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　7月 29日、茨城県立カシマサッカースタジアムがオリンピックのサッカー会場となった鹿嶋市において、フラッグの引
継ぎをはじめ、本県にゆかりのあるスポーツ選手のトークショーなどのフラッグ歓迎イベントが開催されました。
　鹿行５市の小中学生や市民約 1500 人が見守る中、「フラッグツアーアンバサダー」のリオデジャネイロオリンピック体
操競技男子団体金メダルの山室光史さん（古河市出身）が、オリンピックフラッグ・パラリンピックフラッグを茨城県知事、
茨城県議会議長にそれぞれ引継ぎました。パラリンピックフラッグの引継ぎでは、麻生中学校 3年の杉山叶華さんが本市
代表として登壇しました。
　また、オリンピックフラッグ・パラリンピックフラッグは、フラッグ歓迎イベント終了後、県内市町村を巡回する展示が
行われました。本市では８月８日～ 10日の３日間、市役所麻生庁舎において展示が行われ、オリンピック・パラリンピッ
クを身近に体感できる貴重な機会となりました。

東京 2020 オリンピック・パラリンピック フラッグツアー

　８月１日（火）に開催された「第３回なめがた未来塾」に、市内の認定こども園、私立保育園、市立幼稚園、小・中学校
の教職員 50人余りが参加しました。教職員は、講師としてお招きした茨城大学教育学部教授の神永直美先生の「保幼小連
携の在り方」についての講話を熱心に聞きました。その後、小学校区に分かれて保幼小連携についてグループ協議を行いま
した。
　８月 17日（木）には「第４回なめがた未来塾」が開催され、市内の教職員約 70人が参加しました。武蔵野大学教育学
部教授の貝塚茂樹先生から「道徳の教科化に向けて」についてお話をいただきました。講師の貝塚先生は本市出身で、日本
道徳教育学会理事や中教審専門委員を歴任するなど、第一線で活躍中です。地元の教育に貢献したいと今回の講話が実現し
ました。小学校は来年度から、中学校は再来年度から「特別の教科　道徳」としてスタートするため、教職員の意識は高く、
熱心に講話を聞きました。
　本研修会で習得した知識や技能を、本市の子どもたちに生かしてほしいと思います。

授業力の向上を目指し、教職員が研修
第３回、第４回なめがた未来塾

フラッグ歓迎イベントが開催されました（主催：東京都 /東京 2020 組織委員会 /JOC/JPC）
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　７月、江戸時代に庶民の子供たちへ読み書きやそろばんなどを教えていた「寺子屋」に倣って、青少年育成行方市民会議
麻生地区協議会（柳町清司会長）が「麻生こども寺子屋」を開きました。
　麻生こども寺子屋は、社会を生き抜く力を育める場を作り、子どもたちの成長を応援したいとの思いから開設。この夏休
み期間に、行方市シルバー人材センターの協力により、豊富な知識と経験のある現役世代や現役引退された方々を講師を迎
えて、全４回の寺子屋教室を開催し、延べ35人の小学生が参加しました。参加した子どもたちは講師の話に熱心に耳を傾け、
楽しみながら学べた様子でした。
　今後、講師を広く募集し、定期の寺子屋が開けるように活動していきたい考えです。

【教室内容】
　第１回「ダンスを楽しもう！ダンス教室」（７月 30日）　　　　　第２回「楽しくお絵かき！絵画教室」（８月６日）
　第３回「キュキュッとバルーン！ふうせん工作」（８月 20日）　　第４回「えいご話してみる？英語教室」（８月 27日）

「麻生こども寺子屋」開校！
青少年育成行方市民会議麻生地区協議会

　8月 20日（日）に奈良県大和郡山市で「全国金魚すく
い選手権大会」が開催され、団体の部で「金魚すくい塾」（小
田彩音さん、杉山久美子さん、城腰千明さん）が 93匹を
すくい、全国第 3位という素晴らしい結果を残しました。
　後日、行方金魚すくい塾の皆さんが来庁し、市長へ成績
を報告しました。
　団体の部では 275チームが参加し、第 3位となった皆
さんは「みんなの努力が第 3位という結果につながった。
来年は優勝を狙いたい」と意気込みを語りました。

「金魚すくい塾」が団体の部で全国第３位に
第 23回全国金魚すくい選手権大会

　８月 27日（日）、天王崎観光交流センターコテラスで、
花で彩るまちづくり会主催、市家庭排水協の協力による
「よく落ちるエコタワシづくり講習会」が行われました。
　今回は、リング編みで洗剤なしで水道代も節約できる、
さらによく落ちる編み方を伝授しました。
　また、環境紙芝居も上演し、小学生親子を含む参加者は、
楽しく受講していました。
　熱心に挑戦した参加者からは「早速使ってみます。友達
にもあげます」との声も聞かれ、同会からは多年草のカリ
オプテスなどがプレゼントされました。

よく落ちる「エコタワシ」で水質浄化
洗剤なしできれいに。水道代も節約できます
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　９月３日（日）、行方ライオンズクラブ（百瀬勝朗代表）は、
井上山百合の会（関野謙一代表）の指揮の下、ヒガンバナ
のシーズンを迎える前に、西蓮寺近辺の里山の除草作業を
行いました。
　この日は、台風接近の予報がある中でも好天に恵まれ、
総勢 18人の参加者たちは、刈り払い機などを使って、ボ
ランティア活動に励みました。
　同クラブ幹事の中村正明さんは、「昨年発足したばかり
のまだ小さな組織ですが、できる限りの力を発揮して地元
住民の期待に添えるようがんばりたい」と話しました。

里山の除草作業を行いました

　８月 25日（金）、武田地区の化蘇沼稲荷神社において例大祭が開かれ、大勢の見物客で賑わいました。
　当日は、豊作を祈願する奉納相撲に小学生の部 52人、一般の部 26人が参加して行われたほか、当番区である小貫区の
女子による巫女舞も奉納され、雅楽の調べにのせて古式ゆかしい舞が披露されました。
　小学生の部の奉納相撲は、２年生から６年生までの学年別に分かれて取組が行われました。
　各区の小学生たちは、この日のために練習用土俵などで本番さながらの取組を練習し、土俵上では熱戦が繰り広げられて
いました。

五穀豊穣を願う奉納相撲と厳かな巫女舞
化蘇沼稲荷神社例大祭

行方ライオンズクラブ

行方市長選挙開票結果
　９月 10日執行、行方市長選挙の開票結果をお知らせ
します。

当　鈴木　しゅうや　　12,975票�
山口　りつり　　　��1,766 票�
投票総数　　　　　14,909 票�
有効投票総数　　　14,741 票�
無効投票総数　　　　��168 票
投票率　　　　　　　49.44％
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８月20日（日）北浦運動場テニスコート他２会場

第 11 回行方杯（総の宮）ソフトテニス大会

８月20日（日）麻生運動場弓道場
弓道夏季錬成大会

■団　体
　【優　勝】�岩間有妙（麻生高校）永作莉菜（麻生高校）

渡辺真梨愛（麻生高校）
■射　込
　【優　勝】斉藤勝美（玉造）
　【準優勝】柳町照夫（麻生）
　【第３位】河須崎恒（麻生）
■金的
　秋永龍平（麻生高校）
　深沢辰五郎（麻生）
■ 10点賞
　秋永龍平（麻生高校）

８月６日（日）北浦運動場体育館
メンズ・ウィメンズソフトバレーボール大会

■メンズクラス
　【優　勝】ＢＯＳＳ（鉾田市）
　【準優勝】球遊会（行方市）
■ウィメンズクラス
　【優　勝】シャインズ（潮来市）

一般男子の部����【優　勝】大井川・後藤組（新日鐵住金）
一般女子の部����【優　勝】山本・大久保組（潮来あやめ）
シニア 45の部【優　勝】宮園・柴田組（勝田クラブ）
シニア 55の部【優　勝】石川・石山組（潮来あやめ）
シニア 65の部【優　勝】田谷・川村組（沼南・小見川）
シニア 71の部【優　勝】森本・山口組（我孫子・小見川）�

８月19日（土）玉造運動場テニスコート他２会場

■低学年男子【優　勝】坂本・林　組（土浦・水戸）
■高学年男子【優　勝】松本・来栖組（美浦）
■低学年女子【優　勝】橋本・濱谷組（旭）
　　　　　　【第３位】縣・縣　組（玉造）
■高学年女子【優　勝】金澤・福井組（玉造・水戸）
　　　　　　【第２位】関口・荒木田組（玉造）
　　　　　　【第３位】千葉・滝崎組（玉造）

第 16 回行方市近隣市町村小学生ソフトテニス大会

2017 Ｂ＆Ｇ全国ジュニア水泳競技大会

　本市からは、県大会（全国予選会）を勝ち抜いた
宮﨑碧さん（麻生東小４年）、風間華可さん（玉造小
５年）が参加し、残念ながら予選敗退という結果とな
りましたが、貴重な経験をしてきました。

８月19日（土）東京辰巳国際水泳場

茨城国体デモスポ開催記念
第２回行方ビーチハンドボール大会

　男子８チーム、女子６チームの参加により開催され
ました。なお、平成３１年に開催される茨城国体にお
いて、デモンストレーションスポーツとして行方市で
ビーチハンドボール競技が行われます。

８月26日（土）・27日（日）天王崎公園砂浜特設コート

■男子の部
　【優　勝】麻生フェニックスＢ
　【準優勝】麻生フェニックスＡ
　【第３位】土浦三高クラブ
■女子の部
　【優　勝】麻生フェニックス
　【準優勝】筑波学園
　【第３位】麻生高校Ａ

７月22日（土）～24日（月）神栖市海浜サッカー場
第５回神栖ジュニアサッカー大会

【優　勝】行方市トレセン
【準優勝】鹿嶋アントラーズＪｒ．つくば
【第３位】川口選抜オーソリティ（埼玉県）



市報なめがた　平成 29年 10月号19

opicsT まちの話題

行方市スポーツ少年団を紹介します！　★第18回★

麻生柔道スポーツ少年団
～ 柔道 ～

◆活動日
　水曜日　19：00 ～ 20：00　麻生運動場体育館
　土曜日　18：00 ～ 20：00　麻生運動場体育館
◆問い合わせ　梅原 芳一　☎０９０－８７４７－７０７９

　我々少年団は、柔道を広めるべく幼稚園生から
中学生まで（主に小学生中心）を対象に活動して
います。
　試合の結果だけを求めるのではなく、柔道を通
じて「自主的に礼儀ができる」「自分の体を守る
ことができる」「他人を思いやることができる」
等の人間育成を目標に生徒・指導者一緒になって
日々鍛錬しています。
　希望する父兄には、生徒と一緒になって稽古に励
み、有段資格（黒帯）を取得していただき、親子で
柔道を楽しんでもらっている少年団ですので、ぜひ
一度、見学に来てください。お待ちしています。

茨城国体の公開競技「ゲートボール」、デモンストレーションスポーツ「ビーチハンドボール」
が行方市で開催されます
　第 74回国民体育大会（いきいき茨城ゆめ国体）が平成 31年９月 28日（土）から 10月８日（火）までの 11日間
の日程で行われます。正式競技に公開競技（※１）やデモンストレーションスポーツ（※２）などを加えた計 74競技が、
県内の全 44市町村で繰り広げられます。
　本市では、公開競技の「ゲートボール」を平成 31年８月 31日（土）から９月１日（日）に北浦運動場第１グラウン
ドで、デモンストレーションスポーツの「ビーチハンドボール」を平成 31年８月 25日（日）水郷筑波国定公園天王崎
公園砂浜特設コートを会場に開催します。
　市民総参加のもと、本市らしさを生かした温かいおもてなしで訪問者をお迎えし、素晴らしいスポーツの祭典として
心に残る国体になるよう、みんなで盛り上げていきましょう。

※１　公開競技
　都道府県の代表者が出場することから、一定の条件を
満たしている競技団体の競技のことをいいます。茨城県
では５競技実施され、都道府県対抗の得点対象となりま
せん。
※２　デモンストレーションスポーツ
　子どもからお年寄りまで県内在住者を対象として幅広
く参加できるスポーツです。会場に飾られたプランター

（天王崎砂浜特設コート）
会場に飾る花を育てる（北浦中学校）

昨年、23回目の挑戦で初めて麻生杯優勝できました


