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なめがたの味覚を提供
なめがた大地の春まつり
なめがた大地の春まつりが、４月 29 日（水）、道の駅た
まつくりで開催されました。
行方産米豚を使った焼き肉丼や、ワカサギバーガー、ト
マトの試食や鯉の甘煮等の郷土食など、なめがたの味覚
がたくさん提供されました。その他、花の苗の配布、たま
ごのつかみどりなどのイベントもあり、多くの来場者で賑わ
いました。
また、行方市漁業振興協議会副会長の海老澤武美さん
による「鯉の解体ショー」も行われ、鯉をさばく鮮やかな
職人技が披露されました。

創意工夫育成功労学校賞を受賞
麻生小学校 理科教育推進事業
４月 15 日（水）、麻生小学校（青木利宏校長）が「平
成 27 年度科学技術分野の文部科学大臣表彰」において、
「創意工夫育成功労学校賞」の表彰を受けました。統合
されてからの３年間における小学校理科教育推進事業に係
る教科担任制モデル校としての実績、茨城県児童生徒科学
作品展での輝かしい成績などが評価されての受賞となりま
した。
麻生小学校では、本年度も高学年の理科の学習を理科
専科教員の指導の下、実施しています。

山車の曳き廻しや総踊りでお祝い
市制施行 10 周年記念「祝い曳き」
５月３日（日）、今年で行方市が市制施行 10 周年を迎
えることを記念し、麻生商業協同組合主催による麻生地
区の山車の「祝い曳き」が行われました。麻生公民館駐
車場に５地区の山車が勢ぞろいし、若連による総踊りの
競演や、山車の勇壮な「のの字廻し」の披露で 10 周年
をお祝いしました。
暑いくらいの陽気の中、市内に繰り出した山車を曳く
子どもたちの元気な「わっしょい、わっしょい」という
声とお囃子がまちに響きました。

環境保全茨城県民会議ほう賞を受賞
行方市家庭排水浄化推進協議会
行方市家庭排水浄化推進協議会は、多年にわたり霞ヶ
浦・北浦の現状を訴え、水質浄化の必要性について啓発
し続けてきました。
またそれ以外の環境保全活動へも積極的に参加し、キャ
ンペーン活動などを通して、さまざまな啓発活動を行っ
てきました。この度、その功績が認められ、４月 28 日（火）
に開催された平成 27 年度環境保全茨城県民会議総会に
おいて、ほう賞を受賞しました。
おめでとうございます。
なめがた
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職業選択について講話
中学生を対象に男女共同参画事業出前講座を開催
市及び市男女共同参画推進委員会は、５月７日（木）、
北浦中学校の職場体験に取り組む２年生を対象に、「固定
観念や性差にとらわれない職業選択について」と題し、茨
城県女性プラザと共催で初めての出前講座を開催しました。
当日は、茨城県女性プラザの方波見真弓氏とゲストティー
チャー２名をお迎えし、仕事に就いたきっかけややりがい
について、
「自分らしさを大切に、広い視野を持ってほしい」
と生徒達に講話しました。
今年度中に同様の出前講座を、玉造中学校、麻生中学
校でも行う予定です。

五月人形展とオープンデイ
麻生藩家老屋敷記念館
麻生藩家老屋敷記念館（旧畑家住宅）にて、ゴールデ
ンウィークイベント「五月人形展およびオープンデイ」
が行われました。
５月３日（日）から５日（火）まで、来館した方にお
茶の無料サービスやしょうぶ、オリジナルしおりをプ
レゼント。また、
「なめがた郷土かるた」のパネル展示・
かるた販売も行いました。
連休中は好天に恵まれ、延べ 200 人以上の方がおい
でになりました。

身近な場所で皆さんの暮らしを守ります
行方警察署麻生駐在所・麻生東駐在所が開所
麻生南地区に完成した行方警察署麻生駐在所の開所式
が、５月７日（木）、同所で行われ、行方警察署の蛭田文
雄署長からは「市民の皆さんに身近に感じてもらい、気軽
に立ち寄ってほしい」とあいさつがありました。
また、５月 20 日（水）には、麻生東小学校入り口付近
に麻生東駐在所が開所。市長は両開所式で「どちらの駐
在所も学校の近くにあり、未来ある子どもたちを一番近く
で見守ってくれるということで、学校関係者や保護者の方々
は安心されていると思う。これからも警察、行政、地域の
皆さま、駐在所が一体となり、安心安全なまちづくりに取
り組んでいきたい」と述べました。

子どもたちの健やかな成長と五穀豊穣を祈願
玉造のおまつり
５月４日（月）から５日（火）にかけて、玉造地区で「玉
造のおまつり」が行われました。
このおまつりは玉造乙の大宮神社の例大祭で、毎年５
月５日の端午の節句に合わせて、子どもたちの健やかな
成長を願います。
玉造の街中には、おかめやひょっとこの面を付けた踊
り手を乗せた３地区の山車が集まり、笛や太鼓のお囃子
で賑わいました。

13

NAMEGATA JUN.2015

楽しい行事や新しい活動など、地域の情報をお寄せください
政策秘書課 ☎ 0 2 9 9 − 7 2 − 0 8 1 1

英会話を楽しみました
英会話カフェ
行方市国際交流協会は、５月 17 日（日）に、特別講師
としてＡＬＴの先生をお招きして英会話カフェを開催しま
した。
参加者は子どもから大人と幅広く、20 名の方々がお茶や
お菓子を楽しみながら気軽に英語に親しむことができまし
た。今回は英語を使って料理のレシピを考えたり、すごろ
くで遊びました。
次回は、６月 21 日（日）に開催予定ですので、皆さん
のご参加をお待ちしております。

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２０日（水） 北浦運動場第１グラウンド

各種目の優勝者は以下のとおりです。
男子 100 ｍ

伊勢山恵祐（武田小） 13 秒 90

女子 100 ｍ

下平こよみ（麻生小） 15 秒 21

男子 80 ｍハードル

茂木碧汰（麻生小） 14 秒 19

女子 80 ｍハードル

堀井菜々子（麻生小） 14 秒 59

男子走り幅跳び

菅谷光希（麻生東小） ３ｍ 74㎝

女子走り幅跳び

大間知美空（麻生小） ３ｍ 60㎝

男子走り高跳び

田神駿（玉造小）

女子走り高跳び

小沼瑠華（麻生小） １ｍ 15㎝

1 ｍ 10㎝

男子ボールスロー

宮内太誓（麻生東小） 49 ｍ 35㎝

女子ボールスロー

寺田美郷（玉造小） 38 ｍ 58㎝

男子 1500 ｍ

大輪風心（津澄小） ５分 19 秒 22

女子 800 ｍ

出沼陽菜（麻生小） ２分 38 秒 30

〈400 ｍリレー上位入賞校〉
５年男子
１位

玉造小

２位

武田小

３位

麻生小

２位

玉造小

３位

麻生小

２位

津澄小

３位

麻生東小

２位

玉造小

３位

武田小

５年女子
１位

武田小

６年男子
１位

武田小

６年女子
１位

麻生小
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平成 27 年度第１回行方市ゴルフ連盟大会
４月２２日（水）ノースショアカントリークラブ
【優

勝】桜井 真喜男

【準優勝】山野 幸男
【第３位】田口 操
ベストグロス

平山 勝己（73）

第 10 回行方杯ミニバスケットボール大会
５月９日（土）１０日（日）北浦運動場体育館ほか
【優

勝】かすみがうら南Ｊ・ラビッツ（かすみがうら市）

【準優勝】下妻ＭＢＣ（下妻市）
【第３位】麻生ミニバスケットボールスポーツ少年団
★優秀選手

出沼 陽菜（麻 生ミニバスケットボールス
ポーツ少年団）

平成 27 年度関東ブロックＢ＆Ｇ地域海
洋センター連絡協議会理事に鈴木市長が
選任されました
４月 20 日（月）、日本財団ビルにおいて、関東ブロック
Ｂ＆Ｇ地域海洋センター連絡協議会総会が開催され、市長
が理事に選任されました。
市長はＢ＆Ｇ財団地域海洋センター茨城連絡協議会会長
でもあり、本年７月 11 日（土）にはＢ＆Ｇ茨城県水泳大
会を行方市玉造Ｂ＆Ｇ海洋センターで開催予定です。

ゴールデンウィーク
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