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秋の収穫が待ち遠しい！
親子で大豆を育てよう in なめがた
親子で大豆を育て、収穫までを体験する「親子で大豆
を育てよう in 行方」が６月 22 日（日）、農業振興センター
の畑で行われました。このイベントは市と大塚製薬、セ
イミヤが共同で開催したもので、当日は市内外から親子
ら 17 組が参加しました。
大塚製薬から「大豆にはタンパク質が多く含まれてお
り、『畑のお肉』といわれています。食物繊維やカルシウ
ムも豊富」と大豆の栄養について講話があり、参加者は
あらためて大豆について関心を深めたようでした。秋に
は、畑にまいた大豆が実り、また皆さんで収穫を体験し
ます。大きくなるのが楽しみですね！

市内の５歳児が親子で交流
未就学児（５歳児）交流事業親子ふれあいコンサート
６月 22 日（日）、来年度小学校に入学する市内の未就
学児（5 歳児）を対象に「親子ふれあいコンサート」が
市文化会館で開催されました。
市内の 5 歳児は現在それぞれ、幼稚園や保育園、家庭
で生活を送っていることから、小学校入学前の親子の交
流を深め、円滑に小学校生活を送れるようにと企画され
たものです。当日は子どもたちに人気のヒーローショー
や、歌のお姉さんやピエロによる歌やマジックのショー
が繰り広げられ、子どもたちは友達や家族と一緒にステー
ジを楽しみました。

地域の活性化と花のまち行方をめざして
花で彩るまちづくり会が今年も「フラワーロード」を推進
麻生庁舎付近から青沼地区までを花で彩ろうと、今年
も会員手作りのオレンジや黄色のマリーゴールド苗な
どを配布。昨年までに推進した山田、繁昌までの計約
20km が道際の皆さまの協力により、フラワーロードと
して通る人々に元気や和みを与え続けています。
新原公民館前の道際の花壇を地域の皆さんとともに植
栽や手入れをしている内田区長は「地域のコミュニケー
ションが図れて、みんなに楽しんで見てもらえれば良い
ですね」と語っています。「協力者の暖かさに活動の励み
と元気をもらっています。継続してみなさんとともに花
で彩るまちづくりを推進していきます」と会員の声。

金魚すくい

真剣勝負！

全国金魚すくい選手権大会北関東大会
第 6 回目を迎えたなめがた金魚すくいまつりが、今年
は「全国金魚すくい選手権大会北関東大会」として６月
29 日（日）
、霞ヶ浦ふれあいランドにて開催されました。
県内外から参加した約 380 人は、
「ポイ」を使って３
分間に何匹の金魚をすくえるかを競いました。
一般の部の優勝者は 48 匹、小中学生の部の優勝者は
42 匹をすくい、二人を含む一般の部と小中学生の部の上
位 15 人は、今月、奈良県大和郡山市で行われる全国金
魚すくい選手権大会の出場権を得ました。
なめがた
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障害者スポーツの普及を目指して
茨城県障害者フライングディスク競技大会をＰＲ
第１回茨城県障害者フライングディスク競技大会が８月
24 日 ( 日）
、八郷総合運動公園で開催されます。
この大会は、茨城県障害者フライングディスク協会が主催
して行われ、ディスタンス競技とアキュラシー競技の 2 種目
が行われます。
今回、同大会に役員として参加される、あそうの郷の箕
輪さんやフリーダムの田口さん、久保田さんの３名が 6 月
19 日（木）
、麻生庁舎に鈴木市長を訪ね、大会のＰＲとあ

仏前での和太鼓コンサート

わせ、障害者スポーツの振興について意見交換をしました。

白浜 成光寺 青葉まつり

じょうこうじ

６月 15 日（日）、成光寺（白浜）で青葉まつりが開か
れました。
青葉まつりは、宗祖弘法大師の生誕を祝うお祭りで、
同じ日に、和歌山県の高野山においても大々的に催され、
昨年から、白浜地区でも開催されています。
成光寺は数百年の寺歴をもつ由緒ある寺院で、当日は、
若手僧侶らによる護摩祈願法要が行われたほか、千葉県
木更津市から和太鼓奏者鈴木淳一氏らをお招きし、仏前
での和太鼓コンサートが催されました。

北浦複合団地にメガソーラー
太陽光発電所合同開所式
北浦複合団地内に 4 事業者が共同で建設をすすめてい
た大規模太陽光発電施設（メガソーラー）が完成し、７月
２日（水）
、橋本昌知事や鈴木市長などが出席して合同開
所式が開かれました。
約 34 ヘクタールの広大な敷地に太陽光パネルが約 11
万 2 千枚設置され、年間想定発電量は、約 2,950 万キロ
ワット時。一般家庭約 8,200 世帯分の電力を賄うことができ、
すべて東京電力に売電されるとのことです。
この発電施設は、4 事業者が共同で一つの特別高圧受変
電設備を運営する点で、全国でも珍しい取り組みです。

行方市の漁業振興のために
霞ヶ浦漁業振興基金協会が残余財産を寄付
昨年８月に解散した、（財）霞ヶ浦漁業振興基金協会が
同会解散後の残与財産 405 万円を、行方市に寄付しました。
麻生庁舎で開かれた贈呈式で、（財）霞ヶ浦漁業振興基
金協会清算人（霞ヶ浦漁業協同組合代表理事組合長）薄井
征記氏と（同組合玉造支部長）坂本瑞夫氏は、「行方市の
漁業振興に役立ててもらいたいと」話し、鈴木市長は、「行
方市の漁業振興や子ども達への水産教育・食育などに役立
てたい」と話しました。
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★ハンドボール
●男子の部
【優

勝】麻生フェニックス 【準優勝】麻生高等学校

【第３位】玉

藻 【第３位】鉾田第一高等学校

●女子の部
【優

勝】麻生フェニックス 【準優勝】麻生高等学校

【第３位】麻生フェニックス Jr. 保護者
【第３位】麻生中学校

第 51 回交通安全子供自転車茨城県大会
津澄小学校の４名が出場しました

ハンドボールに参加した皆さん

第 27 回Ｂ＆Ｇスポーツ大会茨城県大会
７月５日（土）笠間市岩間Ｂ＆Ｇ海洋センター
次の方が行方市代表として参加しました。風間智貴さんは、
８月２日（土）に辰巳国際競泳場で開催されるＢ＆Ｇ全国ジュ

この大会は、自転車競技を通じて自転車の安全走行に
関する知識と技能を身につけるとともに、交通安全につ
いての興味と関心を高め、交通事故防止を目的とし、毎
年開催されています。
本年度は７月２日（水）に、ひたちなか市総合運動公
園総合体育館において開催されました。
行方地区代表として、津澄小学校６年（宮内花乃音さん、
石間彩さん、小沼夢愛さん、伊藤樺那さん）の４名が選
手として出場。日頃の練習の成果を十分に発揮し、頑張っ
ていました。惜しくも入賞はできませんでしたが、良い
経験になりました。
この経験を生かし、同級生や下級生の模範となり、交
通事故防止につなげてほしいと思います。

ニア水泳競技大会への出場権を獲得しました。
来年度の茨城県大会は行方市で開催予定です。今から練
習に励んで出場してみませんか。
○小学生５・６年生男子
背泳ぎ

50m 【準優勝】風間智貴

バタフライ 50m 【優

勝】風間智貴

○小学生５・６年生女子
背泳ぎ

50m

越川郁代

平泳ぎ

50m

越川郁代

○小学生３・４年生男子
背泳ぎ

50m

樽見駿希

平泳ぎ

50m

樽見駿希

風間智貴さん

行方地区弓道大会
７月６日（日）麻生運動場弓道場
●一般の部
射

詰【優

勝】宮本浩匡（潮来）

射

込【優

勝】宮本浩匡（潮来）

【準優勝】斉藤勝美（玉造）
【第３位】大崎真一（潮来）
団

体【優

金

的

勝】久保喜雄（麻生）・草野 弘（潮来）

額賀陽平（麻生） 宮本浩匡（潮来）

みんなで楽しく健康づくり
健康フェスタ in コテラス
６月 21 日（土）22 日（日）の２日間、天王崎観光交
流センターコテラスにおいて、健康フェスタ in コテラ
スが開催されました。
今年は、親子でなかよくヨガ体験、親子でかんたん
クッキング、魔法の質問講演会などの親子対象事業を実
施し、たくさんの家族連れで賑わいました。
また、行方産の食材を使用した行方市食生活改善推進
協議会の「夏野菜のたっぷり和え物」や、なめがた食彩
マーケット会議の「新じゃがバター」は、来場者からも
「おいしい！」と大好評でした。
なめがた
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第９回行方市長杯軟式少年野球大会

鹿行スポーツレクリエーション大会

５月３１日（土）・６月１日（日）・７月５日（土） 浜野球場ほか

６月１５日（日） 潮来市立日の出中学校、潮来市かすみの郷公園

【優

勝】杉並ライオンズ （石岡市）

（ソフトバレーボールの部）

【準優勝】大洋ビーバーズ （鉾田市）
【第３位】玉造ジャイアンツ（行方市）
【第４位】北浦ペガサス（行方市）

男女混合Ｂブロック【第３位】ビタミン（行方市）
（グラウンドゴルフの部）【優

第９回行方市民総合スポーツ大会

第 15 回行方市クロッケー大会
６月４日（水） 北浦運動場第１グラウンド
【優

勝】吉川長楽会 【準優勝】両宿長寿会Ｂ

【第３位】松寿会

【第３位】福寿会

第 17 回社会人サッカー大会
６月１５日（日）北浦運動場第１グラウンド
【優 勝】ＢＩＤＡＮ 【準優勝】鹿行魂
【第３位】玉造ＦＣ

第９回行方杯剣道大会
６月２２日（日）玉造中学校体育館
中学生男子団体の部【優

勝】旭中

中学生男子個人の部【優

勝】山﨑

中学生女子団体の部【優

勝】潮来二中

中学生女子個人の部【優

勝】小堀桃佳（神栖二中）

雅斗（旭中）

中学生女子個人の部【第３位】中城綾乃（麻生中）
小学生団体の部

【優

勝】小川少年剣友会Ａ

小学生個人の部

【優

勝】富樫貴宏（小川少年剣友会）

第９回行方市中学生ハンドボール大会
６月２１日（土）・２２日（日） 麻生運動場体育館ほか
男子の部【優

勝】守谷市立けやき台中学校

女子の部【優

勝】守谷市立けやき台中学校

【第３位】行方市立麻生中学校

第 10 回行方市インディアカ大会
６月２２日（日）北浦運動場体育館
【優

勝】 ポップコーンＡ（行方市）

【準優勝】 ポップコーン B（行方市）
【第３位】 てんとうむしＡ（行方市）
【第３位】 チロリン村 B（鉾田市）

第３回行方市ゴルフ連盟大会
６月１２日 ( 木 ) ノースショアカントリークラブ
【優

勝】石井 博 【準優勝】田口 操【第３位】渡邉康夫

ベスグロ（75）千ヶ崎良治
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勝】茂木眞一（行方市）

７月６日（日）市内体育施設及び各学校施設
★バレーボール
●ママさんバレーボールの部
【優

勝】南愛球会 【準優勝】Precious

【第３位】要小 PTA
★ソフトボール
【優

勝】北浦男児 【準優勝】北浦中 PTA

【第３位】大和乃風 【第３位】マルミ代行
★バスケットボール
●男子の部
【優

勝】アレグロ 【準優勝】ラスカル

【第３位】ジャイアントキリング 【第３位】DORADORA
★ソフトテニス
●一般の部
【優

勝】飯島・山口組 【準優勝】高栖・門井組

【第３位】出沼・大原組
★テニス
●男子ダブルス
【優

勝】寺田・中野組 【準優勝】中本・田中組

【第３位】江幡・廣川組
●女子ダブルス
【優

勝】廣川・山田組 【準優勝】片岡・西谷組

【第３位】渡辺・田所組
★バドミントン
●団体戦
【優
★剣

勝】ALPHA 【準優勝】Ｌ＆Ｂ 【第３位】北浦Ａ
道

●団体戦
【優

勝】行方剣友会Ｂ

●個人戦
【優

勝】今泉 弥 【準優勝】新堀義男

【第３位】神子田誠二 【第３位】高塚裕二
★卓球の部
【優

勝】島田将英 【準優勝】林義克

【第３位】小沼奨悟 【第３位】山崎きぬ子
★セーリングの部
【優 勝】山口政文【準優勝】渋谷節夫【第３位】石神 博

