻生運動場弓道場

平成 25 年度麻生杯弓道大会

１４４名の参加により高校の部および一般の部が開催さ
れました。

５月１１日 ( 土 )・１２日 ( 日 )・１８日（土）　浜野球場ほか

第８回行方市近隣中学校軟式野球大会

【優　勝】鉾田南中学校　【準優勝】玉造中学校

第８回行方市近隣中学校サッカー大会

５月２５日 ( 土 ) 北浦運動場体育館

第７回行方杯中学生バドミントン大会

【優　勝】福　本・金　澤　組（平井中）

５月２６日 ( 日 )　玉造運動場体育館

第８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
ゴールドクラス　【優　勝】ゴールドウィング C
初心者クラス　　【優　勝】ワイルドパーティー

５月１２日 ( 日 )　麻生運動場体育館他１会場

第 24 回行方市麻生杯バレーボール大会

【優　勝】大洋中学校
５月２５日（土）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】玉造山王ミニバス　【準優勝】北浦Grasses
【第３位】武田ミニバス

玉造山王ミニバス

５月１８日 ( 土 )・１９日（日）　北浦第一グラウンド他２会場

【優　勝】鹿島中学校　【準優勝】北浦中学校
【第３位】波崎第三中学校　【第３位】玉造中学校

５月１８日 ( 土 ) 北浦運動場テニスコート他１会場

第７回行方杯中学生ソフトテニス大会

＜男子の部＞　【第３位】並　木・成　島　組（玉造中）
＜女子の部＞　【優　勝】川　崎・赤　沢　組（旭中）

５月１８日（土 )・１９日 ( 日 ) 麻生運動場体育館他１会場

第８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＞
【第３位】玉造中学校

玉造中学校　男子


