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　６月 19 日（金）、麻生公民館において、地域メディアプ
ロデューサー育成講座プレセミナーが開催されました。
　これは、関東地方で初めての地域限定のテレビ放送（エ
リア放送）の開設を目指している本市が、インフラ整備と
並行して、映像化して配信していくための能力を持った人
財（人材）を育成することによって「市民との協働による」
エリア放送の段階的な拡充を目的に開催する講座の前段と
して実施したものです。
　講師には経済産業省　ひとづくりの切磋琢磨による地域

地域メディアプロデューサー育成講座プレセミナーを開催

情報伝達技術の必要性

　玉造甲の大宮神社にて、映画「サクラ花～桜花最期の

特攻～」の撮影が行われました。監督は、映画「天心」

で知られる松村克弥氏です。

　戦後 70 年の節目に、知られざる特攻の物語を通じて

平和の尊さを伝えたいという監督の思いが込めれた映画

です。

　すでに、クランクアップされ、今年秋公開予定です。

【「サクラ花～桜花最期の特攻～」
映画公式サイト URL：http://sakurabana.org/】

行方市で映画の撮影が行われました
「サクラ花～桜花最期の特攻～」

四季咲きの「ゼラニウム」でまちを彩ります

　今年の花で彩るまちづくり会（会員 40 名）がフラワーロー
ドで推進する主な花は、比較的手入れも簡単で育てやすい
四季咲きの「ゼラニウム」です。推進地区は、国道 355 号
線の麻生富田～玉造羽生地区の約 30 キロ区間の協力して
いただける世帯約 300 件。会員がフラワーロード協力者へ
のメッセージちらしを添えて配布すると「いただいた苗は大
事に育てて増やしてみます」と道沿いの協力者から温かい
声が返ってきました。
　会員も「身近な人をはじめ、イベント等でも推進して、
行方市を花のまちに、そして地域の活性化に繋げていきた
い」と話していました。

地域に広めよう「花で彩るまちづくり」

創生実行会議委員や東京オリンピック ･ パラリンピック競
技大会組織委員会経済・テクノロジー委員会を務める、音
楽家でもあり、そして地域活性化伝道師として活躍する榎
田竜路さんを起用。
　榎田さんは、その独特の発信力で来場者に「情報伝達
技術の必要性」を説き、会場では参加者が熱心に耳を傾
けていました。
　また、市では、次年度以降において、小中学生の育成
に向けて、市内全小中学校での同様講座の実施を検討し
ています。本年度は試行的に県立麻生高等学校（中庭昌
樹校長）のご協力をいただき、当該講座の簡易版を別途
同校を会場として実施されます。
　同日に、麻生高校で開かれたプレセミナーでは、受講を
希望した生徒と教師約 20 名が参加しました。
　テレビカメラ等にも囲まれて、少し緊張した面持ちの生
徒達も、次第に榎田さんの熱い語りかけに引き込まれてい
くようでした。
　麻生高校のプレセミナーに参加した市長は、「真剣に耳
を傾けている生徒たちを目の当たりにして、メディアプロ
デューサーとして育ってくれるのが楽しみです」と話してい
ました。
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　この度、玉造地区の遊休農地を活用した梅林で採れた
梅の実を加工した「梅ジャム」が完成し、初めて商品化さ
れました。梅林を管理するのは、玉造地区遊休農地活用
実践協議会（田宮賢会長）の皆さんです。
　梅ジャムの瓶に貼られたラベルは、同協議会会員の菅谷
京子さんの手作り。ジャムは、南高梅と上白糖だけで作ら
れた無添加です。
　この梅ジャムは、６月 20 日（土）と 21 日（日）に、道
の駅たまつくりの店頭で限定で販売され、今後は、６次産
業化商品として、同所直売所での販売を目指します。

玉造地区遊休農地活用実践協議会

遊休農地から「梅ジャム」が完成

　市が現在策定を進める「行方市総合戦略書（第二次総合
計画）」にあわせて、市民の皆さんと将来の市のあるべき
まちの姿を考えるため、6 月 24 日（水）、麻生公民館大ホー
ルにて「地域活性化フォーラム in なめがた」が開催され
ました。
　講師には、地域活性化の伝道師といわれる東京農業大学
教授の木村俊昭先生をお迎えし、市内の産業・歴史・文化
を徹底的に掘り起こし、研きをかけ、地域から世界に向け
て発信するキラリと光るまちづくりについて講演をいただ
きました。

地域活性化フォーラム inなめがた

「できないをできる！に変える～全体最適の思考！～」

武蔵野商工会議所会頭　稲垣英夫さんより

　６月 23 日（火）、行方市（旧北浦村）出身で武蔵野商
工会議所会頭の稲垣英夫さんが、ふるさと応援の趣旨で
市長に 100 万円の寄附を手渡されました。
　稲垣さんからは、これまでにも東日本大震災の義援金
やふるさと応援寄附金として、高額の寄附をいただいて
います。
　稲垣さんは、昨秋、永年の産業振興功労が認められ、
旭日小綬章を受章されています。
　現在、武蔵野商工会議所および武蔵野市と本市および
本市商工会との間に、農業・商工観光の分野を中心とし
た交流事業の創出にご尽力いただいているところです。

高額寄附をいただきました

　まちづくりの指針となる「行方市総合戦略書（第二次
総合計画）」を策定するため、6 月 25 日（木）、第１回な
めがた未来のまちづくり協議会が開催されました。
　協議会は、市民代表をはじめ、産業界、教育機関、金
融機関などの代表者 18 名の委員で構成され、各委員へ
市長から委嘱状が交付されました。
　会長には、市民代表の海老澤文江さんが選任され、「委
員の方々のご協力により、市民の声を反映した計画を策
定していきたいです」とあいさつをいただきました。

第１回なめがた未来のまちづくり協議会を開催

『行方市総合戦略書』策定に向けて
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　小学生ハンドボールチーム「麻生フェニックス Jr.（女子）」
の皆さんが、6 月に行われた茨城県少年少女ハンドボール
大会において見事優勝を果たし、13 年ぶり２度目の全国
小学生大会への切符を手にしました。
　6 月 30 日（火）、チームを代表して 11 名が麻生庁舎市
長室を訪れ、一人ずつ、市長に抱負を述べました。キャプ
テンの 6 年　宮内愛さんは「一戦一戦を大事にして頑張り
ます」と意気込みを語りました。
　第 28 回全国小学生大会は、７月 30 日（木）から８月
２日（日）にかけて京都府京田辺市で行われます。

小学生ハンドボールチーム「麻生フェニックスJr.（女子）」

13 年ぶり２度目の全国大会出場！

　国際協力機構（JICA）日系社会青年ボランティアとし
てブラジルに派遣された荻沼由季さん（玉造地区）が、6
月 25 日（木）に麻生庁舎市長室を訪れ、海外でのボラン
ティア活動への思いを語りました（写真中央が荻沼さん）。 
　荻沼さんは７月から２年間、ブラジルロンドニア州ポ
ルトベーリョ市で、日系日本語学校教師として活動しま
す。
　荻沼さんは、「中学生のときに、オーストラリアでの海
外研修で異文化に触れたことが、今の自分に大きく影響
していると思います。健康に気を付けて、２年間頑張っ
てきます」と話してくれました。

ブラジルで日本語の教育
JICA 日系社会青年ボランティア　荻沼さん

　６月 27 日（土）、28 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。
　熱中症対策セミナーでは、NHK ニュース７の気象キャ
スター寺川奈津美氏に、熱中症予防について講演いただ
きました。
　また、健康づくり講演会（なめがた地域総合病院）や
リラックス太極拳、ソフトヨガ教室、シェイプアップ教
室、よさこいソーラン（麻舞ソーラン會）、カラフル野
菜おやき（行方市食生活改善推進員協議会）の試食など、
たくさんの来場者でにぎわいました。

健康フェスタinコテラス

みんなで楽しく健康づくり

　７月 14 日（火）、市は、なめがた農業協同組合と「災害
時における支援及び協力に関する協定」を締結しました。
　この協定は、緊急的な物資の供給支援に加え、被災され
た方が災害時に必要とする手続きなどを速やかに行えるよ
う人的な支援が盛り込まれています。
　締結式に際し、中川組合長より「なめがた農業協同組合
の事業は地域と密着しており、市と連携しながら災害時に
市民の皆さまの支援に繋げて参りたい」とあいさつがあり
ました。
　本協定により、被災時の救援物資の供給や、被災された
市民の生活再建などの連携体制が図られることとなり、安
心・安全なまちづくりを進める上で大きな力となります。

市とJAなめがたが協定締結

災害時における支援と協力
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鹿行スポーツレクリエーション大会

（グラウンドゴルフの部）【準優勝】栗原 一男（行方市）

７月１１日（土）　行方市玉造Ｂ＆Ｇ海洋センター

第 28 回Ｂ＆Ｇスポーツ大会茨城県大会

　行方市から 16 名の選手が参加しました。風間 華可さん、
理崎 嘉人くん、風間 智貴くんの３名は、全国大会参加標
準記録を突破し、８月 17 日（月）に東京辰巳国際水泳場
で開催される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。
〇小学生３・４年生　女子　50M　自由形
　【第５位】　風間 華可（玉造小３年）
〇小学生５・６年生　男子　50M　自由形
　【第６位】　理崎 嘉人（玉造小５年）
〇小学生３・４年生　男子　50M　背泳ぎ
　【第３位】　額賀　慎（麻生東小４年）
　【第５位】　高橋 柊成（麻生小３年）
　【第６位】　大橋 青空（麻生小３年）
〇小学生３・４年生　女子　50M　背泳ぎ
　【第４位】　風間 華可（玉造小３年）
〇小学生５・６年生　男子　50M　背泳ぎ
　【第１位】　風間 智貴（玉造小６年）
〇小学生３・４年生　男子　50M　平泳ぎ
　【第５位】　倉川　葵（武田小３年）
〇小学生３・４年生　女子　50M　平泳ぎ
　【第２位】　榊原 由子（麻生小４年）
　【第３位】　小嶋 優奈（武田小３年）
　【第４位】　内山 陽菜（麻生小３年）
　【第５位】　肖　　斎（津澄小４年）
〇小学生３・４年生　女子　50M　バタフライ
　【第３位】　内山 陽菜（麻生小３年）
〇小学生５・６年生　男子　50M　バタフライ
　【第１位】　風間 智貴（玉造小 6 年）

６月１４日（日）　潮来市立日の出中学校、潮来市かすみの郷公園

行方地区弓道大会

●一般の部
射　詰【優　勝】武田 美代子（潮来）
射　込【優　勝】斉藤 勝美（玉造）
　　　【準優勝】武田 美代子（潮来）
　　　【第３位】柳町 照夫（麻生）
団　体【優　勝】深沢 辰五郎・斉藤 勝美・大森 一夫
金　的　久保 喜雄（麻生）・武田 美代子（潮来）
10 点賞　斉藤 勝美　柳町 照夫

７月５日（日）　麻生運動場弓道場

　「水郷マスターズ」は潮来市・行方市の 55 歳以上の

方を中心とした軟式野球チームです。

　５月 24 日（日）・５月 30 日（土）、水戸総合運動公

園軟式野球場で行われた茨城県ブロック還暦軟式野球

大会において準優勝し、全国大会出場が決定しました。

　第 17 回全日本選抜還暦軟式野球大会は、９月４日（金）

から９月８日（火）にかけて福井県越前市で行われます。

軟式野球チーム「水郷マスターズ」

第 17 回全日本選抜還暦軟式野球大会出場

　７月 11 日（土）、Ｂ＆Ｇ財団地域海洋センター茨城
連絡協議会主催の第 28 回Ｂ＆Ｇスポーツ大会茨城県大
会が、行方市玉造Ｂ＆Ｇ海洋センターにおいて開催され
ました。
　県内の各Ｂ＆Ｇ海洋センターから参加した小学校３年
生から中学校３年生までの 145 選手が熱戦を展開しま
した。
　今年度は、行方市がＢ＆Ｇ財団地域海洋センター茨城
連絡協議会事務局を務めていることから、市長が大会会
長となり、行方市スポーツ推進委員会・行方市育成士会
等の協力をいただき、大会運営に当たりました。

第 28 回Ｂ＆Ｇスポーツ大会茨城県大会
が開催されました
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５月３０日（土）・３１日（日）・６月６日（土）　浜野球場ほか

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（神栖市）
【準優勝】大洋ビーバーズ（鉾田市）
【第３位】鹿島ベアーズ（鹿嶋市）
【第４位】北浦ペガサス（行方市）

６月１４日（日）　北浦運動場第１グラウンド

第 19 回社会人サッカー大会

６月１０日（水）　北浦運動場第１グラウンド

第 17 回行方市クロッケー大会

【優　勝】　松寿会Ｂ　【準優勝】　松寿会Ａ
【第３位】　千歳会　　【第３位】　鶴亀クラブ

６月２１日（日）　玉造中学校体育館

第 10 回行方杯剣道大会

中学生男子団体の部【優　勝】霞ヶ浦中
中学生男子個人の部【優　勝】鈴木 裕一（神栖二中）
中学生男子個人の部【第３位】大川 翔永（麻生中）
中学生女子団体の部【優　勝】神栖四中
中学生女子個人の部【優　勝】中村 志織（江戸崎中）
小学生団体の部　　  【優　勝】岩間剣友会
小学生個人の部　　  【優　勝】東ヶ崎 志苑（堅倉）

６月２０日（土）・２１日（日）　麻生運動場体育館ほか

第 10 回行方市中学生ハンドボール大会

男子の部【優　勝】守谷市立けやき台中学校
　　　　  【第４位】行方市立麻生中学校
女子の部【優　勝】守谷市立けやき台中学校
　　　　  【第４位】行方市立麻生中学校

【優　勝】麻生高Ａ　【準優勝】　ＢＩＤＡＮ
【第３位】　麻生クラブ・麻生高Ｂ

７月５日（日）市内体育施設および各学校施設

第 10 回行方市民総合スポーツ大会

★バレーボール
【優　勝】Lovers　     【準優勝】津澄小 PTA
【第３位】南愛球会　【同３位】Precious

★バスケットボール
●男子の部

【優　勝】あらびき　【準優勝】RAKUSAN
【第３位】毘沙門天　【同３位】DORADORA

●女子の部
【優勝】impact

★テニス　※荒天のため、ミニゲーム実施（参加者 17 名）
★バドミントン
●団体戦Ａクラス

【優　勝】ウィザード　【準優勝】ISB
●団体戦Ｂクラス

【優　勝】北浦Ｂ　　　【準優勝】北浦Ａ
【第３位】てるてるず　【同３位】ブリッジ

★卓球
【優　勝】鈴木 遥【準優勝】林 義克【第３位】山﨑 きぬ子

★ハンドボール
●男子の部

【優　勝】麻生フェニックス Jr.　【準優勝】麻生高３年
【第３位】麻生高１・２年　　　【同３位】鉾田一高Ｂ

●女子の部
【優　勝】麻生高スーパー　【準優勝】麻生高ローカル
【第３位】麻生フェニックス
【同３位】麻生フェニックス Jr. 保護者

★セーリング　※荒天のため、後日開催
【優　勝】小峰 実　【準優勝】山口 政文
【第３位】渋谷 節夫

６月２１日（日）　北浦運動場体育館

第 10 回行方市長杯インディアカ大会

【優　勝】キャンディーズ（鉾田市）
【準優勝】ポップコーンＡ（行方市）
【第３位】てんとうむし（行方市）
【第３位】ノアＢ（潮来市）

５月１０日（日）・１７日（日）　浜野球場

行方市軟式野球連盟前期大会

【優　勝】黒潮クラブ
【準優勝】ベアーズ

６月１１日（木）　玉造ゴルフクラブ捻木コース

第３回行方市ゴルフ連盟大会

【優　勝】渡邉 康夫【準優勝】斉藤 勝巳
【第３位】甲  貴但　 ベスグロ（80）茂木 宗五郎


