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
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平成 29 年度行方市消防団役員をお知らせします
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赤十字救援車が配備されました
日本赤十字社茨城県支部より
災害救護用の車両「赤十字救援車」が、３月に日本赤
十字社茨城県支部から本市に寄贈されました。
日本赤十字社茨城県支部では、災害救護体制の充実強
化のため昭和 46 年度から計画的に、県下の地区分区に
救援車を配備しており、火災、風水害等の被災者救援を
はじめとし、赤十字活動や地域福祉の推進に役立てられ
ています。
これらは、毎年６月に市民の皆さまからいただいてい
る日赤一般社資、事業所や個人からの寄付金等を費用の
一部として活用させていただいております。
今後も、赤十字活動や地域福祉の推進を円滑に図るた
め、赤十字救援車を役立てていきます。

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 12 日（日）、於下・今宿・行方・藤井久保・船子・
五町田の計６区合同主催による地域防災訓練が開催され
ました。
訓練では、行方消防署指導のもと、初期消火訓練や
AED 操作訓練、煙体験、応急処置、消火栓取扱い等が実
施され、災害等に自ら備える自助に加え、地域で共に助
け合う「共助」の大切さを再認識する場となりました。
行方区の大輪区長からは、「地域での自助・共助が大切
であり交流を通じた防災訓練はとても有意義」とのあい
さつがあり、訓練に参加された方からは、「有事の際に少
しでも慌てず対応できるように参加した」など、安心安
全に対する関心の高さが伺えました。
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「せり」「いちご」が茨城県青果物銘柄産地に指定されました
さらなる産地発展に向けて
３月 21 日（火）、鉾田合同庁舎において、本市の主要な農産物である「せり」「いちご」が、茨城県の青果物銘柄産地の
指定更新を受けました。
銘柄産地は、県が食の安全・安心を基本に、消費者や実需者ニーズに対応した生産・出荷に取り組み、品質等を高く評価
された産地を指定するものです。
これは、生産者や市場関係者の苦労により生産・販売を伸ばしてきた成果であり、さらなる産地発展のため、集まった関
係者全員が決意を新たにしました。

なめがた農業協同組合せり部会連絡会

なめがた農業協同組合玉造いちご部会

地域との交流を大切に
次木地区の老人会「千歳会」の皆さん
次木地区の老人会「千歳会」
（米澤精一代表）の皆さんは、
日頃から地域との交流を大切にしています。春の彼岸には、
地区の三回忌までのお宅のお墓参りを毎年行っています。
４月１日（土）には、次木子ども会の歓送迎会に参加し、
子どもたちと交流しました。みんなで焼きいもを食べなが
ら、昔の生活の様子を話したり、学校での出来事を聞いた
りしました。千歳会の皆さんから、いつも行っているクロッ
ケーへお誘いがあり、参加した子どもたちは、「一緒にク
ロッケーをやってみたい。これからも元気で過ごしてほし
い」と話しました。

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（火）、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、市内の小学校新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。
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第５回行方杯ハンドボールリーグ

行方市体協残弾整理射撃会
３月４日（土）潮来射撃場

７月１７日（日）、１０月２日（日）、１１月６日（日）、
１１月２６日（土）、３月２０日（月） 麻生運動場体育館他
＜男子の部＞
【優

【優 勝】前川正明【準優勝】永井新衛
【第３位】柳町照夫

勝】麻生フェニックス 【準優勝】麻生高校

行方市長杯バドミントン大会

【第３位】北浦中学校

３月１９日（日）北浦運動場体育館

＜女子の部＞
【優

勝】麻生フェニックス 【準優勝】麻生高校

＜混合ダブルス A ＞
【優

【第３位】麻生中学校

勝】進藤・猪俣

組（吉沼）

【準優勝】宮田・大和田

第 71 回行方市選手権ゲートボール大会
３月２３日（木）北浦運動場クロッケーコート
【優

３月２５日（土）麻生運動場弓道場
【射詰優勝】久保喜雄（麻生）
【団体優勝】久保喜雄（麻生）・大森一夫（玉造）
【射込優勝】佐藤至学（玉造）
【射込準優勝】久保喜雄（麻生）
【射込第３位】額賀陽平（麻生）
【金 的 賞】久保喜雄（麻生）

組（スピードスター）

＜混合ダブルス B ＞
勝】阿部・小松崎

【準優勝】関口・

射会結果

組（スピードスター）

【第３位】上野・下曽小川
【優

勝】白浜

組（北浦）

【第３位】小沢・篠原

林

組（Ｔｉｕｓ）
組（木曜会）

【第３位】小島・真家

組（北浦）

【第３位】宮崎・吉田

組（小川シャトル）

＜混合ダブルスＣ＞
【優

勝】鶴岡・居原

組（木曜会）

【準優勝】佐伯・片桐

組（木曜会）

【第３位】木鉛・椎木

組（木曜会）

【第３位】青木・青山

組（かぼちゃくらぶ）

第 10 回行方市学童野球大会新人戦
３月１９日（日）玉造浜野球場

第３回トレーニング・栄養講習会

【優 勝】潮来イーグルス【準優勝】大洋ビーバーズ
【第３位】玉造ジャイアンツ

茨城国体に向けた選手強化事業
３月 11 日（土）と 19 日（日）、玉造Ｂ＆Ｇ海洋センター
体育館において、ハンドボール競技とバスケットボール
競技の小中学生を対象に「茨城国体に向けた選手強化事
業」第３回トレーニング・栄養講習会が開催されました。
全３回の講習会を継続して受けることにより、参加者
の意識が少しずつ変わってきているようでした。平成 31
年の茨城国体に向けて、今回学んだことを継続して日々
の練習に励んでいただければと思います。

行方市スポーツ大会出場補助金
の交付について
社会体育の振興や奨励を図るため、スポーツ大会に出
場する団体もしくは個人に対して市から補助金を交付し
ます。
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
室まで事前に必ずお問い合わせください。
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ボールゲームと親しもう！
SOMPO ボールゲームフェスタ in 行方

ボールゲームを通じ、スポーツの楽しさ・魅力を発見してもらうイベント「SOMPO ボールゲームフェスタ in 行方」が、
３月 12 日（日）、北浦運動場において行われました。
このイベントは、主に小学生を対象に、日本トップリーグ連携機構に所属するトップアスリートが、ボールを使う運動の
楽しさや技術を指導してくれるというものです。
親子でさまざまなボールを使った「あそび」に挑戦する「ボールであそぼう！」に 46 組 92 人、バスケットボール・ハンドボー
ル・ラグビーフットボール・ソフトボールの４種目を順番に体験する「キッズチャレンジ」に 90 人が参加しました。
指導者として８人の元日本代表選手や現役アスリートの皆さんが来てくださり、終了後には、講師全員のサインが入った
修了証が講師の方々から参加者一人一人に直接手渡されました。

行方市スポーツ少年団を紹介します！

★第 13 回★

FC 北浦
～ サッカー ～
ＦＣ北浦は、津澄、要、武田の３チームが統合にな
り３年目に入りました。各チームの持ち味を最大限に
生かし現在の最高のチームを作り上げてきました。
経験豊富な監督、コーチのもと、厳しくも楽しく練
習に励み、各大会にて好成績を収めてきました。
今年度は、新任コーチも加わり、より一層上を目指
してチーム一丸となり、日々練習に励んでいます。
随時、体験・見学も受け付けていますので、お気軽
にご連絡ください。男女問わず１年生からの入団も大
歓迎です。１人でも多くの子どもたちに、サッカーの
楽しさを伝えられればと思います。心からお待ちして
おります。
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◆活動日
火・木曜日 18：00 ～ 20：00 北浦第２グラウンド
土・日曜日 ９：00 ～ 11：30 北浦第２グラウンド
※大 会、練習試合がない場合は、土日どちらかは休み
となります。
◆問い合わせ
高橋淳一 ☎０９０－８００３－４０２４

