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平成 28 年度行方市消防団役員をお知らせします
新役員でスタートしました
【本

部】

【北浦支団】

団長・邉田和夫

副支団長・髙橋勲

副団長兼麻生支団長・藤﨑仙一郎

第 1 分団長・真家孝之

同副分団長・岡里亮

第２分団長・後谷俊則

同副分団長・岡崎一夫

第３分団長・本多哲也

同副分団長・宮河清

第４分団長・森崎正暁

同副分団長・久米雅文

副団長兼北浦支団長・伊勢山和宏
副団長兼玉造支団長・郡司正彦
【麻生支団】

【玉造支団】

副支団長・根本忠雄

副支団長・阿部浩幸

第１分団長・伊藤栄司

同副分団長・小沼弘道

第１分団長・塙一彦

同副分団長・郡司隆夫

第２分団長・小澤信行

同副分団長・前嶋俊之

第２分団長・野原藤治

同副分団長・岡里栄一

第３分団長・久保田一弘

同副分団長・宮内洋治

第３分団長・塙昭浩

第４分団長・大橋聡

同副分団長・大輪文夫

第４分団長・小沼精一

同副分団長・風間亨

第５分団長・松兼一博

同副分団長・額賀勇八

第５分団長・羽生幹男

同副分団長・岡田祐樹

米粉を使った「もちもちトロリ米粉たこ焼」で敢闘賞受賞
第３回全国米粉料理コンテスト「米粉の名人」料理グランプリ 2015
島並在住の箕輪玲子さん（農村女性グループ「嫁～ず☆」代表）が、
３月５日（土）に東京で行われた第３回全国米粉料理コンテストに
おいて、敢闘賞を受賞しました。
「嫁～ず☆」の皆さんは、米の消費拡大のために米粉レシピの研
究をしようと４年間試作を重ね、米粉の特性を生かした「もちもち
トロリ米粉たこ焼」を考案。今回、グループの代表としてコンテス
トに参加した箕輪さんは、「米粉はさらさらとしていてダマになら
ず、仕上がりがもっちりとした食感になります。メンバーで米粉レ
シピを研究した成果を試してみたいと思い、コンテストに応募しま
した。他にも素晴らしい料理があった中での受賞は、これからの活
動の励みになります」と話していました。
箕輪さんが所属している農村女性グループ「嫁～ず☆」は、行方
市と潮来市で農業をしている女性たちで構成されています。
今後、箕輪さんは、地産地消の取り組みとして、行方産コシヒカ
リと潮来産「一番星」の米粉とさつまいもを使ったお菓子レシピを
加工試作したいということです。
米粉の特性を生かして考案された
「もちもちトロリ米粉たこ焼」

なめがた

2016.5.1

16

Topics

まちの話題

商品開発や販売について学びました
なめがた６次産業化・農商工連携ビジネス地方創生事業
市では、東京農業大学生物産業学部との包括連携協定
を平成 26 年 12 月に締結し、市における地方創生事業の
一環として、平成 27 年６月から「なめがた６次産業化・
農商工連携ビジネスセミナー」を開講しました。
受講者は半年以上にわたり、「商品開発」や「販売」に
至るまでのビジネスプランの計画づくりや地域資源の利
用等の基礎的知識など、農業ビジネスの幅広い知識や技

北浦小学校が開校

術を習得し、このたび修了式を迎えました。

北浦地区の３つの小学校が統合
４月６日（水）、北浦地区の３つの小学校が統合して誕
生した新北浦小学校の開校式が行われ、２年生から６年
生の児童らが見守る中、市長から川㞍政利校長に校旗が
授与されました。
開校式終了後には、同校の第１回入学式が行われまし
た。担任の先生から名前を呼ばれた 59 人の新１年生は、
元気よく大きな声で返事をしていました。
北浦小学校が、これまで北浦地区の各小学校が築き上
げてきた歴史や伝統を受け継ぎ、地域を代表する小学校
となることを期待しています。

「オオキンケイギク」の駆除にご協力をお願いします！
【問い合わせ】環境課（北浦庁舎）☎ 0291-35-2111

特定外来生物オオキンケイギクとは？
例年、5 月から 7 月にかけて、きれいな黄色い花を咲かせ、道路沿いや庭先、空き地などで生息が確認されています。
オオキンケイギクは、非常に強い繁殖力のため在来種を駆逐してしまう恐れがあり、個人が飼育、栽培、保管、運搬、
輸入、野外へ放つ、植える、および種子をまく行為が禁止されています。違反すると罰金が科せられる場合があります。
※オオキンケイギクは平成 18 年２月に特定外来生物の指定を受けました。

オオキンケイギクの特徴
・高さ 30 センチメートルから 100 センチメートルの多年草。
・開花時期は５月から７月で、根元から束状に多数生えている。
・葉の小葉は細長い槍のような形。
・花の中心はオレンジ色で、黄色の舌状花の先が４つ～５つに裂けている。

駆除の方法
①開花時期に根を残さず抜き取る。
②１週間ほど袋に入れて枯らす（枯れる前の移動は運搬にあたるため、禁止されています）。
③種子の飛散を防ぐため、袋の口を密閉し、燃やせるごみとして廃棄する。
④翌年以降も生えてきた場合は、①～③を繰り返し行う。
以上を粘り強く行っていただくことが、在来種への影響を防ぐことにつながります。
皆さまのご協力をよろしくお願いします。
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新入学児童の交通安全を願って
ＪＡ共済連茨城が交通安全帽子を寄贈
３月 16 日（水）、ＪＡなめがた中川治美組合長が正木
教育長を訪問し、平成 28 年度に市内の小学校に入学する
児童に交通安全帽子（黄色い帽子）251 個を寄贈しました。
これは、交通安全の啓発や交通事故防止に役立てて欲
しいと、ＪＡ共済連茨城が約 40 年にわたり実施してい
るものです。
寄贈された帽子は、各小学校を通じて、新入学児童に
配布されました。

地域の交流を通じた防災訓練
行方地区６区合同で防災訓練が開催されました
３月 13 日（日）、於下・今宿・行方・藤井久保・船子・
五町田の計６区合同主催の地域防災訓練が開催されました。
訓練では、行方消防署の指導の下、初期消火訓練や AED
操作訓練、毛布による担架づくり、煙体験等が実施され、自
ら災害等に備えることに加え、交流を通じて地域で共に助け
合う「共助」の大切さへも理解が深まりました。
藤井久保区の川島区長からは、「地域での交流を通じた防
災訓練はとても大切」とあいさつがあり、参加者の皆さんか
らも「良い経験ができた」など、安心安全に対する関心の
高さが伺えました。

行方市地域防災計画の改定
平成 27 年度第３回行方市防災会議が開催されました
市では、防災に関し、関係法の改正や市を取り巻く環
境の変化に対応すべく、３月 22 日（火）に行方市防災会
議を開催し、行方市地域防災計画の改定を実施しました。
今般の改定は、①災害時に特に配慮を要する方（要配
慮者）に対する防災対策の強化②東日本大震災以降に進
んだ防災対策の反映の２点を中心としています。
市長からは、「防災対策を着実かつ強力に推進し、市民
の安心安全を守る」とあいさつがあり、委員の皆さんと
共に市の安心安全なまちづくりに向け、さらなる連携強
化を再確認しました。

自慢の歌声を披露しました
平成 27 年度行方市民カラオケ大会
３月 13 日（日）、市文化会館において、行方市民カラ
オケ大会が開催され、日頃からカラオケを生涯学習とし
て楽しんでいる皆さんが自慢の歌声を披露しました。
結果は次のとおりです。
【優 勝】平野とし子 【準優勝】田野中裕美子
【優秀賞】新橋明代
【歌唱賞】真家幸治
【特別賞】谷古宇昭治 久保道夫
【高齢者賞】仲島椿吉 横山イチヲ
【ほのぼの賞】金田栄作・つる子
【敢闘賞】石崎恒治 谷田泰章【ユニーク賞】新嶋やまと
予選参加者 53 人、決勝進出者 40 人、発表の部参加 54 人、
観衆 483 人
なめがた
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AED が寄贈されました
上山鉾田工業団地連絡協議会より
３月 29 日（火）、上山農村集落センターにおいて、上
山鉾田工業団地連絡協議会による AED（自動体外式除細
動器）の寄贈式が行われました。
上山農村集落センターに寄贈された AED が、上山鉾田
工業団地連絡協議会会長ピー・エス・コンクリート株式
会社阿部工場長より、根本上山区長へ手渡されました。
根本区長は、「地域の方に広げて AED の使い方を覚え
ていただきたい」と話していました。

飲料水兼用耐震性貯水槽を整備
大規模災害に備え、合計３基の整備が完了
市では、東日本大震災時において広域的に断水が生じ、
飲料水の確保に苦慮した経験から、飲料水兼用耐震性貯
水槽の整備を推進しています。
この貯水槽は、水道水が常時循環していることから、
断水時に飲料水供給用の大きなタンクとして活用でき、
市民の皆さんへ速やかに飲料水の提供が可能となり、平
成 26 年度の玉造中学校に続き、平成 27 年度に麻生中学
校・北浦中学校へ整備がされ、合計３基の整備が完了し
ました。
３月 24 日（木）には、地元区長、消防団員の皆さま
を招き竣工式兼操作説明会が実施されました。

ボランティア清掃活動が行われました

平成 27 年度

小貫地区の有志の皆さん

化蘇沼稲荷神社伝統文化保存会

３月 26 日（土）、不法投棄（生活ゴミ等のポイ捨て）
により、地区の生活環境が悪化していく事に懸念した小

鹿行文化賞を受賞

３月 24 日（木）、行方市北浦公民館において、鹿行文
化賞の表彰式が行われました。

貫（上二反田、中二反田、下二反田）地区住民が立ち上がり、

鹿行文化賞は地域で文化活動を進めている団体や個人

道路沿いや農地などから投棄物を撤去し、地区の環境美

を顕彰して活動の励みとなり、一層の精進を期待し継承

化活動を行いました。

されることを望み、鹿行５市の教育委員会と文化財保護

自分たちの生活する土地の環境を良くしていく清掃活
動は、ゴミの不法投棄や散乱を未然に防ぐ効果もありま

審議委員会が推薦、鹿行文化財保護連絡協議会理事会に
おいて承認されるものです。
化蘇沼稲荷神社内外の

す。地区の環境は地区住民の手で守りましょう。

清掃および相撲土俵等
の維持管理技術の指導
を行っており、文化財
の保存継承と振興に多
大な貢献をされまし
た。
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鹿行文化財保護連絡協議会

化蘇沼稲荷神社伝統文化保存会

会長

代表

大和田澒さん

髙柳卓雄さん
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新入学生に防犯グッズ贈呈
行方警察署および行方地区防犯協会より
市内の新入学生に防犯の意識を高めてもらうため、行
方警察署および行方地区防犯協会より防犯グッズが贈呈
されました。新小学１年生（252 人）に「いかのおすし」
の下敷きおよびクリアファイル、新中学１年生（260 人）
には自転車用ワイヤーロックが贈呈されました。
ちなみに「いかのおすし」とは、知らない人に声をか
けられたり、誘われたりしたときに、「いかない」、「のら
ない」、「おおごえをだす」、「すぐにげる」、「しらせる」
の頭文字をとったものです。皆さんも防犯意識を高め、
被害に遭わないようにしましょう。

新入学児童の防犯対策のために
常陽銀行が防犯ブザーを寄贈
４月４日（月）、新入学児童の防犯の一助にと、常陽銀
行の麻生・北浦・玉造の各支店長が市長を訪ね、防犯ブザー
を寄贈しました。
これは、安心して生活できる地域社会づくりの一環と
して、行方市内の新小学１年生を対象に同銀行が平成 17
年から毎年実施しているもので、今年は 260 個の寄贈を
受けました。
防犯ブザーは、簡単な操作で大きな音が鳴り響くよう
になっており、
「もしものとき」に備えることができます。

行方警察署生活安全課

新堀課長（写真右）より教育長へ

第９回行方市学童野球大会新人戦

行方市体協残弾整理射撃会

３月２０日（日）玉造浜野球場

３月５日（土）潮来射撃場

【優 勝】旭ドジャース【準優勝】波崎ウイングス
【第３位】波崎ブルージャイアンツ

【優

勝】額賀三男 【準優勝】宮内東海男

【第３位】柳町照夫

射会結果

第 10 回行方市ジュニアソフトテニス大会

３月２７日（日）麻生運動場弓道場

３月１３日（日）玉造運動場テニスコート

【団体優勝】斉藤勝美・柳町照夫・谷田泰章

＜高学年の部＞

【射込優勝】柳町照夫

【優

【射込準優勝】久保喜雄

【準優勝】荒木田・松本組（玉造山王）

【射込第３位】斉藤勝美

【第３位】小林・高橋組（玉造山王）

【金 的 賞】久保喜雄・斉藤勝美

【第３位】荒井・野原組（玉造山王）

勝】山中・飯島組（玉造山王）

＜低学年・初心者の部＞
【優

第１回行方杯高等学校バスケットボール大会
３月２６日（土）・２７日（日）麻生運動場体育館ほか
＜男子＞【優

勝】船橋東高等学校

＜女子＞【優

勝】土浦第三高等学校

勝】千葉・荒木田組（玉造山王）

【準優勝】斉藤・郡司組（玉造山王）
【第３位】風間・羽生組（玉造山王）
【第３位】関口・菅谷組（玉造山王）

第 60 回行方市選手権ゲートボール大会
３月１７日（木）北浦運動場クロッケーコート
【優

勝】繁昌
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行方市スポーツ大会出場補助金
の交付について

スポーツ少年団交流会が開催されました

社会体育の振興や奨励を図るため、スポーツ大会に出

この交流会は、日頃行っている各競技等とは異なる「単

場する団体または個人に対して市から補助金を交付しま

位団を超えた交流」として、300 人の団員の参加により

す。

楽しく交流ができました。

３月１３日（日）北浦運動場第 1 グラウンド

①補助対象となるスポーツ大会は、国、県、公益財団法
人日本体育協会（属する専門部も含む）または公益財
団法人日本身体障害者スポーツ協会が主催し、市等の
予選会を経て市代表として出場する県大会以上の大会
（学校体育団体が主催する大会または学校活動の一環と
して開催される大会等を除きます。）
②補助対象者は、市内に住所を有する者および市内に勤
務する者または市内に所在する団体で、大会要項等に
基づく大会の出場登録選手、監督、コーチ等に該当す
る者
③補助対象経費は、対象者の大会出場に係る交通費、宿
泊費、参加費等
※申請については、教育委員会生涯学習課スポーツ推進
室社会体育グループまで事前に必ずお問い合わせくだ
さい。

行方市スポーツ少年団を紹介します！

★第１回★

麻生フェニックス Jr. スポーツ少年団
～ハンドボール～
ハンドボールとは、バスケットボールとサッカーを
合わせたような「投げる・走る・跳ぶ」の運動３要素
が求められ、さらにボディコンタクトという格闘的な
要素も含まれる総合スポーツです。
麻生フェニックス Jr. は、現在男女約 30 人で活動し
ており、卒団生の中には現在日本代表選手として活躍
している選手もいます。
練習は高学年と低学年に分かれて行い、学年や一人

月曜日 19：00 ～ 21：00（麻生高校）

◆活動日

一人の技術に合った練習をしています。
見学・体験はいつでも大歓迎です。気軽にご参加く
ださい。
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木曜日 18：30 ～ 20：30（麻生体育館）
麻生高校・麻生体育館

◆活動場所
◆問い合わせ

小貫正敏

☎ 0299-73-3011

