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なっとうどーもくんが登場
玉造幼稚園夕涼み会
７月 19 日（金）
、玉造幼稚園の園児とその家族が参加し
て、恒例の夕涼み会が開催されました。
今回は、特別ゲストとしてＮＨＫ水戸放送局のマスコッ
トキャラクター「なっとうどーもくん」が来園し、クイズ
などをして楽しみました。また、なめりーミコットやニコ
ちゃんとなめぞう、みずまるくんも勢揃いし、園児たちは、
一緒に記念写真を撮影しました。
同園では、毎年この時期に夕涼み会を開催し、園児や保
護者同士の親睦を深めています。

瑞宝単光章受章おめでとうございます
元鹿島鉄道㈱

郡司敏夫さん

玉造甲（里区）在住の郡司敏夫さんが、平成 25 年春の
叙勲において、瑞宝単光章を受章されました。
郡司さんは、昭和 39 年に鹿島参宮鉄道㈱保線区玉造町
線路班保線手として入社。保線区助役、保線区施設区長な
どの要職を歴任され、平成 20 年に定年退職されました。
本来、この記事につきましては、先月号で掲載すべきと
ころを掲載が漏れてしまいました。郡司さんをはじめ関係
者の皆さまに深くお詫びいたします。

霞ヶ浦の現状を学びました
児童環境科学セミナーに 200 人が参加
環境保全行方市民会議主催の児童環境科学セミナーが、
8 月 6 日・8 日・9 日の 3 日間にわたり、霞ヶ浦ふれあい
ランドにおいて開催されました。独立行政法人・水資源機
構利根川下流総合管理所から講師としてお越しいただき、
市内の 5 年生（総勢 200 人）を対象に、水質検査やプラ
ンクトン採集、ミネラルウォーターと水道水の飲み比べな
ど、楽しい内容で盛り上がりました。霞ヶ浦の現状を知り、
環境を守るため自分は何ができるかを考える大変良い機会
となりました。

平成 25 年度

鹿行文化賞表彰

山田祇園祭り 氏子総代 代表 東山甲治さん
威勢のいい若者が、掛け声とともに神社の本殿へ駆け上
がり、神輿を担ぎ出し、大きくもみながら北浦湖岸まで練
り歩き、そこからお浜降りし、湖中でも大きくもみ、神輿
が暴れるほど、神が喜び豊作となり、病魔や災害から逃れ
られると伝えられる山田祇園祭り。
今回、八坂神社の山田祇園祭りの保存継承に尽力した団
体代表として、氏子総代 代表 東山甲治さんが鹿行文化
財保護連絡協議会より 6 月 26 日に表彰されました。
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行方市花生産組合主催「花の教室」
素敵な作品が完成しました
６月１日（土）に行方市花生産組合主催の寄せ植え教
室が、また、６月 22 日（土）にフラワーアレンジメン
ト教室が開催されました。今回は、室内でも育てること
ができる観葉植物５品種の寄せ植えやバラの花のアレン
ジが行われ、花の栽培やアレンジのプロフェッショナル
から直接、管理の仕方などを学ぶことができました。
完成した作品は、空間に華やかな彩りを添えました。

「レストランみずまる」オープン
地元の食材がふんだんに

6/1 寄せ植え教室

6/22 フラワーアレンジメント教室

新鮮な湖の幸

７月 20 日（土）
、霞ヶ浦ふれあいランド内に「レストラ
ンみずまる」がオープンしました。
平日のメニューは、ワカサギのフライや米豚のとんかつ
の定食がメインで、土日のランチタイムは「みずまるラン
チバー」として、米豚の焼肉、新鮮な行方野菜たっぷりの
カレーやサラダなどを、バイキング形式で食べることがで
きます。
県外から立ち寄ったというお客様は、
「ワカサギのフラ
イが珍しくておいしいです。野菜も新鮮ですね」とのこと。
営業時間は、午前 11 時から午後 4 時半まで（月曜日定
休）
。皆さんのお越しをお待ちしております。

夏の漁師市

湖の幸を浜値で直売
8 月 10 日（土）、11 日（日）の 2 日間、霞ケ浦や北浦
で水揚げされた魚や水産加工品の直売会「夏の漁師市」が、
道の駅たまつくりで開催されました。
ワカサギやシラウオ、ゴロなどの佃煮や煮干などが並
んだほか、川えびの天ぷらやナマズの唐揚げなどの試食
も好評で、猛暑の一日でしたが、たくさんの人で賑わい
ました。
漁師市は、年末にも開催される予定です。

自生の山百合が咲き揃いました
小貫地内の里山「ふれあいの森」
小貫地内の里山（通称：ふれあいの森）で、自生の山
百合が咲き揃いました。この里山は、小貫地区の方々で
構成された「森と緑を守る会」（齋藤正代表）の皆さん
が管理しており、広さは約 10 ヘクタールあります。
森の中には、会員の方々が整備した「体力づくりの道」
や「お年寄り散歩道」などの散策路があり、春には桜、
秋には紅葉と、四季折々の花や木々を愛でることができ
ます。
散策を楽しんだ地元の方は、「緑がいっぱいで気持ち
良いですね。桜の季節も楽しみです」と話していました。
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麻生フェニックスＪr.
第 29 回

今年の夏も市内各地で

お祭りやイベントが開催されました

２０１３

2 年連続で関東大会第３位入賞！

関東少年少女ハンドボール大会

【登録選手（16 名）】
店曲

美祐

小島

悠華

村松

まりあ

出頭

そよか

平塚

舞

小貫

真生

高須

琴羽

杉山

叶華

橋本

怜

大久保

香菜

根本

美優

宮内

悠

浜田

桃花

宮内

愛

山口

みづき

久米

華鈴

７月 20 日から 21 日に行方市麻生体育館において第 29 回関東少年少女ハンドボール大会が行われました。地元枠で
麻生フェニックス Jr. の男子と女子が出場し、盛大に開催されました。
男子は惜しくも１回戦で敗れてしまいましたが、女子が２年連続で関東第３位という素晴らしい成績を残しました。
来る平成 31 年には「茨城国体」が開催されます。平成 31 年は、まさに今大会出場されている選手の皆さんの世代
になり、今後の活躍が期待されます。
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行方地区弓道大会

夏季グラウンドゴルフ大会
７月２４日（水）高須崎公園

７月７日（日） 麻生運動場弓道場
【団体優勝】
○高校の部

根本 隼牙

窪谷 正貴

星野 元輝

○一般の部

佐藤 至學

高野 敬光

斉藤 勝美

【優 勝】 茂木 眞一
【準優勝】 茂木 勝
【第３位】 塙
弘

【射込優勝】
○高校の部

橋本 雄太

第 30 回茨城県スポーツ少年団スポーツ大会

○一般の部

額賀 陽平

６月３０日 ( 日 ) ～８月４日 ( 日 ) にかけて、県武道館

【射詰優勝】
○一般の部

ほかを会場に開催され、行方市の選手も参加しました。

佐藤 至學

【金的賞】
○高校の部

石川 樹

○一般の部

高野 敬光

○空手道の部

７月１０日（水） 北浦運動場クロッケーコート
勝】 豊

有級の部

【第３位】 石井 萌絵（玉造山王空手道）

親善ゲートボール大会
【優

小学６年生女子形

○ミニバスケットボールの部（女子Ａブロック準優勝）
玉造山王ミニバス
○サッカーの部

津澄ＳＳＳ

○ソフトテニスの部

玉造山王ソフトテニス
麻生ジュニアソフトテニス

和

Ｂ＆Ｇ全国ジュニア水泳競技大会
第 31 回行方市近隣スポーツ少年団サッカー大会
８月４日（日） 北浦第１グラウンド
【優

行方市からは県大会（全国予選会）を勝ち抜いた風間
遥貴さん・風間智貴さん・浜田瑞稀さん・樽見優希さんが

勝】 津澄ＳＳＳ

最優秀選手賞

８月１７日（土）東京辰巳国際水泳場

宮内 大樹（津澄ＳＳＳ）

参加し、貴重な経験をしてきました。

津澄ＳＳＳ

■市民運動会開催のお知らせ■
秋晴れの中、市民間の親睦交流を深めるため次により市民運動会を開催いたします。
市民の方々が自由に参加できるよう多数のオープン種目を中心に、保育園、幼稚園、スポー
ツ少年団などの団体での参加も予定しています。

たくさんの皆様方のご来場お待ちしています。
★市民運動会
期 日：１０月１３日（日）
場 所：行方市立麻生中学校グラウンド
※雨天の場合は、翌 14 日 ( 月曜日：体育の日 ) に順延し、14 日が雨天の場合には、中止とします。
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