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　6 月 22 日（木）、玉造地区区長会が、地元の優良企業
である吉田精工株式会社を訪問しました。
　吉田精工株式会社は、旧玉造町の企業誘致第１号として
昭和 44 年から創業し、従業員の 1/3 が地元からの採用で
雇用拡大に大きく貢献しています。
　完全受注方式で在庫を持たないカスタマイズ生産によ
り、国内トップクラスの歯科医療機器生産メーカーとして、
これからも大きく期待されます。

市内企業の視察研修

　７月 25 日から７月 28 日までの４日間、市内の小学生と市立の小中学校に勤務する ALT（外国人指導助手）が、ゲーム
などを通じて英語に親しむ「イングリッシュサマースクール」を、市内各公民館で開催しました。
　各公民館を会場に２日間ずつ開催し、１日目は英語でダンスやペットボトルを使った工作を行い、２日目は大きなカード
を使って英語で相手に質問するゲームや道案内のゲームなどを行いました。
　2020 年の東京オリンピック・パラリンピックの開催など国際化が進み、特に英語が重視されてきている中で、本市では、
中学生海外派遣研修やオーストラリアのメルボルンにある小中学校と国際交流を行うなど、子供たちの国際感覚を養い、英
語に触れ合う機会をこれからも増やしていきたいと思います。

英語に親しもう！英語で遊ぼう！
イングリッシュサマースクール 2017

玉造地区区長会

　７月 29 日（土）、北浦保健センターおよび文化会館に
おいて、「健康フェスタ 2017 夏 in 北浦保健センター」を
開催しました。
　健康づくり講演会では、俳優の美木良介さんから、日々
の簡単な取り組みで、健康で美しい体を作ることができる

「ロングブレス」の実演を交えたお話をいただきました。
　さらに、セルフ・コンディショニング教室、健康相談の
ほか、さまざまなイベントを開催し、茨城県住みます芸人
のオスペンギンも場を盛り上げてくれました。
　参加者からは、「この機会にトレーニングをしていきた
い」との意見が多数ありました。

健康はみんなの願い！
｢健康フェスタ 2017 夏 in 北浦保健センター｣ 開催
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　多年にわたり職務に奨励し、教育の振興発展に貢献した
教職員に対する表彰式が実施されました。
　本市では３人の教職員が表彰対象となり、正木教育長か
ら表彰を受けました。
　今後も、豊かな経験と専門性を生かし、児童生徒・保護者・
地域のためにご尽力いただきたいと思います。

永年勤続教職員表彰

　７月、なめがた花で彩るまちづくり会が、市内小学校３
年生を対象として、環境紙芝居の読み聞かせを行いました。
　人間が汚してしまった湖の浄化に、その湖に住む恐竜の
子「ニッシー」と「キッシー」が活躍する姿を描いたもので、
子どもたちは興味深く聞き入っていました。
　会からは花の苗、市家庭排水協からは「洗剤を使わなく
てもきれいに落ちるアクリルたわし」を小学校にプレゼン
ト。「今後も紙芝居を通して、霞ヶ浦や北浦の環境保護に
興味を持ってもらえれば」と会員は話していました。

小学校で環境紙芝居を読み聞かせ

　本市では、市役所や学校に青色回転灯装備車両 ( 青パト )
を配置し、関係機関の協力を得て防犯パトロールを実施し
ています。
　青パトによる防犯活動を行うためには、県警本部が定め
る講習会を受講する必要があるため、８月１日（火）、県
警本部生活安全総務課の職員を北浦庁舎に招き、青色防犯
パトロール講習会を開催しました。
　この講習会には、安全協会や青少年相談員、学校関係者
など 37 人が参加し、最近の犯罪情勢や青色防犯パトロー
ル実施上の留意事項、地域住民からの急訴事案への対応な
どについて研修しました。
　今後、警察・市・地域が連携し、青パトによる防犯活動
を強化することにより、犯罪の抑止効果が期待されます。

なめがた花で彩るまちづくり会

地域防犯活動のシンボル「青パト」
青色防犯パトロール講習会

３人の教職員

　常陽銀行の寄贈サービス付き私募債「未来の夢応援債」
を活用した地域貢献活動として、藤﨑建設工業と常陽銀行
から、麻生中学校に「データプロジェクター」と「ホワイ
トボード」が、麻生東小学校に「ワイヤレスアンプ」と「ワ
イヤレスチューナー」が贈られました。
　この取り組みは、常陽銀行が私募債の発行企業から受け
取る手数料の一部で教育関連の物品を購入し、企業の指定
する学校に寄贈するものです。
　麻生庁舎で８月４日（金）に行われた贈呈式では、同校
の卒業生（統合前の麻生一中と大和一小）である藤﨑建設
工業の藤﨑政行社長から、両校の校長へ目録が手渡されま
した。

麻生中と麻生東小に教材用備品を寄贈
常陽銀行と藤﨑建設工業による　　　　　
　　　　　私募債を活用した地域貢献活動
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７月８日（土）石岡市Ｂ＆Ｇ海洋センター

第 30回 B&Gスポーツ大会茨城県大会

　行方市から 17 人の選手が参加しました。
　風間華可さん、宮﨑碧さん、川島隼人くんの３人は、全
国大会参加標準記録を突破し、8 月１９日（土）東京辰巳
国際水泳場で開催されたＢ＆Ｇ全国ジュニア水泳競技大会
への出場権を獲得しました。
■小学生３・４年生　男子　50 Ｍ　自由形
　第 10 位　佐野竣亮（玉造小４年）
■小学生３・４年生　女子　50 Ｍ　自由形
　第４位　　宮﨑　碧（麻生東小４年）
　第９位　　舟串あやか（玉造小４年）
■小学生５・６年生　男子　50 Ｍ　自由形
　第５位　　川島隼人（玉造小６年）
■小学生５・６年生　女子　50 Ｍ　自由形
　第３位　　風間華可（玉造小５年）
　第 14 位　理崎智香（玉造小５年）
　第 17 位　原田優奈（北浦小５年）
　第 18 位　金塚菜月（玉造小５年）
　第 19 位　井野楓花（玉造小５年）
　第 21 位　佐野瑞希（玉造小６年）
　第 22 位　茂木陽依（玉造小５年）
■中学生　男子　50 Ｍ　自由形
　第７位　　理崎嘉人（鉾田南中１年）
■小学生３・４年生　男子　50 Ｍ　背泳ぎ
　第８位　　石間涼介（北浦小４年）
■小学生５・６年生　男子　50 Ｍ　背泳ぎ
　第３位　　矢畑陽介（麻生小５年）

■小学生５・６年生　女子　50 Ｍ　背泳ぎ
　第９位　　根本真希（玉造小６年）
　第 11 位　石間里恋（北浦小６年）
■中学生　男子　50 Ｍ　背泳ぎ
　第７位　　理崎嘉人（鉾田南中１年）
■小学生３・４年生　男子　50 Ｍ　平泳ぎ
　第５位　　倉川　琥（北浦小４年）
　第７位　　佐野竣亮（玉造小４年）
　第８位　　石間涼介（北浦小４年）
■小学生３・４年生　女子　50 Ｍ　平泳ぎ
　第４位　　宮﨑　碧（麻生東小４年）
　第５位　　舟串あやか（玉造小４年）
■小学生５・６年生　男子　50 Ｍ　平泳ぎ
　第６位　　川島隼人（玉造小６年）
■小学生５・６年生　女子　50 Ｍ　平泳ぎ
　第３位　　根本真希（玉造小６年）
　第４位　　井野楓花（玉造小５年）
　第５位　　佐野瑞希（玉造小６年）
　第６位　　石間里恋（北浦小６年）
　第７位　　金塚菜月（玉造小５年）
■小学生３・４年生　男子　50 Ｍ　バタフライ
　第３位　　倉川　琥（北浦小４年）
■小学生５・６年生　男子　50 Ｍ　バタフライ
　第２位　　矢畑陽介（麻生小５年）
■小学生５・６年生　女子　50 Ｍ　バタフライ
　第４位　　風間華可（玉造小５年）
　第８位　　理崎智香（玉造小５年）
　第９位　　茂木陽依（玉造小５年）

市民運動会開催のお知らせ
秋晴れの中、市民間の親睦交流を深めるため市民運動会を開催します。
市民の方々が自由に参加できるよう多数のオープン種目を中心に、保育園、幼稚園、
消防団、スポーツ少年団などの団体での参加も予定しています。

たくさんの皆さま方のご来場をお待ちしています。
期　日：10 月８日（日）
場　所：北浦第１グラウンド

※ 雨天の場合は、翌９日（月曜日：体育の日）に延期し、
　順延した９日も雨天の場合には、中止とします。
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行方市スポーツ少年団を紹介します！　★第17回★

山王フェニックス
～ バレーボール ～

◆活動日
　木曜日　18：00 ～ 20：00　玉造小学校体育館
　土曜日　13：00 ～ 20：00　玉造小学校体育館
　　　　　（※約２～３時間）
　日曜日　  9：00 ～ 12：00　玉造小学校体育館
◆問い合わせ　冨田 義之　☎０９０－１９９４－８２９４

　山王フェニックスは、冨田監督のもと、２年生
から６年生までの計 21 人で活動しています。
　バレーボールは協調性を養うスポーツです。練
習や試合を通して、スポーツの楽しさ、緊張感、
喜び、悔しさなど、かけがえのない経験ができる
と思います。
　また、学校とは一味違う仲間や友達ができたり
します。バレーボールをやりたい、させたいなど
興味がありましたら、お気軽に見学、体験にお越
しください。

７月１９日（水）北浦第１グラウンド

夏季グラウンドゴルフ大会

【優　勝】今泉忠男
【準優勝】宮内　廣
【第３位】松尾耕次

入賞者の皆さん

８月６日（日）北浦第１グラウンド

第 35回行方市近隣スポーツ少年団サッカー大会

【優　勝】延方ＳＳＳ
【準優勝】ＦＣ北浦
【最優秀選手賞】榊原一吹（延方ＳＳＳ）


