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常陸牛生産の功績に県知事から表彰
武井巌 さん
7 月 4 日（木）、7500 頭突破記念「常陸牛生産者の集い」
の記念式典が水戸市内のホテルで開催され、行方市内で畜産
業を営む武井巌さんが、茨城県知事より表彰を受けました。
武井さんは、ここ３年間の常陸牛格付け率が 90％を越
え、
今年４月に開催された
「第 24 回茨城県肉牛枝肉共励会」
では、最高位である「名誉賞」を受賞するなど日頃から飼
育技術の向上に努め、品質向上ならびに生産拡大の功績が
認められ、橋本知事から表彰状が授与されました。
おめでとうございます。

学校給食センター見学会
野菜を食べよう

なめがた食農教室

市内の小学生に、安心安全でおいしい地場農産物や学
校給食の調理の様子を知ってもらおうと、６月 19 日 ( 水 )、
北浦学校給食センターでなめがた食農教室が開かれ、武
田小と玉造西小の児童 41 名が参加しました。
給食センターの調理風景の見学や、献立の作成に携わ
る栄養士の講話の後、市農村女性地域社会活性化推進連
絡会の小島貴美子さんと大森和子さんが、野菜を作ると
きの苦労話などを紹介しました。
最後に、市農業振興センター職員による野菜クイズで
大いに盛り上がりました。

米国高校生と麻生高生が国際交流
外務省が進める青少年交流事業
7 月 5 日（金）
、アメリカテキサス州の高校生２3 人が
麻生高校を訪れ、授業の見学や茶道体験、部活動体験を通
じて同校の生徒たちと国際交流を深めました。
この事業は、外務省が進める青少年交流事業の一環とし
て、北米地域の青少年に対し、日本の強みや魅力への理解
増進を図ることなどを目的としています。
今回、米国の高校生に日本の伝統文化に親しんでもらお
うと、麻生高校の卒業生で大日本茶道学会指導教授の荒張
富樵さんに、茶道の手ほどきをしていただきました。

太陽光発電事業起工式
北浦複合団地にメガソーラーが建設されます
北浦複合団地に大規模な太陽光発電施設（メガソーラー）
が建設されることになり、6 月 27 日 ( 木 )、橋本昌茨城県
知事や伊藤市長も出席して起工式が行われました。
工事は 4 事業者が共同で行い、
34.8 ヘクタール
（東京ドー
ム 7.5 個分）の広大な敷地の中に太陽光パネル約 13 万 5
千枚が設置され、
1 年間の推定電力量は約 2,950 万キロワッ
トアワーで一般家庭約 8,200 世帯分に相当します。
今後、企業誘致においても優位性が期待されます。

なめがた
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ミコットとフォークダンス
太田幼稚園夕涼み会
来年３月に閉園を迎える太田幼稚園の夕涼み会が、7
月 12 日（金）、園児と保護者、その家族約 120 人が参加
して開催されました。
この行事は、親子のふれあいとともに親同士の親睦を
深めることなどを目的に毎年開かれ、今回は、行方市の
マスコットキャラクター「なめりーミコット」も招かれ、
フォークダンスなどを一緒に楽しみました。
また、茨城県のインターネットテレビ、いばキラ TV
が取材に訪れました。

羽生小が 4 位入賞
第 50 回交通安全子供自転車茨城県大会
7 月 3 日（水）
、茨城県交通安全協会と茨城県警察本部
主催による「第 50 回交通安全子供自転車茨城県大会」が、
ひたちなか市総合運動公園体育館で行われ、行方地区代表
として出場した羽生小学校（土子潤、小澤佑斗、大﨑庸之、
狩谷健太）が、団体の部で 4 位入賞を果たしました。
この大会は、県内 27 小学校から各 4 人、合計で 108 人
の児童が参加し、道路標識などの筆記テストと所定のコー
スを走る実技テストで審査が行われました。

旭日単光章受章おめでとうございます
髙柳幸司さん・村松建一さん
長野江在住の髙柳幸司さん
が、旭日単光章を受章されまし
た。
髙柳さんは、地域の農業者
代表として、北浦地区土地改良
事業の施行期間の全てにわた
り、各種委員、役員を歴任しま
した。 現在も、 北浦土地改良
髙柳 幸司 さん

区理事長としてご活躍されてお
ります。

霞ヶ浦の文化遺産「帆引き船」
展示用帆引き船が霞ヶ浦ふれあいランドにお目見え

手賀在住の村松建一さんが、
旭日単光章を受章されました。

帆引き船の残した歴史的な価値を後世に伝え、大いなる

村松さんは、玉造南部土地

魅力を行方市から全国に発信しようと、
7 月 12 日
（金）
、
霞ヶ

改良区理事として土地改良事業

浦ふれあいランド「水の科学館」前に、展示用の帆引き船

の施行に携わるとともに地域の

が設置されました。

農村環境整備に尽力されまし

この帆引き船は、平成 21 年まで創業を続けた後、市開

た。現在も、玉造南部土地改

発公社に寄贈され、展示用として整備されたものです。

良区理事長や玉造土地改良事
務運営協議会長としてご活躍さ
れております。
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村松 建一 さん

この日は、玉造小の児童や漁業関係者を招き、除幕式が
ほ び き まる

開かれたほか、船の名称は「帆美輝丸」と命名されました。
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第 27 回Ｂ＆Ｇスポーツ大会茨城県大会
７月６日（土）常陸太田市水府Ｂ＆Ｇ海洋センター
次の方は、８月 17 日（土）に辰巳国際競泳場にて開催さ
れるＢ＆Ｇ全国ジュニア水泳競技大会への出場権を獲得しま
した。
○中学生背泳ぎ男子

50 ｍ 【第１位】 風間遥貴

○中学生平泳ぎ男子

50 ｍ 【第２位】 風間遥貴

○小学５・６年生女子
平泳ぎ

50 ｍ【第３位】 樽見優希

バタフライ 50 ｍ【第３位】 浜田瑞稀
○小学３・４年生男子
自由形

50 ｍ【第１位】 風間智貴

背泳ぎ

50 ｍ【第１位】 風間智貴

春季茨城県還暦軟式野球大会準優勝
水郷マスターズの皆さん
６月８日（土）
、水戸
市総合運動公園軟式野
球場で行われた春季茨
城県還暦軟式野球大会
において、水郷マスター

じゃがいも、たくさん掘れたよ！
北浦幼稚園児がじゃがいも掘り体験
６月 18 日（火）、北浦幼稚園の園児 33 名が、庄司
信一さんの畑でじゃがいも掘りを体験しました。
震災の影響で幼稚園の畑が使えなくなったことにより、
一昨年から庄司さんのご厚意で畑を提供していただいて
います。
子供たちは、土の中から次々とじゃがいもを掘り出し、
「このじゃがいもでカレーライスを作りたいな」「じゃが
バター食べたいな」ととても楽しそうでした。
次回は秋に、さつまいもの収穫をさせていただく予定
です。

ズが準優勝に輝きまし
た。水郷マスターズは、
行方・潮来・鹿嶋・神栖・鉾田の鹿行５市に住む 30 人で編
成されたチームです。７月 11 日（木）
、チームの代表者が、
準優勝を伊藤市長に報告しました。
現在、９月６日から岩手県北上市で開催される全日本還暦
軟式野球選手権大会に向けて、練習に励んでいるそうです。
今後の更なる活躍が期待されます。

車いすで金魚すくいを楽しみました
なめがた金魚すくい塾
6 月 26 日（水）
、特別
養護老人ホームあそうの
郷の入所者やデイサービ
ス利用者の皆さんが、特
設水槽を利用した金魚す
くいを楽しみました。
この水槽は、車いすで
も金魚すくいが楽しめるように脚が高く作られています。今
後、金魚すくい塾では、認知症予防や目・手足の機能回復を
目的に、金魚すくいの効果を生産者や介護福祉・医療関係者
と連携して検証をしていきたいということです。

自然環境保全の感謝状授与
自然保護指導員 自性寺住職・児玉秀敏さん
６月 20 日（木）
、国営ひたち海浜公園で行われた平成
25 年度茨城県立自然公園指導員および自然保護指導員等
研修会の席上で、内宿の自性寺住職・児玉秀敏さんが、自
然環境保全に対する長年の貢献を評され、茨城県から感謝
状を授与されました。
自性寺は昭和 52 年２月に茨城県から自然環境保全地域
として指定され、児玉さんは自然保護指導員として、巡視
や管理について長く貢献されてきました。
おめでとうございます。
なめがた
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第９回行方市インディアカ大会

第８回行方市長杯軟式少年野球大会
６月１日・２日・８日
【優

浜野球場ほか

勝】水戸市野球スポーツ少年団（水戸市）

６月２３日（日）北浦運動場体育館
【優

勝】キャンディーズ（鉾田市）

【準優勝】てんとうむし

第 25 回玉造ロータリークラブ少年サッカー大会
６月１５日（土）北浦運動場第１グラウンド

（行方市）

第８回行方杯剣道大会
６月１６日（日）麻生運動場体育館
中学生男子団体の部【優勝】平井中学校

【優 勝】津澄ＳＳＳ
【準優勝】麻生ＳＳＳブルー
【第３位】要ＳＳＳ

中学生男子個人の部【優勝】山﨑 雅斗（旭中学校）
中学生女子団体の部【優勝】神栖第四中学校
中学生女子個人の部【優勝】岡根 真琴（神栖第四中学校）
津澄ＳＳＳ

小学生団体の部【優勝】岩間剣友会Ａ
小学生個人の部【優勝】大川 翔永（麻生剣友会）

第 13 回行方市クロッケー大会
６月１２日（水） 北浦運動場第１グラウンド
【優

勝】本宿クラブＢ 【準優勝】松寿会

第８回行方市ママさんバレーボール親善大会

大川 翔永さん

６月９日（日）北浦運動場体育館

鹿行スポーツレクリエーション大会
（ソフトバレーボールの部）

【優

勝】南愛球会 【準優勝】青空

６月１６日（日）鹿嶋市立カシマスポーツセンター

春季バドミントン大会

Ａブロック

男女混合 【優

６月１６日（日）北浦運動場体育館

Ｂブロック

男女混合 【準優勝】ねこじゃらし（行方市）

Ｃブロック

40 歳以上 【優

勝】球遊会（行方市）
勝】ファイヤーボール（行方市）

男子ダブルスＡ【優

勝】田畑・橋本

組（つくばバドミントンサークル）

男子ダブルスＢ【優

勝】大河・大河

組（北浦）

男子ダブルスＣ【優

勝】鈴木・安部

組（みんとくらぶ）

女子ダブルスＡ【優

勝】笹本・安部

組（牛堀）

７月７日（日）市内体育施設および各学校施設

女子ダブルスＢ【優

勝】冨山・藤枝

組（大洗）

女子ダブルスＣ【優

勝】三宅・山口

組（Ｌ＆Ｂ）

★バレーボール【優 勝】Ｌｏｖｅｒｓ
★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】アレグロ
★ソフトテニス
●一般の部【優 勝】平野・高野 組
●小学生の部【優 勝】金澤・石川 組
★テニス
●男子ダブルス【優 勝】江幡・廣川 組
●女子ダブルス【優 勝】寺田・荒井 組
★バドミントン
●Ａクラス【優 勝】ミラクルショットＡ
●Ｂクラス【準優勝】北浦Ａ
★剣 道
●団体戦
【優 勝】箱根 勝巳・大野 宗雄・粟野 武・今泉 弥 組
●個人戦【優 勝】今泉 弥
★セーリングの部【優 勝】小峰 実
★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Ｊｒ．保護者
★卓球
●一般ＳＡ【優 勝】島田 将英
●一般ＳＢ【優 勝】林 義克

第８回行方市中学生ハンドボール大会
６月２２日・２３日 麻生運動場体育館ほか
男子の部【優

勝】けやき台中学校（守谷市）

女子の部【優

勝】けやき台中学校（守谷市）

【第４位】麻生中学校

（行方市）

第３回行方市ゴルフ連盟大会
６月１２日 ( 水 ) 麻生カントリークラブ
【優勝】仲田 充雄 【準優勝】横瀬 孝【第３位】斉藤 勝己
ベスグロ（７５）土子 常夫

第 15 回社会人サッカー大会
６月２３日（日）北浦運動場第１グラウンド
【優
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