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安心・安全な地域社会を
第 67 回

社会を明るくする運動キャンペーン

５月２９日（月）、麻生地区更生保護司会の阿部会長を
はじめとする４人により、「第 67 回

社会を明るくする

運動」の推進にあたっての内閣総理大臣からのメッセージ
が市長に伝達されました。
この運動は犯罪や非行を防止し、立ち直りを支える地域
を築くための取り組みとして、麻生地区保護司会、麻生保
護区更生保護女性会、潮来市・行方市の青少年相談員の方々
が主体となって行われています。

今年は、７月２日（日）、ショッピングセンター「アイ
モア」
（潮来市）において「第 67 回社会を明るくする運動」
の街頭キャンペーンが開催されました。
当日は、潮来市立日の出中学校吹奏楽部による素晴らし
い演奏も行われ、キャンペーンの参加者全員でうちわや
リーフレットを配布し、安心・安全なまちづくり、罪を犯
した人たちの立ち直りを支える地域づくりを目指し、普及
啓発に励みました。

見守り活動の協定を締結
市と 12 郵便局が協定
６月 29 日（木）、市内で配達業務を行う郵便局 12 局が
「地域における協力に関する協定書」を締結しました。
協定の内容は、住民が安心して暮らせる地域社会づくり
を目的に、郵便配達員などの局員が、高齢者や障がい者、
子どもの異変や、道路の異変、不法投棄などの発見時に市
に情報提供するというものです。

「３つの約束」を忘れずに
人権教室を開催しました

６月、市内３つの幼稚園（麻生・北浦・玉造）において、
人権教室が実施されました。市の人権擁護委員が講師とな
り、園児たちに紙芝居の読み聞かせをしました。「人権」
という難しいテーマでしたが、最後まで静かに聞くことが
できました。紙芝居から、一人一人にやさしい気持ちが育
まれ、みんなが仲良くなるための大切な「３つの約束」を
いつまでも記憶に残してほしいと思います。
【３つの約束】
・おともだちとなかよくします。
・いじわるはしません。
・こまっているおともだちに、こえをかけます。
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市の指定文化財に大宮神社本殿を指定
市指定文化財は 70 件に
６月 30 日（金）、行方市文化財保護条例に基づき、市
指定文化財の指定書の交付式が行われました。
今回指定されたのは、大宮神社本殿です。これで市指定
文化財は 70 件になります。
このほかに市内には、国指定文化財 2 件、県指定文化財
13 件があります。

市指定文化財

大宮神社本殿（玉造字馬場乙 751）は、

「常陸国風土記」の行方郡の条に記載されている「香島
神子之社」の神社と言われており、玉造城主の守護神と
して厚く崇敬されてきた歴史ある神社です。
大宮神社は文政 10（1827）年９月、類焼に遭い、嘉
永３（1850）年８月に再建された記録が残っています。
正木教育長 大宮神社
木名瀬尚孝宮司

大宮神社総代会
菅谷幸雄会長

現在も５月の例大祭には、みこしを担いで霞ヶ浦の水
で清め、町内を練り歩く神事が引き継がれています。

市内畜産農家が受賞
第 36 回茨城県豚枝肉共励会
7 月 3 日（月）、茨城県中央食肉公社において、茨城県
食肉流通振興会主催による第 31 回茨城県豚枝肉共励会が
開催されました。
審査の結果、市内畜産農家が入賞されました。
【最優秀賞一席（農林水産大臣賞）】有限会社中村畜産
【最優秀賞三席】

山本 徒与彦さん

【金

後谷 当寿さん

賞】

受賞おめでとうございます。

市立小中学校に新聞閲覧台を寄贈
市内を配達エリアとする読売新聞販売店から

有限会社中村畜産の皆さん
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６月 29 日（木）、市内で新聞事業を行っている読売
新聞販売店の皆さんから、市立の小中学校に新聞閲覧台
７台を寄贈していただきました。
贈呈式では、販売店の皆さんから「子どもたちに新聞
を読んでもらう機会を提供し、学習に生かしてもらいた
い」とあいさつをいただき、市長が「情報発信日本一を
掲げる本市にとって、情報を収集することはとても重要
であり、新聞はまさにその情報源。活字による正確な文
章は、子どもたちの読解力、文章力、言語力を育むのに
とても役立ちます」と謝辞を述べました。
いただいた閲覧台は、各小中学校に設置されます。
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【優

行方市軟式野球連盟前期大会

第３回行方市ゴルフ連盟大会

５月 7 日（日）・１４日（日）浜野球場

６月９日（金）麻生カントリークラブ

勝】Cherry 【準優勝】LIVE

チャレンジデー第２回行方親善クロッケー大会
５月３１日（水）北浦運動場第１グラウンド
【優 勝】本宿Ｂチーム 【準優勝】永寿会Ａチーム
【第 3 位】繁昌チーム

第 23 回社会人サッカー大会
６月１１日（日）麻生運動場多目的グラウンド
【優 勝】ＢＩＤＡＮ
【第３位】玉造ＦＣ

Ａ【準優勝】ＢＩＤＡＮ

Ｂ

行方市春季バドミントン大会
６月１１日（日）北浦運動場体育館
■男子ダブルスＡ
【優 勝】中根・郡司組（北浦）
【準優勝】今城・大藤組（みんとくらぶ）
■男子ダブルスＢ
【優 勝】新嶋・矢口組（射翔流 js）
【準優勝】佐竹・大越組（射翔流 js）
■男子ダブルスＣ
【優 勝】矢萩・土田組（射翔流 js）
【準優勝】鈴木・芳賀組（北浦）
■女子ダブルスＡ
【優 勝】植野・長沼組（みんとくらぶ）
【準優勝】坂木・助川組（Hi!tachi）
■女子ダブルスＢ
【優 勝】山口・瀬尾組（木曜会）
【準優勝】塚本・河原組（小川）
【第３位】内田・島田組（北浦）
■女子ダブルスＣ
【優 勝】仲田・土田組（射翔流 js）
【準優勝】柴田・片桐組（木曜会）
【第３位】郷州・池田組（北浦）

第 12 回行方市中学生ハンドボール大会
６月１７日（土）・１８日（日）麻生運動場体育館ほか
■男子の部
【優 勝】土浦第三中学校 【準優勝】霞ヶ浦中学校
■女子の部
【優 勝】下稲吉中学校
【準優勝】麻生中学校

【優 勝】楠本純久 【準優勝】根本伸一
【第３位】斉藤勝巳 ベスグロ（76）田口

操

第 12 回行方市長杯インディアカ大会
６月１８日（日）北浦運動場体育館
■シニア女子Ａブロック
【優 勝】エンジョイ 【準優勝】ポップコーンＡ
■シニア女子Ｂブロック
【優 勝】ノアＡ 【準優勝】ピンキーズＢ
■男女混合の部
【優 勝】ノアＢ 【準優勝】ノアＣ

鹿行スポーツレクリエーション大会
６月１８日（日）神栖市民体育館および神之池緑地公園
■ソフトバレーの部
男女混合Ｂブロック【第３位】スパークルＡ（行方市）
■グラウンドゴルフの部
女性の部【優 勝】宮内ふよ（行方市）

第 12 回行方杯剣道大会
６月２５日（日）麻生運動場体育館
■中学生男子団体の部
【優

勝】波崎第三中学校【準優勝】小川南中学校

【第３位】麻生中学校

■中学生男子個人の部
【優

勝】石橋和也（神栖四中）

【優

勝】潮来第二中学校【準優勝】江戸崎中学校

【優

勝】濱田倭希（平井中）

【優

勝】小川少年剣友会Ａ【準優勝】牛堀少年剣道愛好会

【優

勝】富樫史章（小川少年剣友会）

■中学生女子団体の部
■中学生女子個人の部
■小学生団体の部
■小学生個人の部

行方地区弓道大会
７月２日（日）麻生運動場弓道場
射

詰 【優

勝】久保喜雄（麻生）

射

込 【優

勝】額賀陽平（麻生）

【準優勝】柳町照夫（麻生）
【第３位】草野
団

体 【優

勝】柳町照夫（麻生）小沼和子（潮来）
  草野

金

的

弘（潮来）
弘（潮来）

佐藤至学（麻生）飯泉佳子（土浦）
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第 12 回行方市民総合スポーツ大会
７月２日（日）市内体育施設および各学校施設
★バレーボール
【優 勝】南愛球会【準優勝】フレンズ
【第３位】青空クラブ
★テニス
●男子ダブルス
【優 勝】遠峯・相川組【準優勝】吉崎・相川組
【第３位】鈴木・堀米組
●女子ダブルス
【優 勝】寺田・荒井組【準優勝】野口・谷口組
【第３位】原田・板谷組
★ソフトテニスの部
●ジュニアの部
【優 勝】千葉・滝崎組【準優勝】郡司・羽生組
【第３位】菅谷・萩谷組
●一般の部
【優 勝】加藤・萩谷組【準優勝】樽見・菅谷組
【第３位】樽見・郡司組
★バドミントン
●団体戦Ａクラス
【優 勝】スピードスター【準優勝】ＨＡＲＤ－Ｋ
●団体戦Ｂクラス
【優 勝】ＩＷＭ Ｉ【準優勝】ＳＯＦＴ―Ｋ
【第３位】八郷クラブ【同３位】ガメラ

★卓 球
●一般団体戦
【優 勝】島田・中村・古森
【準優勝】鈴木・橘川・松澤
【第３位】小畑・堀米・小林
●一般男子シングルス
【優 勝】島田【準優勝】中村【第 3 位】豊村
●一般女子シングルス
【優 勝】鈴木【準優勝】堀米
【第 3 位】大輪【第 3 位】豊村
●中学男子シングルス
【優 勝】橘川【準優勝】鈴木
【第 3 位】松澤【同 3 位】小畑
★ハンドボール
●男子の部
【優 勝】麻生フェニックス 【準優勝】麻生高校
【第３位】麻生Ｕ -10【第３位】麻生フェニックス Jr.
●女子の部
【優 勝】麻生フェニックス 【準優勝】麻生高校 A
【第３位】麻生中学校Ａ 【第３位】麻生 Jr.
★セーリングの部
【優 勝】小峰 実 【準優勝】山口政文
【第 3 位】石神 博
★ソフトボールの部
【優 勝】マルミ【準優勝】新宮同志会
【第３位】水車ボンジャック【第３位】キングスターズ

行方市スポーツ少年団を紹介します！
北浦ペガサススポーツ少年団
～ 野球 ～
北浦ペガサスは、「強い心と元気な挨拶」を
スローガンに、野球だけではなく、礼儀や仲間
を思いやる心を大切に、日々活動しています。
今年は、目標だった県大会に出場する事が決
まりました。
現在、団員は女子団員２人を含め 20 人です。
随時、見学、体験を受け付けておりますので、
お気軽にお越しください。
◆活動日
火曜日

18：00 ～ 20：00

北浦ペガサス球場

土曜日

9：00 ～ 13：00

北浦ペガサス球場

日曜日

9：00 ～ 13：00

北浦ペガサス球場

◆問い合わせ
石間 克彦
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