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特定外来生物「ミズヒマワリ」を駆除
玉造 ふるさとの自然に親しむ会の皆さん
６月１日（木）、玉造 ふるさとの自然に親しむ会（塚
越松江会長）の皆さんが、霞ヶ浦周辺で特定外来生物「ミ
ズヒマワリ」の駆除を行いました。
霞ヶ浦周辺の在来植物に悪影響を及ぼす恐れがある「ミ
ズヒマワリ」の駆除は、霞ヶ浦の生態系を保持する上で
重要です。
他にも、霞ヶ浦周辺のミズヒマワリ等の外来植物の駆
除にご協力をいただける団体がありましたら、環境課（北
浦庁舎）までご連絡ください。駆除する際に使用するご
み袋の提供および処分をさせていただきます。

表彰状が贈られました
行方市選挙管理委員会委員長

瀧崎紘一郎さん

行方市選挙管理委員会委員長の瀧崎紘一郎さんに、全
国市区選挙管理委員会連合会ならびに同関東支部より、
表彰状が贈られました。
この表彰は、多年に渡り選挙管理の重責を担うことに
対し、その功績を表彰するものです。
瀧崎さんは、現在も行方市の選挙管理委員会委員長と
して尽力されています。
おめでとうございます。

「緑風」

水彩画２点を寄贈していただきました
故・額賀英世先生のご家族より
5 月 23 日（火）、潮来市の画家

故・額賀英世先生の

水彩画を寄贈していただいた額賀あい子さん（潮来市）に、
正木邦夫教育長から感謝状をお渡ししました。
作品「緑風」20 号は北浦公民館階段踊り場に、「水郷」
８号は北浦庁舎２階教育長室に、展示しました。
素晴らしい作品を寄贈していただき、ありがとうござい
ました。
「水郷」
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地区の五穀豊穣と厄よけを祈願
も

三和

金上地区 「金上の太刀揉み」

６月 15 日（木）、三和の金上地区で「金上の太刀揉み」
が行われました。
これは、地区の五穀豊穣と厄よけを祈願して、地区内の
一戸一戸を清め歩く神事です。
夕刻、地区内の小学生男子３人が、高貴神社に集合。拝
殿に整えられた杉製の太刀（290cm）を担ぎ、地区内を巡
行しました。
巡行時には、訪問先の玄関等で、
「わっしょい、わっしょい、
わっしょいよ！」の掛け声勇ましく太刀を上下に揉み、屋
敷から退くときは「で～ろ、で～ろ、で～ろ」と後ずさり
します。そして、同行した氏子の大人たちは、お札とお神酒、
鶏肉とゴボウの混ぜご飯おにぎりを配ります。訪問先では、
「毎年、子どもたちが来るのを楽しみにしているよ」との声
が聞かれました。
この日は、約３時間をかけて、地区内の 48 戸を訪問し
ました。
３人で協力してがんばりました！

「チャレンジデー 2017」結果発表
皆さまのご協力ありがとうございました
毎年５月の最終水曜日に、人口規模がほぼ同じ自治体間
で、15 分以上継続して運動やスポーツを行った住民の参加
率を競い合うスポーツイベント「チャレンジデー 2017」が、
5 月 31 日（水）に開催されました。
今年は、秋田県北秋田市と対戦しました。結果は次のと
おりです。参加いただいた皆さま、ご協力ありがとうござ
いました。
今回のチャレンジデーをきっかけに、日常の中で運動す
る習慣をつけましょう！

行方市の参加率 59.99％
（参加者 21,669 人

市民数 36,121 人）

秋田県北秋田市の参加率
（参加者 20,065 人
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第 12 回行方市近隣中学校バスケットボール大会

第 12 回行方市近隣中学校軟式野球大会

５月 20 日（土）・21 日（日）麻生運動場体育館他１会場

５月６日（土）・１４日（日）市内中学校野球場

〈男子の部〉【第３位】玉造中学校

【優

勝】鉾田市立鉾田南中学校

〈女子の部〉【準優勝】北浦中学校

第 72 回行方市選手権ゲートボール大会
５月１１日（木）北浦運動場クロッケーコート
【優

勝】白浜チーム

第 12 回行方市近隣中学校サッカー大会
５月 13 日（土）・１4 日（日）北浦第１グラウンド他２会場
【優

勝】鹿嶋市立平井中学校

【準優勝】麻生中学校

平成 29 年度麻生杯弓道大会
５月２１日（日）麻生運動場弓道場
〈高校の部〉【団体優勝】玉造工業Ａ

【個人優勝】大谷凌平（玉造工業）

〈一般の部〉【団体優勝】茨城町Ａ

【個人優勝】尾吹将大（茨城町Ａ）

行方市バレーボール連盟親善大会
５月２８日（日）麻生運動場体育館
〈女性の部〉【優 勝】LOVERS
【準優勝】Precious
【第３位】ミックス
〈混合の部〉【優 勝】南愛球会
【準優勝】フレンズ
【第３位】シャドー

行方市スポーツ少年団
玉造地区クリーン作戦
ゴールデンウィーク期間内に、山王ミニバス・山王

フェニックス・山王空手道が、ゴミ拾いなどクリーン作

第 28 回行方市麻生杯バレーボール大会
５月１４日（日）麻生運動場体育館他１会場
【優

勝】鉾田市立大洋中学校

【準優勝】鹿嶋市立大野中学校
【第３位】麻生中学校
【第３位】鉾田市立旭中学校

第 12 回行方杯中学生バドミントン大会
５月１４日（日）玉造中学校体育館
【優

勝】大和田・井川組 （鉾田市立鉾田南中学校）

【準優勝】松本・兼平組

（鹿嶋市立平井中学校）

【第３位】飯島・鈴木組

（鹿嶋市立大野中学校）

平成 29 年度第２回行方市ゴルフ連盟大会
５月２５日（木）玉造ゴルフ倶楽部捻木コース
【優

勝】須貝

清 【準優勝】鈴木勝也

【第３位】大輪憲正
ベストグロス

大輪憲正（79）、千ヶ崎良治（79）

戦を実施しました。

第 12 回行方杯中学生ソフトテニス大会
５月 20 日（土）北浦運動場テニスコート他１会場
〈男子の部〉【優

勝】赤沢・小沼組（鉾田市立旭中学校）

〈女子の部〉【優

勝】稲垣・高橋組（神栖市立神栖第三中学校）
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第 12 回市内ミニバスケットボール
大会兼県大会予選

５月３１日（水）天王崎公園
【優

６月４日（日）麻生東小学校体育館
【優

春季グラウンドゴルフ大会
勝】椎木敏男

【準優勝】理﨑市郎

勝】北浦 GrassesMBC

【第３位】野原照江

【準優勝】麻生ミニバス
【第３位】羽生 Wings

第 12 回行方市長杯軟式少年野球大会
５月２８日（日）・６月３日（土）・４日（日）浜野球場他１会場
【優

勝】霞ヶ浦北スポーツ少年団

第 27 回玉造ロータリークラブ少年サッカー大会
６月４日（日）北浦運動場第１グラウンド

【準優勝】杉並ライオンズ

【優

【第３位】霞ヶ浦南スポーツ少年団

勝】ＦＣ北浦

【準優勝】麻生ＳＳＳ
【第３位】玉造ＦＣ
【最優秀選手賞】宮内歩夢（ＦＣ北浦）

行方市スポーツ少年団を紹介します！

★第 15 回★

羽生 Wings
～ ミニバスケットボール ～
羽生 Wings は現在、男子 11 人、女子 12 人、指導
者 5 人で活動しています。
バスケットボールは、体をバランスよく鍛えること
ができ、仲間とひとつの目標に向かい、喜びを分かち
合えることも大きな魅力です。
私たち羽生 Wings では、子どもたちが「自分たち
で考え、行動できる自立心を持ち、何事にも全力で取
り組めるようになって欲しい」という願いを持って活
動しています。そして、子どもも大人も、バスケを楽
しんでいます。
「スポーツが好き」
「何か新しいことを始めたい」。
初めの一歩は何でも結構です。ぜひ、遊びに来てくだ
さい！

◆活動日
月曜日

18：00 ～ 20：00

玉造小学校体育館

金曜日

18：00 ～ 20：00

玉造小学校体育館

土曜日

17：30 ～ 20：00

玉造 B&G 体育館

◆問い合わせ
高野 一祐
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