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まちの話題
魅力あふれるビジネスプランができました！
～地域再発見～

本市では、東京農業大学生物産業学部との連携事業として、地域資源の活用や地域の人材育成を目標に ｢行方市６次産業
化・農商工連携ビジネスセミナー｣ に取り組みました。
２月 10 日（金）、天王崎観光交流センターコテラスにおいて、受講生から提案されたビジネスプランの審査会が開催され、
地域資源を活用したさまざまなビジネスプランが提案されました。ビジネスプランは単なるモノづくりではなく、本市の魅
力を発信し地域を元気にしようとするものや、本市でないと体験できないものなど、ビジネスセミナーで培った知識や経験
を活かしプランへ反映したものばかりです。
審査には、市長と副市長をはじめ東京農業大学の先生方、ＪＡなめがた、商工会、旅行代理店や金融機関の方々など幅広
い職種の方をお招きして審査をしていただきました。審査員から鋭い質問もありましたが、驚きの声や称賛の声も多く聞か
れました。
審査会終了後には、ビジネスセミナーの修了証が交付されました。今後、本市の 6 次産業化をリードするビジネスリーダー
として活躍が期待されます。
ビジネスプラン名
～行方市の特産品の販売をとおして
地域の魅力を情報発信～
たくさん実れ、なめがたプチツアーの実
なめカフェ「なめがた」の魅力で創る参加型カフェ
自然の中で、ものづくりに挑戦しよう！
～行方市の里山に手作りの休憩所を作ってみよう！～
なめがた満喫農業体験ツアープロジェクト
なめがた ! 漁師の暮らし＆なめくわし !! 気まま散歩☆
漁師の魅力！（半農・半漁）行方の魅力 ! 再発見 !!

提案者（敬称略）
中根

延枝

水野
高柳

由紀
慧

セミナー風景

谷口恵美子
柳瀬

千恵

増子美和子

盛り上げよう！なめがた！
私たちは立ち上がります！

今泉
菊池
塙
小島

晋一
彩子
悠喜
拓也

いばらキッスを用いた加工商品の開発および
６次産業化ビジネスモデルの構築について

小林

望

なめがたに泊まろう !! 行方市体験型ホームステイ

兼平

佳奈

■市長賞
プラン名：「なめがた ! 漁師の暮らし＆なめくわし ! ！気まま散歩☆
漁師の魅力！（半農・半漁）行方の魅力 ! 再発見 !!」
受 賞 者：麻生漁業協同組合

増子美和子さん

■学部長賞
プラン名：「いばらキッスを用いた加工商品の開発および６次産業化ビ
ジネスモデルの構築について」
受 賞 者：JA なめがた

小林

望さん

■審査員特別賞
プラン名：「盛り上げよう！なめがた！私たちは立ち上がります！」
受 賞 者：JA なめがた

セミナー修了式

今泉晋一さん

菊池彩子さん

塙

小島拓也さん

悠喜さん

プラン名：「なめがたに泊まろう！！行方市体験型ホームステイ」
受 賞 者：行方市役所商工観光課

兼平佳奈さん

本市では、平成 29 年度も ｢行方市６次産業化・農商工連携ビジネスセミナー｣ を開講します。１次産業への付加価値を
高めたい方、モノづくりに興味のある方など、６次産業化を目指したい方を募集します。詳細はお問い合わせください。
【問い合わせ】農林水産課 6 次産業推進室（農業振興センター内）☎０２９１－３５－３１１４
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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

行方消防署長から感謝状贈呈
水難事故救助者
３月５日（日）、行方消防署長から水難事故救助者４人
（武田文夫さん、椎名幸子さん、貝塚庄一さん、貝塚由理
さん）に対し、感謝状が贈呈されました。
２月 14 日（火）、五町田地先の五町田漁港において男
性が転落しているのを発見し、地域住民と協力し救助し
ました。救助された男性は、救急隊に引き継がれ命に別
状はありませんでした。
これらの一連の迅速、的確な救助活動により、尊い命
が救われたことに対し、感謝状が贈られたものです。
（写真は左から田口署長、武田文夫さん、椎名幸子さん）

長年にわたり献血事業に協力
茨城県立玉造工業高等学校
茨城県立玉造工業高等学校（宇佐美浩校長）の教職員
と生徒の皆さんには、献血事業の推進のため、昭和 43 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
多大な功績が認められ、日本赤十字社社長から感謝状が
贈られました。
これからも、病気や怪我などで輸血を必要としている
患者さんの尊い命を救うため、献血へのご協力をお願い
します。

優良活動表彰受賞

茨城県統計功労者表彰

「手賀・資源を守る会」

８人が受賞しました

２月 16 日（木）、第９回茨城県美しい水土里づくり優

１月 19 日（木）に開催された茨城県統計功労者表彰式

良活動表彰において、「手賀・資源を守る会（村松建一会

において、長年にわたり統計調査に携わり統計行政の推進

長）」が多面的機能支払交付金部門で、茨城県土地改良事

に貢献された功績が認められた次の方が、それぞれの受賞

業団体連合会長賞を受賞しました。

となりました。

「手賀・資源を守る会」は、農地や農業用施設の適切な
保全管理や持続的な保全管理体制の構築を目的に、平成
19 年度から取り組みを開始しました。
取り組みには、子どもたちが親と一緒に参加するなど、
非農業者を含め、地域一体で活動しています。

おめでとうございました。
○茨城県知事表彰
中村和巳

さん

○茨城県統計協会総裁表彰
髙栁三明さん

谷田 清子さん

吉田 馨さん

○総務大臣表彰
石崎和夫さん

伊藤伸一郎さん

三枝卓爾さん

羽成忠一さん

（順不同）

なめがた

2017.4.1
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北浦小学校が作詩活動で学校奨励賞受賞
平成 28 年度 JA バンク茨城小・中学生作詩コンクール
このたび、北浦小学校が、平成 28 年度 JA バンク茨城小・
中学生作詩コンクールにおいて ｢学校奨励賞｣ を受賞し
ました。この賞は、児童たちが作詩を通して、豊かな心
を育んでほしいという思いから創作活動に励んでいる同
小学校の積極的な取り組みが認められたものです。
３月２日（木）の全校集会時に行われた授賞式で川㞍
政利校長は、｢北浦地区からは、出久根達郎先生という偉
大な作家が誕生しています。皆さんも今まで作品を作っ
てきた努力を自信に変えて、これからも創作活動を頑張っ
てほしいと思います｣ と話しました。

鹿行文化財保護連絡協議会
理事 高橋量光さん

鹿行地区文化財保護功労者
土岐田勝司さん

行方市文化財保護審議委員
羽生 均さん

平成 28 年度鹿行地区文化財保護功労者受賞
土岐田勝司さん（麻生）
３月２日（木）、鉾田市大洋公民館において平成 28 年
度鹿行地区文化財保護功労者表彰式が行われ、土岐田勝司
さん（麻生）が受賞されました。
鹿行地区文化財保護功労者は地域で文化活動を進めてい
る団体や個人を顕彰して活動の励みとなり、一層の精進を
期待し継承されることを望み、鹿行５市の教育委員会と文
化財保護審議委員会が推薦、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。
土岐田さんは、幼少時代から家業の大徳網漁を手伝い、
第一線に立って漁の指揮を執りました。これまでの大徳網
漁の歴史とその技術を知る数少ない経験者の一人です。

地域の活性化を目的にオープン
｢こまじょのこみせ｣ なめがた湖魔女委員会が主催
地域の活性化や市のイメージアップを目的とした「こま
じょのこみせ」が、今年もなめがた湖魔女委員会主催で、
行方の雛まつり期間中（2/5 ～ 3/3）にオープンしました。
これは、空き店舗を活用した市民参加型の無料休憩所と
して、つるし飾り創作体験等や手作り雑貨のチャリティー
販売などを通して、行方の雛まつりを盛り上げようと実施
したものです。
併せて、牛乳パック創作体験や家庭排水協等の協力によ
る ｢良く落ちるアクリルたわし｣ 作りなどの環境保全運動
も行われました。

おひな様絵付けを楽しむ参加者
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毎日の食事のポイントを学びました
タニタ社員食堂健康セミナー
２月４日（土）、玉造保健センターにおいて、株式会社
タニタ管理栄養士の堀越理恵子氏を招き「タニタ社員食
堂健康セミナー」が行われました。
健康づくりのための食事の方法として、バランスよく
食べることの大切さ（主食・主菜・副菜）、はかることの
大切さ（手ばかり）、調理の工夫などが分かりやすく紹介
されました。
参加した方からは、これまでの食事の見直しができた、
毎日の食事のポイントを学ぶことができたと感想があり
ました。ご自分の健康の気がかりが解決されるヒントを
得て、早速実践したい、家族や友人にも伝えたいと好評
でした。

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

新小学１年生の交通安全を願って
JA なめがたが交通安全帽子を寄贈

北折一氏による
「健康づくり講演会」

３月９日（木）
、JA なめがたの棚谷保男組合長が正木
邦夫教育長を訪れ、平成 29 年度に市内の小学校に入学す
る児童に対して、交通安全帽子（黄色い帽子）259 個が
寄贈されました。
これは、交通安全の啓発や交通事故防止に役立ててほ
しいと、JA 共済茨城県本部が約 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、新小学１年生

佐藤直子氏による
｢親子リズム体操｣

に配布します。

楽しみながら健康になろう！
健康フェスタ 2017in 北浦保健センター
２月 18 日（土）、北浦保健センターにおいて、健康フェ
スタ 2017in 北浦保健センターが開催されました。
当日は北折一氏（元 NHK ディレクター）による「健康
づくり講演会」や、佐藤直子氏（親子ビクスキッズジュニ
ア指導員）による「親子リズム体操」、なめがたふれあい
スポーツクラブによる「体幹トレーニング教室」、「ニュー
スポーツ体験」などが行われ、多くの方が来場しました。

第７回行方市公民館まつりが盛大に開催されました！
２月 25 日（土）から 26 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７回行方市公民館まつ
りが開催されました。
北浦公民館では、公民館講座の受講生が作った作品のほか、利用団体等の作品等を展示しました。また、体験教室や模擬
店が開催され、たいへん賑わいました。文化会館では 25 日に「踊りの祭典」が、26 日に「音楽のつどい」が開催されました。

平成 28 年度の公民館講座の力作を展示

２/25「踊りの祭典」～華やかなフラのフィナーレ～

竹細工体験教室（２/26）でおはし作りに挑戦した参加者

２/26「音楽のつどい」にお揃いのＴシャツで登場。野口オカリナ教室の皆さん

なめがた

2017.4.1
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第１回 行方レシピコンテスト最優秀レシピが決定
｢蓮根のマグロメンチはさみ｣

食材の宝庫である本市の食材を多くの方に知っていただくため、なめがた食彩マーケット会議が中心となり、簡単でおい
しいオリジナルレシピを全国から募集するコンテストを開催しました。
今回は、行方市の代表的な農産物のひとつである「レンコン」をテーマ食材として、①メインのおかず部門
部門

②おつまみ

③おやつ・スイーツ部門の３部門で募集をしたところ、100 点を超える応募がありました。

また、３月４日（土）に市長、食彩マーケット会議関係者、商工会飲食業関係者、レンコン生産者等を審査員として審査
会を開催し、最優秀レシピの選考を行いました。
最優秀レシピ ｢蓮根のマグロメンチはさみ｣ は、市内の飲食店で食べられるようメニュー化を進めます。お楽しみに！

■最優秀レシピ
〔メインのおかず部門〕「蓮根のマグロメンチはさみ」

考案者：MOANA LANI さん

■優秀レシピ
〔おつまみ部門〕「ふわシャキ♪蓮根の甘酢はんぺん☆」 考案者：こぶたさん
〔おやつ・スイーツ部門〕「ヘルシー！もっちり蓮根チョコケーキ」 考案者：ことことさん
■最優秀レシピ
このほかの審査会の結果やレシピなどの詳細は、「なめがた食彩マーケット会議ウェブマ

「蓮根のマグロメンチはさみ」

ガジン（http://www.namegatafoodvalley.org/）」からご覧いただけます。
【問い合わせ】なめがた食彩マーケット会議（農業振興センター内）☎０２９１－３５－３１１４

ハンドボールの実技講習会が行われました
茨城国体に向けた選手強化事業
２月 25 日（土）、麻生運動場体育館において、市内高
校生、中学生ハンドボール部を対象に実技講習会が行わ
れました。講師は元日本代表選手、現在は国士舘大学ハ
ンドボール部コーチの豊田賢治先生。
怪我の予防となるユニークなトレーニングや高度な練
習に、選手たちは一つでも多く技術を得ようと一生懸命
でした。
各学校の顧問の先生もメモを取り熱心に見学していま
した。この講習で学んだことを普段の練習に取り入れて
さらに上達することを願っています。

バスケットボールの出前授業が行われました
茨城国体に向けた選手強化事業
２月８日（水）、北浦小学校において、５年生 77 人を
対象にバスケットボールの出前授業が行われました。講
師は、麻生高校バスケットボール部顧問の堀田先生。麻
生高校バスケットボール部員も補助員として入り、子ど
もたちと一緒にパスやドリブル、シュートの練習を行い
ました。
子どもたちは、普段の授業でバスケットボールをして
おり、ボールの扱いが上手で、ボールを２つ使い、ドリ
ブルしながらパスを受けるなどの難しい練習にも懸命に
取り組んでいました。高校生の鮮やかなドリブルを見て、
驚いた表情や同じように挑戦する姿が見られました。
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第 29 回行方市スポーツ少年団
本部長杯空手道大会
２月２６日（日）玉造Ｂ＆Ｇ海洋センター体育館
■組手の部

幼・小学１・２年生男子

幼・小学１・２年生男子

勝】大曾納太耀（鉾田）

【優

勝】井川友翔（鉾田）

【準優勝】石崎斗鷲（鉾田）

【準優勝】石崎斗鷲（鉾田）

【第３位】井川友翔（鉾田）

【第３位】山口慶大（山新鉾田）

勝】豊島愛梨（山新鉾田） 幼・小学１・２年生女子
【優 勝】豊島愛梨（山新鉾田）
【準優勝】菅原杏夏（鉾田）
【準優勝】菅原杏夏（鉾田）
【第３位】村山奈々美（小川）
【第３位】村山奈々美（小川）
小学３・４年生男子
内田ゆあ（小川）
【優 勝】菅原龍之介（鉾田）
小学３・４年生男子
【準優勝】反田大翔（小川）
【優 勝】坂崚太朗（神栖）
【第３位】荒木田航（玉造）
【準優勝】反田大翔（小川）
小学３・４年生女子
【第３位】出沼広翔（玉造）
【優 勝】窪 春奈（山新鉾田）
荒木田航（玉造）
【準優勝】豊島梨花（山新鉾田） 小学３・４年生女子
【優

小学５・６年生男子
【優

勝】酒井大輝（山新鉾田）

【優

勝】窪

小学５・６年生女子
【優

春奈（山新鉾田）

【準優勝】羽生りさ（山新鉾田）
【第３位】豊島梨花（山新鉾田）

【準優勝】川崎陽平（小川）
【第３位】岡村琉心（小川）

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。

田中陽基（山新鉾田）

幼・小学１・２年生女子

【第３位】服部瑞希（鉾田）

体育協会スキー部主催の「安比高原スキー
教室」が、２月 10 日（金）～ 12 日（日）に
開催されました。

■形の部
【優

スキー教室

田山千尋（鉾田）
小学５・６年生男子
【優

第５回行方市ゴルフ連盟大会
２月１６日（木）霞ヶ浦カントリー倶楽部
【優

【準優勝】渡辺康夫
【第３位】伊勢山仙寿
【ベストグロス】平山勝己

第 10 回市内ミニバスケットボール
新人大会
２月１９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】玉造山王ミニバス

勝】西本周世（神栖）
※最優秀選手

勝】石田莉菜（山新鉾田）

【準優勝】山口萌香（山新鉾田）

【準優勝】酒井大輝（山新鉾田）

【第３位】豊島樹梨（山新鉾田）

【第３位】大越智也（小川）

第 30 回ふれあいソフトバレーボール
春季大会
２月１９日（日）北浦運動場体育館

飯田滉盛（神栖）

中学生男子

勝】金塚皓生（山新鉾田） 小学５・６年生女子
【優 勝】山口萌香（山新鉾田）
【準優勝】山口滉太（山新鉾田）
【準優勝】野原花音（玉造）
【第３位】中村一成（鉾田）
【第３位】石田莉菜（山新鉾田）
中学生女子
豊島樹梨（山新鉾田）
【優 勝】石田美奈（山新鉾田）
中学生男子
【準優勝】原 也紗（山新鉾田）
【優 勝】山口滉太（山新鉾田）
【第３位】金塚心鈴（山新鉾田）
【準優勝】烟田祥太郎（鉾田）
【優

【第３位】金塚皓生（山新鉾田）
塙

雅斗（玉造）

中学生女子
【優

勝】井坂文稔

勝】原

也紗（山新鉾田）

【準優勝】石田美奈（山新鉾田）

＜エキスパートークラス＞
【優

勝】のんちょら～ず（鉾田市）

【準優勝】Aspiration M（潮来市）
【第３位】球遊会（行方市）
＜レギュラークラス＞
【優

勝】ANTHEM-A（潮来市）

【準優勝】Aspiration R1（潮来市）
【第３位】Lovers Ｂ（行方市）
＜チャレンジクラス＞
【優

勝】ふれんず（鉾田市）

【準優勝】鉾田 SVC（鉾田市）
【第３位】ゴールドウィングＢ（行方市）

【第３位】金塚心鈴（山新鉾田）

なめがた

2017.4.1
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Topics

まちの話題

日本スポーツ少年団より
表彰されました
２月１２日（日）筑西市明野公民館
長年のスポーツ少年団活動の振興と、サッカー、剣道
の普及に貢献したことから、表彰されました。
【表彰された方】

第 11 回行方杯少年サッカー大会
２月１９日（日）北浦運動場第１グラウンド
【優

勝】麻生 SSS

【準優勝】玉造 FC-Y
【第３位】麻生 EAST SC
【第３位】日の出 SSS

川島信義（麻生 EAST SC・行方市スポーツ少年団本部長）
大嶋

第 20 回行方市テニス大会

衛（麻生 EAST SC）

奥村君雄（麻生剣友会）

３月５日（日）北浦運動場テニスコート
＜男子＞
【優

勝】遠峰・高野組

【準優勝】大森・江幡組
【第３位】鈴木・金城組
＜女子＞
【優

勝】谷口・林

組

【準優勝】荒井・寺田組
【第３位】渡辺・山田組

行方市スポーツ少年団を紹介します！

★第 12 回★

麻生ミニバスケット
～ ミニバスケットボール ～
ミニバスケットボールは、12 歳以下の小学生による
競技です。中学生以上のバスケットボールと違うのは、
ボールの大きさ、ゴールの高さなど、小学生が競技し
やすく楽しめるスポーツです。
麻生ミニバスケットのスローガンは、｢友情・ほほ
えみ・フェアプレイ｣ として指導運営をしています。
チームには、麻生小学校と麻生東小学校の女子児童
が所属しています。試合や練習などを通して、スポー
ツの楽しさや勝負による緊張感、喜び、悔しさなど、
成長していく子どもにとって、かけがえのない経験が
できると思います。
いつでもどこでも頑張れる「全力少女」になろう !!
体育館で待っています !!!!
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◆活動日
月曜日
18：30 ～ 20：30 麻生東小学校
火・木曜日 18：30 ～ 20：30 麻生小学校
土曜日
９：00 ～ 12：00 麻生東小学校
※試合等により、日曜日も活動します。
◆問い合わせ
東山正光 ☎０９０－５５８６－９５３１

