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麻生の山車曳き祭
大麻神社例大祭が行われました

　10 月 10 日（月）、北浦運動場第１
グラウンドにおいて、平成 28 年度行
方市民運動会が開催されました。
　小学校対抗リレーやフライングディ
スク、園児による親子フォークダンス
やマーチングなど、多数の競技や演戯
に、参加者はスポーツの秋を満喫しま
した。

スポーツの秋を満喫！　平成 28 年度行方市民運動会

　10 月 15 日（土）から 17 日（月）の３日間にわたり、
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城の５地区の山車が、勇壮に市内を練り歩きました。

　15 日には、麻生公民館に

おいて、５地区の若連による

踊りの競演が行われ、優美な

手踊りや山車の「のの字廻し」

が披露されました。

　行方市で来年３月末までに88歳になられる方が252人、
100 歳になられる方が 12 人です。敬老事業の一環として、
市長が直接訪問し、長寿をお祝いしました。
　100 歳を迎えられる皆さんに長寿の秘訣を伺ったとこ
ろ、「毎日３食きちんと食べること」とのお話が多くあり
ました。

【100 歳を迎えられる方々】
新堀いゑさん・鈴木松江さん・手賀シモさん・方波見しちさん・
額賀ひてさん・小牧なみさん・箕輪とめさん・小島恒子さん・
茂木岩夫さん・八品つやさん・池田ふみいさん・瀬尾はるさん

　皆さま、これからもお元気でお過ごしください。

88 歳が 252 人・100 歳が 12 人

100 歳と米寿のお祝いに市長が訪問

５地区の若頭の皆さん
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　先の大戦において、犠牲となられた方々の尊い命のご冥
福と恒久平和を祈念して、行方市戦没者追悼式が 10 月２
日（日）行方市文化会館で開催されました。
　戦後 71 年目を迎える今年の追悼式には、遺族や来賓の
方々 363 人が参列。式典では、国歌斉唱に続き戦没者英
霊に黙祷を捧げ、市長の式辞の後、鈴木市議会議長、堀田
市遺族会長、額賀衆議院議員、横山県議会議員などから追
悼のことばが捧げられ、平和への願いを込めて、参列者全
員による献花が行われました。

行方市戦没者追悼式

平和への願いをこめて

フラダンスショーを開催しました
あそう温泉「白帆の湯」

　10 月１日（土）、あそう温泉白帆の湯水郷の間において、
キッズルームを特設ステージとしてフラダンスショーを
開催しました。
　公演にご協力いただいたのは、プアラニ・フラグルー
プ（君和田ひろみ代表）の皆さんです。当日は、華やか
な衣装に身を包んだ子どもから大人まで、明るく和やか
にダンスを披露しました。
　白帆の湯においては、室内で初めてのフラダンスショー
ということで、たくさんの方に入場していただき、盛況
のうちに開催することができました。

イノシシ情報

【連絡先】行方市鳥獣被害対策協議会（農林水産課内）
　　　　　☎ 0291-35-2111　内線 241・242

　秋の繁殖時期が収まり、ある程度成長した個体が母親と共に行動範囲を

広げています。イノシシに出合っても、意図的に刺激したりしないように

避難してください。

　また、猟友会の隊員の皆さまには、日頃より多大なるご協力をいただき、

心から感謝申し上げます。

　９月は北浦地区で７頭、玉造地区で３頭を捕獲しました。

　目撃および被害情報については、麻生地区（行方・四鹿・小高付近）３件、

北浦地区（山田付近）４件です（９月 30 日時点）。

　目撃情報は、捕獲の大きな手助けとなります。目撃したり農作物被害が

あった場合には、すぐにご連絡ください。

※ 11 月 15 日から３月 31 日は、狩猟期間となります。
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行方市スポーツ少年団を紹介します！　★第７回★

玉造ジャイアンツ
～ 野球 ～

　現在 32 人（玉造小 11 人・麻生小 20 人・麻生東小１人）の団員が、浜野球場（奥側）で土日に活動している軟式野球チー
ムです。
　基本を大切に、１・２年生は危険がないようにやわらかいボールを使い、元気いっぱいキャッチボールやバッティング
をがんばっています。３・４年生は実践練習を中心に、５・６年生はレベルアップを目指し、日々練習しております。
　女子も５人入団しており、男女とも随時団員募集しています。見学、体験いつでも待っています。試合等でグラウンド
にいない時もありますので連絡をいただければと思います。もしくは、木曜日の夜練で体験してみませんか。
　■玉造ジャイアンツ HP：�http://www3.hp-ez.com/hp/tamatsukuri/page1

◆活動日
　木曜日　18：00 ～ 20：00　Ｂ＆Ｇ体育館　自由参加

　土曜日　８：30 ～ 12：30　浜野球場（奥）　全体練習
　日曜日　８：30 ～ 12：00　浜野球場（奥）　全体練習
　日曜日　13：00 ～ 17：00　浜野球場（奥）　自由参加

◆問い合わせ　吉田��重夫　☎０９０－３２２３－０６２４

９月２５日（日）１０月２日（日）玉造浜野球場ほか１会場

第 34 回玉造ロータリークラブ杯少年野球大会

＜Ａブロック優勝＞  霞ヶ浦北スポーツ少年団
＜Ｂブロック優勝＞  沼崎少年野球クラブ
＜Ｃブロック優勝＞  水戸市常澄スポーツ少年団
＜Ｄブロック優勝＞  北浦ペガサス
＜Ｅブロック優勝＞  潮来イーグルス

「なめがたの日給食」を市長と一緒に
北浦小学校６年生が市長とランチトーク

　10 月 19 日（水）、市長が児童と会食しながら、市の「地
産地消」に関する情報を伝え、行政に対する関心と理解
を高めることを目的に「ランチトーク」が行われました。
　今回は第 1 回目として、北浦小６年生 70 人と市長が
一緒に「なめがたの日給食」を囲みながら、意見交換を
しました。
　この日のメニューは、豚肉どんぶり、牛乳、さつまい
もの天ぷら、みず菜のサラダ、ミニトマト。季節の地元
食材がふんだんに使われている給食を食べながら、和や
かなランチトークとなりました。

★個人賞に４選手が選ばれました。おめでとうございます。
　【優秀賞】金塚��大貴（玉造ジャイアンツ）
　【優秀賞】内山��瑠也（玉造ジャイアンツ）
　【優秀賞】古谷��竜馬（北浦ペガサス）
　【優秀賞】高柳��涼太（北浦ペガサス）
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９月２５日（日）麻生運動場体育館

第 44 回行方市親善卓球大会

＜中学生男子シングルス＞
【優　勝】小林��英登　（潮来第二中学校）
【準優勝】片桐��拓哉　（潮来第二中学校）
【第３位】大友　亮　��（潮来第二中学校）
【第３位】松澤��大地　（玉造中学校）

＜中学生女子シングルス＞
【優　勝】水貝��莉子　（牛堀中学校）

＜中学生男子団体＞
【優　勝】潮来第二中学校
【準優勝】玉造中学校
【第３位】北浦中学校

＜中学生女子団体＞
【優　勝】牛堀中学校
【準優勝】麻生中学校
【第３位】玉造中学校

＜小学生の部シングルス＞
【優　勝】龍﨑��創平
【準優勝】熊谷��祥汰
【第３位】根本��修汰

＜一般の部シングルス＞
【優　勝】島田��将英
【準優勝】村田��和也
【第３位】中村��哲也

９月２５日（日）北浦運動場テニスコート

第 21 回行方市民テニス大会

＜男子ダブルス＞
【優　勝】土子（範）・土子（太）組
【準優勝】鈴木・高野　組　【第３位】相川・瀧崎　組
＜女子ダブルス＞

【優　勝】荒井・寺田　組
【準優勝】谷口・野口　組　【第３位】照山・片岡　組
< ミックスダブルス >

【優　勝】相川・西田　組
【準優勝】吉崎・谷口　組　【第３位】鈴木・片岡　組

９月２５日（日）玉造 B&G 海洋センターアリーナ

第 34 回玉造ロータリークラブ杯行方地区少年剣道錬成大会

＜団体戦の部＞

【優　勝】牛堀少年剣道愛好会Ａ

【準優勝】延方スポーツ少年団

【第３位】麻生剣友会

＜個人戦　試合の部＞

【優　勝】大野　透　　（麻生剣友会）

【準優勝】齋藤��裕太　��（牛堀少年剣道愛好会）

【第３位】諸星��聡大　��（延方スポーツ少年団）

【第３位】樽見��駿希　��（牛堀少年剣道愛好会）

＜個人戦　面打ちの部＞

【優　勝】久保木��実玖（牛堀少年剣道愛好会）

【準優勝】関口��大雅　��（玉造剣道スポーツ少年団）

【第３位】熱田��雄士　��（玉造剣道スポーツ少年団）

【第３位】茂木��大楓　��（牛堀少年剣道愛好会）

＜個人戦　切り返しの部＞

【優　勝】久保木��悠斗（牛堀少年剣道愛好会）

【準優勝】大盛��真翔　��（麻生剣友会）

【第３位】根本��結羅　��（麻生剣友会）

【第３位】茂木　颯　　（牛堀少年剣道愛好会）

９月２８日（水）セントラルゴルフクラブ西コース

第 16 回行方市民チャリティーゴルフ大会

＜男子の部＞

【優　勝】土子　浩

【準優勝】宮内��武志

【第３位】渡辺��理仁

●ベスグロ　平山��勝巳（71）

＜女子の部＞

【優　勝】桜井��まさ子

【準優勝】角野��真梨奈

【第３位】塙　美智子

●ベスグロ　塙　美智子（83）

《チャリティ》

　参加者の皆様から募金をしていただきました。

　募金 73,000 円は市体育協会から社会福祉協議会へ寄付

しました。募金 10,000 円は茨城新聞文化福祉事業団へ寄

託しました。

９月１７日（土）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】土浦第三中学校　【準優勝】下稲吉中学校
＜女子の部＞

【優　勝】下稲吉中学校　　【準優勝】麻生中学校


