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イノシシによる農作物の被害軽減に向けて
平成 27 年度行方地域農業改革フォーラム
２月９日（火）、レイクエコーにおいて、平成 27 年度
行方地域農業改革フォーラムが開催されました。
農研機構中央農業総合研究センター上席研究員の仲谷
淳先生のイノシシによる農作物の被害軽減に向けた講演
と、茨城県猟友会行方北部支部相談役の後谷米藏氏によ
る事例発表があり、農業生産者や関係団体等、多くの方々
が参加されました。
市内のイノシシによる農業被害の状況については、北
浦地内の山田地区を中心に、両宿や内宿、繁昌、北高岡
の被害が多く、玉造地内の井上や西蓮寺、若海でも被害
が報告されています。作物被害についてはさつまいもの
被害が多く、稲の踏み倒しや掘り起こし等の被害も報告
されています。
行方市鳥獣被害対策協議会では、猟友会に依頼してわ
なによるイノシシ捕獲を進めています。

交通教室が開催されました
市内幼稚園・小学校で
毎年、市内の幼稚園・小中学校において、交通安全に
対する意識を高め、交通事故防止を目的とした交通教室
を開催しています。
２月４日（木）には麻生幼稚園で、県トラック協会、
行方警察署、県交通安全教育講師の協力のもと実施され
ました。園児たちは保護者と一緒に、交通ルールや横断
歩道の渡り方などを勉強しました。
また、トラックによる内輪差の学習では、実際に自転
車が巻き込まれる実演をし、園児たちは自転車がつぶれ
ていく姿を真剣な表情で見ていました。
皆さんも交通ルールを守り、交通事故に遭わないよう
にしましょう。

コープさっぽろでトップセールス
行方産の農産物を市長とＪＡなめがた組合長がＰＲ
２月 13 日（土）、コープさっぽろルーシー店（北海道
札幌市）で、市長とＪＡなめがた中川組合長ほか関係者が、
行方産農産物の販売促進イベントを実施しました。
会場では、さつまいも、みず菜、わさび菜、アイスプ
ラントなど多くの農産物を展示・販売したほか、焼きた
ての焼きいもをお客様に試食していただきました。
また、先着 500 人に、さつまいも（紅まさり）２本を
入れた農産物と観光のパンフレットを配布しました。
ＪＡなめがたでは、５年前から本格的にコープさっぽ
ろへさつまいもの出荷を行っており、平成 27 年から北
海道全域の店舗等で販売を行っています。

交通死亡事故連続ゼロ 300 日達成 !!
行方市において、交通死亡事故連続ゼロ 300 日を達成
しました（１月 25 日付）。
２月 10 日（水）
、茨城県庁にて、表彰状の授与が行わ
れました。
今回の受賞は、行方警察署、交通安全協会、交通安全
母の会など各種団体の取り組みが、ドライバー等の交通
安全の意識高揚につながったものと考えられます。
また、警察官による交差点立哨、交通安全キャンペー
ンでの広報活動、交通安全教室など、いろいろな活動の
成果といえるでしょう。
今後も交通事故を減少させるため、交通安全を心がけ
ましょう。
なめがた
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20 年ぶりに華やかな稚児行列が復活
第４回行方の雛まつり
市内で開催された「第４回行方の雛まつり」に併せて、
２月 21 日（日）、蓮城院（麻生）の「稚児行列」が 20 年
ぶりに復活し、華やかな衣装に身を包んだ５歳から７歳
までの子どもたち 19 人が、麻生陣屋大通り商店街を練り
歩きました。
この稚児行列は、蓮城院の虚空蔵菩薩のご加護を受け
子どもたちのすこやかな成長を祈願する行事として、４
年に１度行われていましたが、子どもの減少により平成
７年を最後に行われなくなっていました。今回、行方市
商工会と蓮城院の協力により稚児行列が復活。麻生下座
連の皆さんが奏でる佐原囃子にのせて、子どもたちは立
派に歩きました。

みんなで楽しく健康づくり
健康フェスタｉｎ北浦保健センター
２月 13 日（土）、北浦保健センターにおいて、健康フェ
スタｉｎ北浦保健センターが開催されました。
健康づくり講演会では、水戸医療センター院長の植木
浜一先生を講師に迎え、「乳がんの早期発見と治療につい
て」を講演していただきました。
また、笑いヨガ体験会（石岡笑いクラブ）やニュースポー
ツ体験（なめがたふれあいスポーツクラブ、行方市スポー
ツ推進委員会）、サーキットトレーニング教室、親子でバ
レンタインクッキング、あったか骨太スープ（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。

第２回魔女まつり開催
なめがた湖魔女委員会が主催
２月 21 日（日）、地域の活性化と市民の元気、市のイメー
ジアップを目的に「第２回魔女まつり」が麻生公民館で
開催されました。
「魔女おばさん」こと有田道子さんを招き、夢と希望を
もらえる元気の秘訣を講演していただき、参加者はとて
も満足。なめがた食彩マーケット会議からみず菜やわさ
び菜の提供を受け、食生活改善推進員お手製の「魔女スー
プ」も好評でした。
また、空き店舗を活用した市民参加型の無料休憩所「こ
まじょのこみせ 2/6 ～ 3/3」もミニイベントや創作体験
等で大盛況。行方市商工会や花で彩るまちづくり会が後
援し、行方市高校生会もアシスタントとして活躍。「協力
団体と連携的に取り組んだこのイベントがまちづくりに
つながれば」と湖魔女委員会の皆さんは話していました。
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最優秀賞および農林水産大臣賞受賞
平成 27 年度茨城県稲作共進会
２月 19 日（金）、平成 27 年度茨城県稲作共進会の表
彰式が行われ、株式会社レイクフォーが、農地利用集積
による大規模経営および積極的な省力化・低コスト技術
への取り組みが認められ、最優秀賞および特別賞として
農林水産大臣賞を受賞しました。
株式会社レイクフォーは、高須転作受託組合を前身と
しており、農地集積による規模拡大や機械作業の効率化
を図るため、平成 25 年に法人化。「行方市受託組織育成
連絡会」および「JA なめがた米づくり研究会」に所属し、
各団体の栽培講習会や研修会に参加して栽培技術の向上
に努めており、鉄コーティング直播栽培により省力化低
コスト化を図っています。

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

第６回行方市公民館まつりが盛大に開催されました！
２月 27 日（土）から 28 日（日）の２日間にわたり、北浦公民館および市文化会館を会場に、第６回公民館まつりが開
催されました。
公民館では、利用団体等の作品展示や体験教室・模擬店が開催され、多くの方が来場し、文化会館では「踊りの祭典」と
「音楽のつどい」が盛会に披露されました。

公民館講座で作成した花かごの展示風景

組ひも体験教室（2/28）で指導を受ける参加者の皆さん

2/27「踊りの祭典」～錦照会の発表～

2/28「音楽のつどい」～混声合唱を披露するしらゆり合唱団～

行方市北浦杯卓球大会
１月３０日（土）麻生運動場体育館
＜男子シングルス＞
【優

勝】根本

拓海（玉造中）

【準優勝】羽生

修也（麻生中）

【第３位】八品

庄一郎（麻生中）

【第３位】大谷

司（麻生中）

＜女子シングルス＞
【優

勝】荒張

芹奈（麻生中）

【準優勝】山野

朱梨（麻生中）

【第３位】宮内

優璃（麻生中）

【第３位】茂木

奈津美（麻生中）

長年にわたり献血事業に協力
吉田精工株式会社

スキー教室
体育協会スキー部主催の「安比高原スキー教室」が、
２月 12 日（金）～ 14 日（日）に開催されました。
初級者以上で行われ、指導者のアドバイスのもと、参
加者はレベルアップを目指しました。

吉田精工株式会社（山中 通三社長）には、献血事業の
推進のため、昭和 46 年から集団献血にご協力をいただ
いております。
このたび、30 年以上継続して集団献血を実施している
功績が認められ、日本赤十字社社長より感謝状が贈られ
ました。行方市では初めてとなります。
これからも、病気や怪我などで輸血を必要としている
患者さんの尊い生命を救うため、献血へのご理解とご協
力をお願いいたします。
なめがた
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第５回行方市ゴルフ連盟大会

第 28 回行方市スポーツ少年団
本部長杯空手道大会
２月２８日（日）玉造Ｂ＆Ｇ海洋センター体育館
＜形の部＞
幼・小学１・２年生男子
【優 勝】反田 大翔（小川）
【準優勝】荒木田 航（玉造）
【第３位】山口 浩輝（神栖）
幼・小学１・２年生女子
【優 勝】豊島 梨花（山新鉾田）
【準優勝】豊島 愛梨（山新鉾田）
【第３位】鈴木 伶奈（山新石岡）
小学３・４年生男子
【優 勝】石川 温大（山新石岡）
【準優勝】菅原 龍之介（鉾田）
【第３位】金塚 悦宏（山新鉾田）
小学３・４年生女子
【優 勝】松永 実咲（神栖）
【準優勝】瀬尾 優月（山新鉾田）
【第３位】豊島 樹梨（山新鉾田）
小学５・６年生男子
【優 勝】酒井 大輝（山新鉾田）
【準優勝】中村 一成（鉾田）
【第３位】藤田 悠大（鉾田）
小学５・６年生女子
【優 勝】石田 莉菜（鉾田）
【準優勝】山口 萌香（山新鉾田）
【第３位】金塚 心鈴（山新鉾田）
中学生男子
【優 勝】宮本 虎太郎（神栖）
中学生女子
【優 勝】原 也沙（山新鉾田）
＜組手の部＞
幼・小学１・２年生男子
【優 勝】坂 凌太朗（神栖）
【準優勝】小田川 禅竜（神栖）
【第３位】荒木田 航（玉造）山口 浩輝（神栖）
幼・小学１・２年生女子
【優 勝】豊島 梨花（山新鉾田）
【準優勝】鈴木 伶奈（山新石岡）
【第３位】羽生 りさ（山新鉾田）窪 春奈（山新鉾田）
小学３・４年生男子
【優 勝】飯田 滉盛（神栖）
【準優勝】岡村 琉心（小川）
【第３位】金塚 悦宏（山新鉾田）櫻井 光（山新鉾田）
小学３・４年生女子
【優 勝】松永 実咲（神栖）
【準優勝】須賀 美結（北浦）
【第３位】瀬尾 優月（山新鉾田）額賀 百々花（北浦）
小学５・６年生男子
【優 勝】戸村 圭吾（神栖）※最優秀選手
【準優勝】西本 周世（神栖）
【第３位】中村 一成（鉾田）石井 悠斗（玉造）
小学５・６年生女子
【優 勝】山口 萌香（山新鉾田）
【準優勝】金塚 心鈴（山新鉾田）
【第３位】石田 莉菜（鉾田）成田 彩華（北浦）
中学生男子
【優 勝】宮本 虎太郎（神栖）
中学生女子
【優 勝】原 也紗（山新鉾田）
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２月１８日（木）霞ヶ浦カントリー倶楽部
【優

勝】飯島

【第３位】佐山

英一 【準優勝】水野
正

勇

【ベストグロス】石井

博

第 10 回市内ミニバスケットボール新人大会
２月２１日（日）麻生東小学校体育館
＜女子の部＞
【優 勝】北浦 GrassesMBC 【準優勝】麻生ミニバス
【第３位】羽生 Wings

第 29 回ふれあいソフトバレーボール春季大会
２月２１日（日）北浦運動場体育館
＜フリークラス＞
【優 勝】球遊会（行方市）
【準優勝】しぃさぁーずＡ（鉾田市）
＜ゴールドクラス＞
【優 勝】鉾田 SVC（鉾田市）
【準優勝】ゴールドウイングＣ（行方市）
＜ビギナークラス＞
【優 勝】Aspiration- Ｄ（潮来市）
【準優勝】ザ・サンフラッグ（行方市）

第 20 回行方市テニス大会
３月６日（日）北浦運動場テニスコート
＜男子ダブルス＞
【優 勝】寺田・中野 組
【第３位】和田・海野 組
＜女子ダブルス＞
【優 勝】荒井・海野 組
【第３位】浅野・野口 組
＜ミックスダブルス＞
【優 勝】遠峰・片岡 組
【第３位】相川・寺田 組

【準優勝】江幡・大森 組

【準優勝】谷口・林 組

【準優勝】寺田・寺田 組
【第３位】大森・井川 組

行方市長杯バドミントン大会
３月６日（日）北浦運動場体育館
＜混合ダブルスＡ＞
【優 勝】本田・本田
【第３位】本田・鹿野
＜混合ダブルスＢ＞
【優 勝】鹿内・山口
【第３位】小林・武田
＜混合ダブルスＣ＞
【優 勝】安藤・大野
【第３位】糸賀・椎木

組 【準優勝】日隈・尾竹 組
組 【第３位】堀井・藤生 組
組 【準優勝】岡野・岡田 組
組 【第３位】小野・大和田 組
組 【準優勝】喜多・横尾 組
組 【第３位】木鉛・大竹 組

