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　５月16日（土）から「行方ふれあいスタディ」が始まり

ました。

　児童・生徒は３会場（麻生・北浦・玉造）において、

授業で分からなかった内容について、講師の先生に教えて

もらいながら学習しました。

　講師募集等において、「行方・潮来地区退職校長・教頭

会」、「茨城県退職公務員連盟行方・潮来支部」の多大な

るご支援のもと、順調にスタートしました。

児童・生徒　がんばって学習しています

「行方ふれあいスタディ」が始まりました

　５月25日（月）、市長と自衛隊茨城地方協力本部長の連

名により、自衛官募集相談員に委嘱状が交付されました。

　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。

　今回、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

ソラマチファームに行方の土とさつまいもの苗

　東京スカイツリー ®の東京スカイツリータウン ®ソラマ
チファーム「らぽっぽおいも畑」で５月23日（土）、さつ
まいもの苗植え会が行われました。
　このおいも畑は、白ハト食品工業株式会社が、行方の土
とＪＡなめがたのさつまいもの苗を使用してスタートした
屋上都市型農園で、今年で４年目となります。
　当日は、子どもから大人まで 29組 105 人の皆さんが、
ＪＡなめがた職員の手ほどきを受けながら、苗植えを楽し
みました。

スカイツリーの下でさつまいもの苗植え会

　６月 16 日（火）、市の子育て支援事業である平成 27
年度親子教室が開講しました。
　北浦公民館で行われた開講式の後、参加した 34 組 73
人の親子は、金田弥生さん（四鹿地区）のじゃがいも畑
に移動して、じゃがいも掘りを楽しみました。子どもた
ちは土だらけになりながら、大きなじゃがいもを掘りあ
てると、畑のあちこちから歓声が上がりました。
　参加者は「袋いっぱいのじゃがいもを掘りました」「今
夜はポテトサラダを作ります」と嬉しそうでした。
　市では今後も親子でふれあう事業を計画していきます。

親子で楽しくじゃがいも掘り！

平成 27 年度親子教室開講
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甘～いいちごを食べ比べ！
玉造幼稚園児がいちご狩り

舘野泉さんが行方市でピアノリサイタル

「魂のピアニスト」心に響く調べ

　６月18日（木）、北浦公民館において、青色防犯パトロール
講習会が開催されました。
　この講習会は、青色回転灯を装備する自動車による自主防
犯パトロールを適正に行うため、市内小中学校および防犯関
係者を対象に行われ、受講者全員が資格を取得しました。
　通常は茨城県庁で県内全域を対象に開催されますが、今
回は県警本部および行方警察署に協力をいただき、行方市
を対象に実施していただきました。
　青色防犯パトロールカーを、子どもたちの安全・安心のため
フルに活用し、明るいまちづくりに役立てていきます。

子どもたちの安全・安心のために

青色防犯パトロール講習会を開催

　６月９日（火）、市文化会館において、舘野泉さんのピ
アノリサイタルが開催されました。
　舘野さんは 1936 年東京生まれ、フィンランド在住の世
界的ピアニスト。人間味あふれ、豊かな叙情をたたえる演
奏は世界中の幅広い層の聴衆から熱い支持を得ています。
病気により右半身が不自由となりましたが、ご本人の大変
な努力により、左手でのピアノ演奏を習得されご活躍して
います。
　今回、市内在住の元フィンランド大使である髙橋正太郎
さんとのご縁により、市文化会館でのリサイタルの運びと
なりました。

　６月３日（水）、市と大塚製薬株式会社は、相互連携の
もと市民の健康づくりなどを行っていくとして、「食と農
と健康にかかわる包括連携協定」を締結しました。
　今回の協定は、（１）健康づくりおよびスポーツ振興（２）
食と農に係る教育および理解（３）災害時における協力
（４）その他ゆたかで健康なくらしづくりの４つの活動を
推進することを目的としています。
　市では今後、大塚製薬株式会社の協力を得ながら、食
や栄養に関する講座や健康づくり教室などを開催してい
きます。

市民の健康づくりなどに協力
市と大塚製薬株式会社が連携協定締結

　６月４日（木）、玉造幼稚園児 62 人が、ＪＡなめが
た玉造地区生産部会連絡協議会と玉造いちご部会の協
力のもと、玉造地区管内のビニールハウスでいちご狩り
を楽しみました。
　この日は、２棟のハウスが開放され、「いばらキッス」
と「とちおとめ」の２種類のいちごの食べ比べをしまし
た。ハウスに入った園児たちは、真っ赤に色づいたいち
ごを丁寧に摘み、「甘くておいしい」「30 個も食べたよ」
と満足そうでした。
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６月７日（日）北浦運動場第１グラウンド

第 25 回玉造ロータリークラブ少年サッカー大会

【優　勝】ＦＣ北浦　【準優勝】　玉造ＦＣ
【第３位】玉造ＳＣ
【最優秀選手賞】加古��真門（ＦＣ北浦）

ＦＣ北浦

ご協力ありがとうございました

　５月27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 2015』に参加いただいた皆
さま、ご協力ありがとうございました。
　今年は、富山県魚津市（うおづし）と対戦し、勝利を収
めることができました。チャレンジデーだけでなく、日常の
中で運動する習慣をつけましょう!

行方市の参加率　　　　50.3％
（参加者　18,733 人　市民数　37,236 人）

富山県魚津市の参加率　47.3％
（参加者　20,575 人　市民数　43,519 人）

「チャレンジデー 2015」の結果発表
６月７日（日）北浦運動場体育館

第 10 回市内ミニバスケットボール大会

【優　勝】　北浦Grasses　MBC
【準優勝】　麻生ミニバスケットボールスポーツ少年団
【第３位】　羽生Wings

　行方市（旧麻生町）出身の若手作家　額賀澪さんが、この
度「第 22 回松本清張賞」と「第 16 回小学館文庫小説賞」を
ダブル受賞されました。
　松本清張賞受賞作「ウインドノーツ」は、ご自身の出身校
である麻生第一中学校吹奏楽部での活動がベースとなった青
春小説です。懸命に部活に打ち込む少女と少年の奮闘の姿が
爽やかに描かれています。
　現在は都内の広告代理店に勤務しながら執筆を続けている
額賀さんが、５月 23 日（土）、東京スカイツリータウン ®に
市長を訪ね、受賞に対する思いやこれからの抱負などを話し
てくださいました。

受賞作の２作品は、行方の風景を物語の題材に

行方市出身の若手作家　額賀澪さんが「松本清張賞」と「小学館文庫小説賞」を受賞

　「私の中の行方の風景として、心地よい霞ヶ浦と北浦から
の湖の風、空には抜けるような青空と、そこを飛んでいく
航空自衛隊の飛行機の様子が清々しいイメージとして残っ
ています。大学時代の恩師から『茨城を舞台に小説を書く
と良い』とのアドバイスで、受賞作である２作品ができま
した。今後も、自分が生活する中で感じたことを物語にし
ていくと思います」と額賀さん。
　「ウインドノーツ」は「屋上のウインドノーツ」と改題され、
小学館文庫小説賞受賞作「ヒトリコ」と共に、６月 26 日に
刊行されました。
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第 10 回行方市近隣中学校サッカー大会

５月１０日（日）　麻生運動場体育館他１会場

第 26 回行方市麻生杯バレーボール大会

【優　勝】潮来第二中学校

５月１６日（土）・１７日（日）北浦第１グラウンド他２会場

【優　勝】波崎第三中学校

５月８日（金）北浦運動場クロッケーコート

第 50 回行方市親善ゲートボール大会

【優　勝】豊和チーム

５月２７日（水）高須崎公園

春季グラウンドゴルフ大会

【優　勝】真家��幸治　【準優勝】大塚���衛
【第３位】今泉��英雄

５月１９日（火）麻生カントリークラブ

平成 27 年度第２回行方市ゴルフ連盟大会

【優　勝】根本��伸一　【準優勝】椎木��徳彰
【第３位】石井���博　　ベスグロ　大輪��憲正（80）

５月９日（土）北浦運動場テニスコート他１会場

第９回行方杯中学生ソフトテニス大会

〈男子の部〉【優　勝】佐野・信安　組（神栖第四中学校）
〈女子の部〉【優　勝】三浦・長友　組（鹿野中学校）

５月９日（土）・１７日（日）　市内中学校

第 10 回行方市近隣中学校軟式野球大会

【優　勝】旭中学校　　【準優勝】鉾田南中学校
【第３位】玉造中学校　【第３位】　新島中学校

５月１７日（日）麻生運動場弓道場

平成 27 年度麻生杯弓道大会

５月１６日（土）・１７日（日）麻生運動場体育館他１会場

第 10 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】神栖第一中学校
〈女子の部〉【優　勝】玉造中学校

５月２４日（日）　麻生運動場体育館

第 10 回行方市ママさんバレーボール親善大会

【優　勝】TEAM-ZERO

　150 人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１７日（日）　玉造運動場体育館

第 10 回市長杯ソフトバレーボール大会

〈フリー〉【優　勝】球遊会
〈トリム〉【優　勝】ゴールドウィングＡ

５月１７日（日）玉造中学校体育館

第 11 回行方杯中学生バドミントン大会

【優　勝】田口・飯塚　組（大野中学校）

５月３０日（土）・３１日（日）・６月６日（土）
浜野球場他１会場

第 10 回行方市長杯軟式少年野球大会

【優　勝】波崎ブルージャイアンツ
【準優勝】大洋ビーバーズ
【第３位】鹿島ベアーズ
【第４位】北浦ペガサス
【優秀選手賞】横瀬��真之介（北浦ペガサス）


