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米寿記念

初めての個展を開催

根小屋の平山昭三さん
今年米寿を迎える根小屋在住の平山昭三さんが、この夏、
吉崎美術館（富田）において、初めての個展を開催しました。
平山さんが好きなのは、地元の風景。特に水郷の風景を
描くことが多いそうです。会場には、霞ヶ浦や水門などを
描いた作品のほかに、亡くなった奥さまへ追悼の思いで描
いてきたという花の作品など、30 数点が並びました。
６月に国立新美術館（東京）で開かれた日洋展で初入選
した 100 号の大作「公民館の駐車場」は、麻生公民館の屋
上から見た駐車場の様子が色彩豊かに描かれています。
師事する地元の洋画家 小牧 幹さんからは、「これからも
自分探しをしながら、ぶれずに絵を描き続けてほしい」と
アドバイスがあったそうです。この言葉に応えて、現在も

平山昭三さん（中央）を囲む、洋画家 小牧 幹さん（最後列）
と、「絵の会・東京」「絵の会・土浦」の仲間

ひたむきに活動を続けている平山さんの今後の活躍が期待
されます。

第 44 回花と緑の環境美化コンクール
行方市推薦花壇
このコンクールは、地域住民および児童・生徒の環境美化に対する関心・
意欲を高め、花いっぱい運動が地域や団体に根ざした運動となるよう推進
することを目的に、大好きいばらき県民会議が主催で実施しているものです。
今回、行方市からは、応募のあった中から４点推薦することとなりました
（八木蒔フラワー誼会、癒しの郷フラワークラブ四鹿・杉平地区、麻生東
小学校、北浦小学校）。
麻生東小学校

北浦小学校

八木蒔フラワー誼会

癒しの郷フラワークラブ四鹿・杉平地区
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手作り竹ほうき 150 本を寄贈
手賀の吉田豊三郎さん
手賀在住の吉田豊三郎さんから、市立の幼稚園・小中学校に手作りの竹ほうきを 150 本寄贈していただきました。
吉田さんは 10 数年前から地元の小学校に竹ほうきの寄贈を始められ、平成 19 年度からは、市内全校に寄贈していただ
いています。
７月 19 日（火）、学校教育課の職員が吉田さんの自宅を訪れ、市長から贈られた感謝状を手渡し、同日、すべての市立幼稚園・
小中学校に竹ほうきを届けました。
児童生徒の皆さん、この善意のほうきで学校をきれいにしてください。

教師力の向上を目指し教職員が研修
第３回なめがた未来塾
７月 27 日（水）に開催された「第３回なめがた未来塾」
に、市内の幼稚園の教職員 14 人が参加しました。元大洗
町幼稚園長平山洋美先生から子どもの育ちを支援する保育
者の姿勢、教師力の向上に向けて求められる資質・能力
についての講話を聴いた後、幼稚園教育の今後の在り方
について研究協議を行いました。
先生方は、熱心に研修に参加していました。本研修で身
に付けた力を幼児教育の充実に生かしてほしいです。

英語と触れ合う楽しい時間
サマースクール ～ ALT と英語であそぼう～
7 月 21 日から 7 月 27 日の間の 6 日間、市内の小学生と
行方市の学校に勤務する ALT（外国人指導助手）がゲー
ムなどを通じて英語に親しむ「サマースクール」を、市内
各公民館で開催しました。
各会場２日間ずつ開催し、１日目は英語でゲームやダン
スなど体を使った遊びを行い、２日目は ALT と一緒にアク
セサリー作りを行いました。
市では、中学生海外派遣研修やオーストラリアのメルボ
ルンの小学校とテレビ電話で交流を行うなど、国際交流を
進めています。早くから国際感覚を養い、英語に触れ合う
機会をこれからも増やしていきたいと思います。
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Ｊ１リーグ１st ステージ優勝報告！
鹿島アントラーズ 石井監督
７月 27 日（水）、Ｊ１リーグの１st ステージを制した鹿
島アントラーズの石井正忠監督が、優勝報告と市内小学校
にサイン入りＴシャツを贈呈するために来庁しました。
２nd ステージは、これからの巻き返しを期待して、ホー
ムタウンの皆さまにはぜひスタジアムに足を運んでいただ
き、熱い声援をお願いします。

不法投棄物の撤去活動を行いました
小貫地区
７月 24 日（日）、不法投棄されたゴミを小貫地区（阿部
澄良区長）の上大和名、榎本、中二反田、下二反田の住
民が協力し、山林や道路沿いの投棄物を撤去するなどして、
地区の環境美化活動を行いました。
自分たちの住んでいる地区を少しでもきれいにし、住み
良い場所にするために、また、清掃活動を行うことで、今
後のゴミの不法投棄を未然に防ぐ効果にもつながります。

災害時における支援と協力
市と茨城放送が協定締結
８月４日（木）
、市と株式会社茨城放送は、「災害時に
おける放送要請に関する協定」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、茨城放送のエリア内で放送している AM 波・
FM 波を通じ、市民の皆さまへの告知や情報提供を行うも
ので、鹿行５市では初めてとなるものです。
締結に際し、北島社長から「防災情報や防災への取り組
みを、市と連携して早く正確に市民に伝えたい」とあいさ
つがありました。
本協定により、災害時の避難勧告等の市民の安全に関わ
る大切な情報を、より身近にきめ細かく発信することがで
きるようになります。

エチオピアで消防ポンプ自動車が活躍
鹿行広域消防本部の旧型ポンプ車を寄贈
鹿行広域事務組合消防本部の消防ポンプ車更新に伴い、旧
ポンプ車をエチオピア連邦民主共和国へ無償寄贈しました。
７月 26 日（火）には、エチオピア大使館よりチャム・ウガラ・
ウリヤトゥ全権大使をはじめ、NPO 法人「エチオピアの未来
の子供」よりタスファイエ・ガライヤ理事長らが出席し寄贈
式が行われました。式では、同事務組合管理者の原 浩道潮
来市長が、「エチオピアの安心安全な生活に役立ててほしい」
と話し、目録を手渡しました。また、構成３市からは旧町時
代の消防はんてんが手渡され、大使館員らがこのはんてんを
羽織り記念撮影しました。
大使は、「エチオピアでは水が非常に重要であり、火事等
の災害時だけでなく水の運搬にも活用したい」と話しました。
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今年の夏も市内各地で

お祭りやイベントが開催されました

2016

オーストラリアの小学校とテレビ電話で交流
北浦小学校 外国語活動の取り組み
北浦小学校が、今年度からオーストラリア・ビクトリア州立ドロマーナ小学校と、インターネット電話を使った国際交流を行う
ことになり、７月 25 日（月）、北浦小学校６年生の児童４人が、テレビ電話を通じて、ドロマーナ小学校６年生の子どもたちと、
英語や日本語で言葉を交わしました。
北浦小学校の児童が「好きな日本の食べ物は何ですか？」と尋ねたところ、ドロマーナ小学校の子どもは「おにぎりや寿司、
餃子」などと答えていました。
ドロマーナ小学校は、日本語や日本文化に興味のある子どもたちが多く在籍していて、北浦小学校では、今後も交流を続け
ていくとのことです。

13

NAMEGATA SEP.2016

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

〇小学生３・４年生

第 29 回 B&G スポーツ大会茨城県大会
７月９日
（土）かすみがうら市千代田 B&G 海洋センター

〇小学生３・４年生

行方市から 11 人の選手が参加しました。
風間華可さん、理崎嘉人くん、理崎智香さんの３人は、
全国大会参加標準記録を突破し、８月 20 日（土）東京辰
巳国際水泳場で開催された B&G 全国ジュニア水泳競技大
会へ出場しました。
○小学生３・４年生

男子

50 Ｍ 自由形

【第４位】瀧崎悠生（玉造小３年）
【第７位】矢畑陽介（麻生小４年）
【第８位】石間涼介（北浦小３年）
〇小学生３・４年生

女子

50 Ｍ 自由形

【第１位】風間華可（玉造小４年）
【第６位】理崎智香（玉造小４年）
【第 10 位】藤原優月（玉造小４年）
〇小学生５・６年生

男子

50 Ｍ 自由形

【第３位】理崎嘉人（玉造小６年）
【第８位】大場浩樹（玉造小６年）
【第 12 位】額賀
○小学生５・６年生

慎（麻生東小５年）
女子

50 Ｍ 自由形

男子

50 Ｍ

背泳ぎ

【第２位】矢畑陽介（麻生小４年）
女子

50 Ｍ

背泳ぎ

【第２位】風間華可（玉造小４年）
〇小学生５・６年生

男子

50 Ｍ

背泳ぎ

【第４位】理崎嘉人（玉造小６年）
【第８位】額賀

慎（麻生東小５年）

〇小学生３・４年生

男子

50 Ｍ

平泳ぎ

【第４位】石間涼介（北浦小３年）
〇小学生３・４年生

女子

50 Ｍ

平泳ぎ

【第５位】藤原優月（玉造小４年）
○小学生５・６年生

男子

50 Ｍ

平泳ぎ

【第３位】大場浩樹（玉造小６年）
○小学生５・６年生

女子

50 Ｍ

平泳ぎ

【第８位】石間里恋（北浦小５年）
【第９位】原目理沙（北浦小５年）
○小学生３・４年生

男子

50 Ｍ

バタフライ

【第２位】瀧崎悠生（玉造小３年）
〇小学生３・４年生

女子

50 Ｍ

バタフライ

【第２位】理崎智香（玉造小４年）

【第 11 位】原目理沙（北浦小５年）
【第 12 位】石間里恋（北浦小５年）

行方市スポーツ少年団を紹介します！

★第５回★

玉造柔道スポーツ少年団
玉造柔道スポーツ少年団では、柔道で相手を思いやり、自分
より小さい人、弱い人を助けてあげる優しさ、礼儀がきちんと
できる人間を育てることを目標に日々鍛錬しています。幼児、
小学生を教えています。
随時、見学・体験入部を受け付けています。無料で柔道着を
貸し出しますのでお気軽においでください。
玉造柔道スポーツ少年団をよろしくお願いします。
◆活動日
火曜日

19：00 ～ 21：00

玉造 B&G 海洋センター柔道場

金曜日

19：00 ～ 21：00

玉造 B&G 海洋センター柔道場

土曜日

19：00 ～ 21：00

玉造 B&G 海洋センター柔道場

◆問い合わせ

杉山 和典

☎０２９９－５５－０２５９
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夏季グラウンドゴルフ大会

地元の漁師が水産物をＰＲ

７月２２日（金）高須崎公園

夏の漁師市とうなぎ祭りを同時開催

勝】栗原

【第３位】野原

一夫 【準優勝】新橋

８月 11 日（木・山の日）、行方市漁業振興協議会によ
る水産物の直売会が、霞ヶ浦ふれあいランドで開催され
ました。各漁業者のブースには、霞ヶ浦や北浦で水揚げ
されたワカサギ・シラウオ・川エビなどが販売され、お
盆を前に多くの方が買い求めていました。
今年は、なめがた食彩マーケット会議による「うなぎ
祭り」が同時に開催され、限定 200 食で販売されたうな
ぎのひつまぶし丼を求め、長蛇の列ができるにぎわい振
りでした（協力：中川学園調理技術専門学校）。
出店した漁業者は、｢地元で捕れた水産物を、多くの方
に味わっていただきたい｣ と話していました。

保

亨

入賞者の皆さん

第 34 回行方市近隣スポーツ少年団サッカー大会
７月３１日（日）北浦第１グラウンド
【優

勝】ＦＣドルフィン大洋

【準優勝】青柳ＥＦＣ
【第３位】麻生ＳＳＳ

■市民運動会開催のお知らせ■
秋晴れの中、市民間の親睦交流を深めるため市民運動会を開催します。
市民の方々が自由に参加できるよう多数のオープン種目を中心に、保育園、幼稚園、
スポーツ少年団などの団体での参加も予定しています。

たくさんの皆さま方のご来場をお待ちしています。

期 日：１０月９日（日）
場 所：北浦第１グラウンド
※雨天の場合は、翌 10 日（月曜日：体育の日）に延期し、
10 日も雨天の場合には、中止とします。

行方の魅力発信広報番組『なめトーク』
ＩＢＳ茨城放送（水戸局 1197kHz・土浦局 1458kHz）と
ｉ - ｆｍ（水戸局 94.6MHz）で、毎月第２・第４金曜日
の午前 10 時 35 分から５分間放送しています（
「HAPPY
パンチ」の番組内）。
行方市民向けの募集・お知らせ情報や、行方市の観光・
イベント情報など旬の情報をお知らせします！
【問】政策秘書課
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ＦＭ補完中継局「ｉ - ｆｍ」が開局！
茨城放送では、昨年８月から、従来の AM 放送に加え FM
放送を開始しました。
周波数は 94.6MHz です。
これまで茨城放送の受信が困難だった地域も解消され、茨
城県内ほぼ全域で受信可能となりました。
※ 90MHz 以上の周波数に対応したラジオが
必要です。

