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自衛官募集相談員の
委嘱状が交付されました
自衛官募集相談員の委嘱状が３人に交付されましたの
でご紹介します。
自衛官募集相談員は、志願者に関する情報の提供や自
衛隊地方協力本部の行う募集のための広報に対する援助
を行っており、任期は２年間となっています。
委嘱された方々には、今後２年間、自衛官募集はもと
より、市民と自衛隊との橋渡し役として活躍いただきま
すようご期待申し上げます。

自慢の歌声を披露しました
2017 行方市歌仲間ふれあい歌謡大会

■自衛官募集相談員
井坂文稔さん
額賀勝尾さん
中川文男さん

３月 12 日（日）、市文化会館において、2017 行方市歌
仲間ふれあい歌謡大会が盛大に開催されました。
予選を勝ち抜いた 66 人と、発表の部の 70 人が自慢の
喉を披露。関係者を含め観衆も 500 人を超えました。
結果は次のとおりです。
【優勝】高安

薫さん（千葉県香取市・カラオケ親睦会所属）

ほか、36 人が各賞を受賞。茨城県からも、知事賞・議長
賞・教育長賞が贈られました。
来年度も同所で決勝大会を開催する予定です。

子どもたちの防犯意識を高めたい
行方地区防犯協会女性部が「防犯かるた」を製作
行方地区防犯協会女性部（小橋美千代部長）が、市内
の小学生に防犯意識を高めてもらおうと、「防犯かるた」
を企画・製作し、５月 10 日（水）、北浦庁舎を訪れ、正
木教育長に防犯かるたを寄贈しました。
防犯かるたは、同部の結成 10 周年を記念し、子ども
たち一人一人が犯罪に巻き込まれないようにとの願いを
込めて、読み札も絵札も手作りで製作。行方警察署生活
安全課の署員や潮来行方セーフティマイタウンチームも
協力しました。
小橋部長などは、同日、麻生小学校を訪問し、防犯か
るたを直接手渡しました。早速、４年１組の児童がかる
た遊びを行い、防犯への理解を深めました。
今後、麻生東、北浦、玉造の各小学校にも配布し、授
業などで活用していきます。

桜の苗木を寄贈
行方ライオンズクラブ
３月 18 日（土）、行方ライオ
ンズクラブ（茂木 功会長）から、
麻生小学校と麻生運動場多目的
グラウンドに桜の苗木 26 本、竹
筒 26 本、腐葉土６袋、シュロ縄
３束（150 ｍ）が寄贈されました。
桜の苗木は麻生小学校で 20
本、麻生運動場多目的グラウン
ドに６本植樹しました。来春に、
花が咲くのが楽しみですね。
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行方市教育会小学校親善陸上記録会が開催されました
５月１８日（木） 北浦運動場第１グラウンド

各種目の優勝者は次のとおりです。
男子 100 ｍ

西谷利一（14 秒 87）

女子 100 ｍ

櫻田真愛（14 秒 63）

男子 80 ｍハードル

根本大夢（14 秒 37）

女子 80 ｍハードル

根本優花（16 秒 20）

男子走り幅跳び

河野慶汰（３m60cm）

女子走り幅跳び

榊原由子（３m33cm）

男子走り高跳び

杉山史琉（１m15cm）

女子走り高跳び

宮内日向（１m10cm）

男子ボールスロー

大島源輝（48m41cm）

女子ボールスロー

高正美空（38m93cm）
男子 1500 ｍ

松信大翔（５分 22 秒 27）

女子    800 ｍ

小嶋那奈（２分 46 秒 58）

〈400 ｍリレー〉
５年男子

１位

北浦

２位

５年女子

１位

北浦（大会新） ２位

４位

麻生東

６年男子

１位

麻生

６年女子

１位

玉造（大会新） ２位

４位

麻生東

２位

玉造

北浦

３位

麻生

麻生

３位

３位

玉造

北浦

４位

玉造

４位

３位

麻生東

麻生東

麻生

創意工夫育成功労学校賞を受賞
麻生中学校 科学技術分野の文部科学大臣表彰
麻生中学校が、
「平成 29 年度科学技術分野の文部科学
大臣表彰創意工夫育成功労学校賞」を受賞しました。
４月 21 日（金）、同校の青木利宏校長が北浦庁舎を訪れ、
正木邦夫教育長に受賞を報告しました。
本賞は、生徒の創意工夫の育成に顕著な成果を上げた
学校を対象としており、本年度は全国の小中学校から 13
校が表彰されました。麻生中は、全国ものづくり教育フェ
アへの出展や全日本中学校技術・家庭科研究会長賞受賞、
科学の甲子園茨城県大会出場など、日頃より生徒の探究
意欲を高めるとともに、技術家庭科や理科における創意
工夫ある教育実践に対して、その功績が認められました。

「なめかたのクニたんけん風土記」出版！
郷土なめがたを知ろう
このたび生涯学習課では、子どもから大人まで多くの市
民が本市の由来や歴史について知り、郷土なめがたに誇り
と自信を持ってもらうことを願い、「なめかたのクニたん
けん風土記」を出版しました。
本年度は、市内の小学校４～６年生に配布しました。
希望される方は、生涯学習課文化振興グループ（北浦庁
舎）および各公民館窓口で販売していますので、お問い合
わせください。※販売価格 1,000 円（税込）
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オーストラリアの教育関係者が行方市の小中学校を視察訪問
国際教育の推進に向けて
オーストラリア・ビクトリア州にある２つの州立学校の先生方が、本市に来訪されました。
昨年度からスカイプ（インターネット電話）を使って、北浦小学校と定期的に交流を実施しているドロマーナ小学校のブ
ルース校長や教員・児童合わせて７人が、北浦小学校を訪問しました。
各教室では、児童と一緒に折り紙で鶴を作ったり、琴で「さくらさくら」を演奏しました。また、習字の体験では、慣れ
ない手つきではありましたが、力強い漢字を書きあげていました。そして、給食の時間には、児童と机を並べて一緒に食べ
ました。ブルース校長は、「近い将来、ぜひ日本にドロマーナ小学校の児童を連れてきたい」と話していました。
ブルース校長らは、４月９日（日）から 13 日（木）まで滞在し、期間中には、北浦小学校をはじめ市内の小中学校やな
めがたファーマーズヴィレッジ、霞ヶ浦ふれあいランド、西蓮寺、大塲家住宅、いちごハウスなどを見学し、本市の歴史文
化や産業に触れるとともに、魅力を肌で感じていただきました。
また、４月 11 日（火）には、本年度、中学生海外派遣研修事業で訪問する予定のウィンダムセントラルカレッジの先生
方 10 人が本市を来訪し、学校施設や日本の学校の授業風景、部活動を視察しました。訪問した麻生中学校では、全校生徒
が合唱で歓迎しました。先生方は、学校を視察している中で、オーストラリアと日本の学校の施設や授業の仕方の違いに驚
いていました。同校とは、インターネット等を使って交流を行っていく予定です。
今後は、本市の小中学校と海外の学校とが積極的に交流を行っていくことで、小中学生の国際感覚を養うとともに、国際
的に活躍できる人材を育成するため、国際教育を推進していきます。

習字を体験するドロマーナ小教員と児童

児童たちと給食の時間を楽しみました

音楽の授業で「琴」を体験。上手に弾くことができました

折り紙を体験

中学校の部活動を見学

児童たちとブランコ遊びで交流
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平成 29 年度第１回行方市ゴルフ連盟大会
４月２０日（木）ノースショアカントリークラブ
【優

第 12 回行方杯ミニバスケットボール
大会兼第２回鬼澤杯
５月６日（土）７日（日）北浦運動場体育館ほか

勝】齋藤勝巳

【準優勝】原

延征

【優

【第３位】平山勝己
ベストグロス  田口

勝】下妻ＭＢＣ

【準優勝】並木シルバーフォックス
操

【第３位】麻生ミニバスケットボール少年団
【第３位】北浦 GrassesMBC

行方市スポーツ少年団の団旗を寄贈
４月 15 日（土）行方市スポーツ少年団総会時に、
玉造ロータリークラブから行方市スポーツ少年団へ、
行方市スポーツ少年団旗の寄贈がありました。
下河辺ロータリークラブ会長から川島本部長・正木
教育長へ、団旗が手渡されました。
この団旗のもと、23 単位団が団結し、スポーツの振
興と心身の健全な育成を図っていきます。

行方市スポーツ少年団を紹介します！

★第 14 回★

麻生剣友会
～ 剣道 ～
麻生剣友会は、幼稚園児から小・中学生が所属して
いる少年団です。
幼稚園児から３年生は主に基礎体力を養成し、４年
生から剣士を目指し、心・技・体が備わる基礎稽古が
始まります。
麻生小、麻生東小の友達もできる楽しい剣友会です。
【記：主将

新橋 彩奈】
◆活動日
水曜日

19：00 ～ 21：00

麻生中学校体育館

金曜日

19：30 ～ 21：00

麻生運動場体育館

◆問い合わせ
小沢 貞男
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