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　６月21日（火）に開催された「第２回なめがた未来塾」
に、市内の小中学校・高等学校の教職員 34 人が参加しま
した。学力向上について特色ある取り組みを行っている大
洗町立南中学校の森田理恵子先生による実践発表を聞い
た後、「授業改善」「校内研修の在り方」の２つのテーマ
で研究協議を行いました。
　遅い時間帯での研修にもかかわらず、先生方は熱心に
研修に参加していました。本研修で身に付けた知識や技能
を、授業改善や校内研修に活用いただければと考えます。

第２回なめがた未来塾

授業力の向上を目指し教職員が研修

　６月 23 日（木）、市と茨城県高圧ガス保安協会行方支
部は、「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、市内で地震や風水害などの大規模災害が
発生した際、被災者・避難者の食事を確保するために、
LP ガスと屋外用ガスコンロと防風囲いなどの炊き出し機
材の調達と設置を受けるものです。
　締結式に際し、内堀支部長から「LP ガスは、災害時に
停電してもいろいろな面で使えるので皆さまの支援につ
なげていきたい」とあいさつがありました。
　本協定により、災害時の救援物資の供給や連携体制が
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。

市と高圧ガス保安協会が協定締結

災害時における支援と協力

見守り活動の協定を締結
市と第一生命保険株式会社

　高齢者や障害者および子ども等が安心して暮らせる地
域づくりを目指して、市と第一生命保険株式会社は、６
月 21 日（火）、「要援護者の見守り活動に関する協定」を
締結しました。
　協定は、同社が市内において営業活動を行う際に、高
齢者や障害者および子ども等の異変に気付いたとき、ま
たは道路の陥没など異常を発見した場合、市に通報し、
市はその情報に基づき速やかに状況確認を行うというも
のです。

　多年にわたり職務に奨励し、教育の振興発展に貢献した

教職員に対する表彰式が実施されました。

　市では６人の教職員が表彰対象となり、正木教育長から

表彰を受けました。

　今後も、豊かな経験と専門性を生かし、児童生徒・保護

者・地域のためにご尽力いただきたいと思います。

６人の教職員

永年勤続教職員表彰
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　７月３日（日）、気温が高く汗ばむ中、市内外の親子
連れを含む 128 人の参加者による、北浦レスキュー隊連
絡会議（杉山一平会長）主催の「たすきで繋ぐ北浦一周
ウォーキング」が開催されました。
　今回は、白浜・宇崎湖岸約 5キロのウォーキングと、
レイクエコー・嬪野神社周辺の自然観察会を兼ねた２
コースを、ゴミ拾いを行いながら実施しました。
　回収されたゴミは 50 袋（30㍑ / 袋）にもなり、地域
の環境美化に大きく寄与しました。

地域の環境美化と自然観察
第14回たすきで繋ぐ北浦一周ウォーキング

心と体の健康づくりを！

　花で彩るまちづくり会（会員40 人）は、今年も市民の活
力ある毎日と地域の活性化を目的に、「花で彩るまちづくり」
を推進中です。
　７月７日（木）には、麻生地区の介護施設に、介護する
方もされる方も心癒してもらおうと、手づくりの苔玉や多肉
植物の寄せ植え、フラワーロード推進のために育てた四季
咲きのアイビーゼラニウムなどを贈りました。
　さらに、心身の健康づくりを目的とした健康ラジオ体操も
併せて推進しています。
　皆さんも一緒に始めてみませんか。

地域に広めよう「花で彩るまちづくり」

本堂の屋根修復を稚児行列でお祝い
観音寺で落慶法要

　６月 26 日（日）、小幡の観音寺（醍醐孝昭住職）で、
東日本大震災で被災した本堂の屋根が修復を終え、落慶
法要が行われました。
　法要に彩りを添えたのは、地域の子どもたち 34 人に
よる稚児行列です。華やかな衣装に身を包んだ子どもた
ちは、保護者らに手を引かれ参道を練り歩きました。
　醍醐住職は、「檀家の皆さんのおかげでお寺が立派にな
り、本当にありがたいです」と話していました。

安全・安心な地域社会を目指し普及啓発

第 66 回 社会を明るくするキャンペーン

　７月３日（日）、セイミヤモール麻生店において「第 66
回社会を明るくする運動キャンペーン」が開催されました。
　この運動は犯罪や非行を防止し、立ち直りを支える地域
を築くための取り組みとして、麻生地区保護司会、麻生保
護区更生保護女性会、潮来市・行方市の青少年相談員の
方々が主体となって行われています。
　当日は、麻生高等学校吹奏楽部による素晴らしい演奏も
行われ、キャンペーンの参加者全員でうちわやリーフレット
を配布し、安心・安全なまちづくりを目指して普及啓発を
行いました。
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がんばれ　熊本！　熊本地震の募金活動を実施

これらの義援金は、日本赤十字社を通して、熊本地震により被災された方々のために活用させていただきます。
ご協力ありがとうございました。

　玉造中学校では、平成 28 年熊本地震災害に対する義援
金を生徒会からの提案により計画、生徒や保護者へ周知
し、５月中旬に取り組みを実施しました。
　また、５月 28 日に行われた体育祭においても募金活
動を行い、皆さまのご協力により総額 110,571 円の義援
金が集まりました。

　６月 24 日（金）、玉造中学校生徒会長　小橋さん、
生徒会副会長　石井さん、JRC（青少年赤十字）委員長
冨田さんの３人が、市長へ熊本地震に対して集まった
義援金を手渡ししました。

玉造中学校

　あそう温泉　白帆の湯において、平成 28 年熊本地震災

害に対する義援金が、利用者の皆さまのご厚意により総額

17,190 円集まりました。

あそう温泉　白帆の湯

　８月２日（火）～８月 12 日（金）に麻生公民館１階ロビーにおいて、平成 31 年に本県
で２回目の国民体育大会が開催されますことから、「水と緑のまごころ国体（昭和 49 年開催）
回顧展」を開催します。開会式や炬火リレー、競技の様子等、当時の写真が展示されていま
すので、ぜひ足をお運びください。

いきいき茨城ゆめ国体・いきいき茨城ゆめ大会 2019
～翔べ　羽ばたけ　そして未来へ～

水と緑のまごころ国体（昭和 49年開催）回顧展

／

【問い合わせ】茨城県国体・障害者スポーツ大会局総務企画課　☎ 029-301-5402

第 74回国民体育大会　会期決定！！
平成31年９月28日（土）～10月８日（火）
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県北地域を舞台に繰り広げられる現代アートの祭典

「KENPOKU�ART�2016�茨城県北芸術祭」
来月いよいよ開催！

　９月 17 日（土）～ 11 月 20 日（日）の 65 日間、県北６市町（日立市、高萩市、北茨城市、常陸太田市、常陸大宮市、

大子町）を舞台に現代アートの国際芸術祭が開催されます。海と山が織りなす豊かな自然、岡倉天心などが芸術創作活

動を行った五浦海岸、クリストのアンブレラ・プロジェクトで世界の注目を集めた里山など、多くの創造的な資源を有

する県北地域に国内外から多くのアーティストを招き、自然の中や商店街、廃校や歴史的建造物などを活用してアート

作品が制作・展示されます。この秋は、茨城県北芸術祭に足をのばしてみてはいかがでしょうか。

＜参考作品＞

常陸大宮市・旧美和中学校 高萩市・高戸海岸

落合陽一

≪コロイドディスプレイ≫2012/2016

イリヤ＆エミリア・カバコフ

≪落ちてきた空≫ 1995/2016
※図版は参考写真です。

【作品鑑賞パスポート販売情報】
　芸術祭の期間中、お得に作品を鑑賞することができる作品鑑賞パスポートの前売券引換券を全国のコンビニエンスス

トアなどでお買い求めいただけます。

名称 一般 学生・高齢者

作品鑑賞パスポート
前売券 当日券 前売券 当日券

2,000 円 2,500 円 1,000 円 1,500 円

・中学生以下・身体障害者手帳などをご持参の方は無料です。

・前売引換券の販売は９月 16 日（金）までです。

・�作品鑑賞パスポートを持たない来場者の方は、個別に作品を鑑賞するための個別鑑賞券が必要です（料金は 300 円～

1,000 円。有料作品８カ所）。

【ガイドブック情報】
　茨城県北芸術祭の見どころや、各市町に展開される芸術作品のガイドはもちろん、現地までのアクセス情報や、飲食

店情報、宿泊情報など、茨城県北芸術祭を巡るための必携アイテム、「公式ガイドブック」を８月下旬からお買い求めい

ただけます。

【サポーター募集中】
　アートに興味がある方、芸術祭に積極的に関わってみたい方、いろいろな人と交流したい方、地域活動に興味がある

方…。作品制作の補助や会場の運営などを通して、ともに芸術祭を一緒に作っていく「サポーター」を募集しています。

　申込方法、応募条件は公式ホームページをご覧ください。

【問い合わせ】
茨城県北芸術祭実行員会事務局（茨城県企画部県北振興課内）HP：「茨城県北芸術祭」で検索

☎��029-301-2727　FAX��029-301-2738　Ｅメール：kenpoku-art@pref.ibaraki.lg.jp
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行方市スポーツ少年団を紹介します！　★第４回★

麻生ジュニアテニスクラブ
～ソフトテニス～

　現在、６年生５人、４年生４人、２年生１人の合計 10 人

で活動しています。メンバーは全員女の子ですが、男の子で

も入団できます。

　ソフトテニスの技術を伸ばすことも大切ですが、スポーツ

を通じて健康な体作りと、元気なあいさつができる子どもに

育てていくことに力を入れています。

　興味のある方、ぜひ見学に来てください。

◆活動日
　水曜日　18：00 ～ 20：00　麻生運動場体育館

　土曜日　��9：00 ～ 12：00　北浦運動場テニスコート

◆問い合わせ　切島��美月　☎０９０－６１９９ー３０２６

７月３日（日）市内体育施設および各学校施設

第 11 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】南愛球会
　【第３位】山王レディース　【同３位】北浦中 PTA
★バスケットボール
　●男子の部
　　【優　勝】あらびきボーイズ【準優勝】ALLEGRO
　●女子の部
　　【優　勝】北浦クラブ
★テニス
　●男子ダブルス
　　【優　勝】鈴木・堀米組　【準優勝】遠峯・相川組
　　【第３位】寺崎・雑賀組
　●女子ダブルス
　　【優　勝】寺田・田中組　【準優勝】片岡・西谷組
　　【第３位】宇野・原田組
★ソフトテニス
　●小学生（高学年の部）
　　【優　勝】亀山・金澤組　【準優勝】千葉・滝崎組
　　【第３位】羽生・風間組
　●小学生（低学年の部）
　　【優　勝】関口・荒木田組　【準優勝】金澤・白石組
　　【第３位】菅谷・縣組
　●一般の部
　　【優　勝】大森・門井組　【準優勝】大輪・関口組
　　【第３位】野本・羽生組　【同３位】出沼・郡司組

★バドミントン
　●団体戦Ａクラス
　　【優　勝】射翔流 ’s Ａ　【準優勝】ヨッシーズ
　　【第３位】flap
　●団体戦Ｂクラス
　　【優　勝】MNBC　【準優勝】ぶるとん
　　【第３位】射翔流 ’s Ｂ　【同３位】常陽シャトルズ
★卓球
　　【優　勝】島田将英　【準優勝】鈴木　遥
　　【第３位】林　義克
★セーリング　※強風のため、レース中止
★ソフトボール
　【優　勝】新宮同志会　【準優勝】根小屋オールスターズ
　【第３位】北浦中Ｂ　　【同３位】マルミ
★ハンドボール
　●男子の部
　　【優　勝】麻生高 A　【準優勝】麻生フェニックス
　　【第３位】麻生中 A　【同３位】麻生高 B
　●女子の部
　　【優　勝】麻生フェニックス　【準優勝】麻生中 A
　　【第３位】麻生高等学校
　　【同３位】麻生フェニックス Jr. 保護者



NAMEGATA AUG.201615

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 1opicsT まちの話題

６月１２日（日）北浦運動場第1グラウンド

第 21 回社会人サッカー大会

５月２７日（金）北浦運動場第１グラウンド

第１回親善クロッケー大会

【優　勝】鶴亀クラブ　【準優勝】本宿クラブＢ

６月２６日（日）麻生運動場体育館

第 11 回行方杯剣道大会

中学生男子団体の部【優　勝】潮来第二中学校
中学生男子個人の部【優　勝】木嶋�剛久（平井中）
　　　　　　　　　　【準優勝】大川�翔永（麻生中）
　　　　　　　　　　【第３位】古渡�悠太（玉造中）
中学生女子団体の部【優　勝】神栖第四中学校
中学生女子個人の部【優　勝】寺島�葵（神栖四中）
小学生団体の部　　��【優　勝】岩間剣友会
小学生個人の部　　��【優　勝】小林�史弥（堅倉）

６月１８日（土）・１９日（日）麻生運動場体育館ほか

第 11 回行方市中学生ハンドボール大会

男子の部【優　勝】千代田中学校
女子の部【優　勝】麻生中学校

【優　勝】ビダン　【準優勝】麻生クラブ
【第３位】U.S.U 鹿行スポーツレクリエーション大会

（ソフトバレーの部）
男女混合Ａブロック【準優勝】球遊会（行方市）
男女混合Ｂブロック【第３位】ＬＯＶＥＲＳ（行方市）
（グラウンドゴルフの部）
【優　勝】山﨑�米子（行方市）

６月１９日（日）北浦運動場体育館

第 11 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】ノアＡ（潮来市）

６月１９日（日）神栖市民体育館および神之池緑地公園

５月８日（日）・１５日（日）浜野球場

行方市軟式野球連盟前期大会

【優　勝】フレンズ　【準優勝】黒潮クラブ

６月１０日（金）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】大輪�憲正　【準優勝】溝口�輝男
【第３位】川村�和昭　ベスグロ（78）平山�勝己

行方地区弓道大会

●一般の部

射　詰【優　勝】草野��弘（潮来）

射　込【優　勝】草野��弘（潮来）

　　　��【準優勝】柳町�照夫（麻生）

　　　��【第３位】斉藤�勝美（玉造）

団　体【優　勝】額賀�陽平（麻生）鈴木��猛（麻生）

　　　　　　　　白鳥�恵美子（潮来）

金　的　柳町�照夫（麻生）久保�喜雄（麻生）

７月３日（日）麻生運動場弓道場

６月１２日（日）北浦運動場体育館

行方市春季バドミントン大会

＜男子ダブルスＡ＞
【優　勝】島田・小島　組（みんとくらぶ）
＜男子ダブルスＢ＞
【優　勝】金内・森　組（木曜会）
＜男子ダブルスＣ＞
【優　勝】大山・大野　組（小川シャトル）
＜女子ダブルスＡ＞
【優　勝】伊藤・椿　組（ＢＦＵ）
＜女子ダブルスＢ＞
【優　勝】長沼・平野　組（みんとくらぶ）
＜女子ダブルスＣ＞
【優　勝】真家・川上　組（小川シャトル）


