「情報発信日本一」を目指して
全国シティプロモーションサミット 2017 in Shinagawa での活動報告
10 月 26 日（木）と 27 日（金）の２日間、東京都品川区で全国シティプロモーションサミットが開

催されました。

このイベントでは、全国各地の自治体が、PR・プロモーションのそれぞれの取り組みを発表すること

が主となっており、市長は東京都品川区桑村副区長と共に、情報発信の取り組みについて発表しました。
「情報発信で日本一プロジェクト」を掲げる本市は、これまで、なめがた
市民 100 人委員会が中心となってまとめた総合戦略書の策定、地域に密着
した防災対応型エリア放送（なめがたエリアテレビ）の開局など、市民の
皆さんと一緒に市のことを考え、積極的な情報発信に取り組んできました。
そして、今年の５月からは、情報発信のひとつとして、広報紙や市から
の情報をスマホやタブレットへ、日本語でも多言語でも閲覧できるデジタ
ルブックの配信を開始しました。
品川区も同じデジタルブックツール「カタログポケット」
（通称カタポケ）
を活用した情報発信を行っているため、全国シティプロモーションサミッ
トでは、それぞれのカタポケ活用法について発表しました。

本市の取り組みについて発表する市長

デジタルブック化した「市報なめがた」などは、上の
QR コードをスマホやタブレットで読み込み、無料アプ
リ「カタポケ」からご覧いただけます。

東京都品川区桑村副区長

※講演の様子は、市公式ホームページ「なめがたネット放送局」からご覧いただけます。
http://www.city.namegata.ibaraki.jp/namegata_net_broadcaster.php

講演の様子
【写真提供：株式会社宣伝会議】

市のことをもっと知っていただくために
本市では、広報紙をデジタルブック化して配信するだけではなく、議会だより、ふるさと納税お礼品カタログ、
行方の食材手帖など、さまざまな情報をカタポケで配信しています。
中でも、市のこと・市の歴史をもっと知っていただくための、子ども版なめがた「常陸国風土記」
、暮らしに
役立つごみの分別カレンダー、11 月から運行開始した路線バスの時刻表など、印刷物で配布しているものを、
いつでも手元でご覧いただけるようにデジタルブック化しています。
カタポケの良いところは、多言語でも配信が可能なところです。今後は、もしもの災害に備えた防災情報など
をデジタルブック化し、より多くの情報をいつでも手元でご覧いただけるよう、さらなるコンテンツの充実に努
めていきたいと考えています。

市報なめがた 2017.12.1

14

Topics

まちの話題
第２回 行方レシピコンテスト最優秀レシピが決定！
「パクチー＆アボカドバターのサラダブルスケッタ＆サンドウィッチ」

食材の宝庫である本市の食材を多くの方に知っていただくため、なめがた食彩マーケット会議が中心となり、簡単で
美味しいオリジナルレシピを全国から募集する「行方レシピコンテスト」を開催しました。
第２回を迎える今回は、行方市が全国屈指の生産量を誇る「パクチー（香菜）」をテーマ食材として、①主食部門
おかず部門

②

③スイーツ部門の３部門で募集をしたところ、市内外から 70 点を超える応募がありました。

10 月 19 日（木）に玉造公民館で、市長、ＪＡなめがた、市内飲食店関係者および生産者団体等を審査員に迎え、審
査会を開催し、最優秀レシピが決定しました。審査会には、市内のパクチー生産者も足を運び、バラエティに富んだパ
クチーレシピの数々を堪能していました。また、今回の審査および調理には、第１回に引き続き、中川学園調理技術専
門学校にもご協力をいただきました。
最優秀レシピをはじめ、入賞した方々には、本市の新鮮な野菜をふんだんに詰め込んだ「ＪＡなめがた彩り野菜
BOX」をプレゼントします。
■最優秀レシピ
＜主食部門＞
レシピ名：「パクチー＆アボカドバターのサラダブルスケッタ＆サンドウィッチ」
考案者：香川県丸亀市

山口悦子 さん

■優秀レシピ
＜おかず部門＞
■最優秀レシピ
「パクチー＆アボカドバターのサラダ

レシピ名：「水晶鶏パクチーみそソース」
考案者

：茨城県北茨城市

みそゆうき さん

ブルスケッタ＆サンドウィッチ」

＜スイーツ部門＞
レシピ名：「爽やか♪パクチーのレモンチーズケーキ」
考案者

：神奈川県横浜市

atsu-cafe さん

■採用レシピ
＜主食部門＞
①レシピ名：「パクチキンライス」

考案者：東京都多摩市

MIKE さん

②レシピ名：「行方名物パクチー焼きそば」

考案者：埼玉県川口市

オリエンタルママ さん

＜おかず部門＞
①レシピ名：「パクチーたっぷりハンバーグ＊ひよこ豆いり」 考案者：東京都中野区
②レシピ名：「エスニックなスパイシーお肉炒め」

考案者：愛知県名古屋市

apiapi さん
まゆ さん

＜スイーツ部門＞
①レシピ名：「パクチーんすこう」

考案者：茨城県取手市

旅ゴリラ さん

②レシピ名：「パクチーのムース～ジュレのせ～」

考案者：青森県弘前市

ぽむたろ さん

このほか、審査会の結果やレシピなどの詳細は「なめがた食彩マーケッ
ト会議ウェブマガジン（http://www.namegatafoodvalley.org/）」から、
ご覧いただけます。
【問い合わせ】
なめがた食彩マーケット会議（農業振興センター内）
☎０２９１－３５－３１１４

15

市報なめがた

平成 29 年 12 月号

審査会の様子

楽しい行事や新しい活動など、地域の情報をお寄せください
政策秘書課 ☎ 0 2 9 9 − 7 2 − 0 8 1 1

第 68 回茨城県消防ポンプ操法競技大会鹿行地区大会

結果

10 月 21 日（土）、第 68 回茨城県消防ポンプ操法競技大会鹿行地区大会が鉾田市鉾田総合公園で開催されました。
本市からは繁昌消防団と三和消防団が代表として出場し、チーム・個人とも素晴らしい成績を収めました。

◆自動車ポンプの部
優
準

勝 行方市消防団（繁昌）
優

勝 潮来市消防団

◆小型ポンプの部
優
準

勝 潮来市消防団
優

勝 行方市消防団（三和）

◆個人賞（優秀選手）
自動車ポンプの部
指揮者

潮来市消防団

１番員

行方市消防団

２番員～４番員

潮来市消防団

宮本浩二

小型ポンプの部
指揮者

行方市消防団

１番員

潮来市消防団

２番員

行方市消防団

３番員

潮来市消防団

宮増太一
千ヶ﨑和人

自動車ポンプの部優勝 繁昌消防団は、
11 月 25 日（土）の県大会へ出場 !!

「今、学校教育に求められていること」について
今年度最後の「なめがた未来塾」
10 月 20 日（金）、今年度最後の「第５回なめがた未来塾」が市内小・中学校の先生方を対象に実施されました。 「今、
学校教育に求められていること」のテーマのもと、講師として茨城大学教育学部長の生越達先生を迎え、講話をいただきま
した。
これからの学校をどのようにつくっていったら良いのかについて、教師としての姿勢、学校として大切にしていくことの
共有等の重要性を、理論的な面ばかりでなく、スクールカウンセラー等の経験からの具体的な話をうかがうことができまし
た。
激しい社会の変化の中、喫緊の課題として、子どもたちに「自尊感情を育むこと」が最も重要なことであり、家庭でも学
校でも「子どもをよく見てあげて、話を聴いてあげることがとても大切なことである」という話がありました。
今年度、「なめがた未来塾」では、幼稚園・小中学校の多くの先生方が参加され、未来に羽ばたく子どもたちのことを考
えながら、支援を要する子どもへの対応、保幼小連携の在り方、特別の教科道徳の指導等、学校が抱える今日的課題に対応
した研修会が実施されました。
市報なめがた 2017.12.1
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第 12 回行方市文化祭
～芸術と文化の秋。市民の力作とパフォーマンスに感動～

11 月２日（木）から 11 月５日（日）までの４日間、北浦公民館・麻生公民館・玉造公民館および市文化会館をメイン会場に、
第 12 回行方市文化祭が盛大に開催されました。
日頃から鍛錬された歌や踊り・ダンスの発表、力作ぞろいの展示・茶会・各種大会と内容も盛りだくさんで、充実した学
習成果が披露されました。

見どころ満載の展示会場（麻生公民館）

季節感あふれる絵手紙（北浦公民館）

あたたかい音色のオカリナ演奏（玉造公民館）

心地よい音色の大正琴。うっとりと聞
き入りました（麻生公民館）

元気いっぱいな子どもたちのダンスパ
フォーマンス（北浦公民館）

日本の伝統ともいえる茶道。落ち着い
た雰囲気が漂います（玉造公民館）

ハッピー行方ハロウィン！
なめがた湖魔女委員会が主催で、今年初めて開催
親子のふれあいと地域の活性化を目的に「行方ハロウィ
ン in なめがたファーマーズヴィレッジ」が、10 月 29 日
（日）
、なめがたファーマーズヴィレッジを会場に開催され
ました。
参加した親子らは、仮装コンテスト（エントリー 130 組）
やオリジナルのなめがた健康ハロウィンダンスなどで、楽
しいひとときを過ごしました。
特に仮装コンテストでは、マスクなどで顔が隠せること
で、大胆な仮装も気軽に楽しんでいました。手づくりの仮
装にも注目が集まり、入賞した親子は「入賞できて嬉しかっ
た。また参加したい」と話しました。
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優秀教職員ティーチャー オブ
ティーチャーズとして表彰
北浦小学校

勢司かほ里教諭

北浦小学校 勢司かほ里教諭が、優秀教職員ティー
チャー オブ ティーチャーズ（TOT）として、茨城県教育
委員会から表彰されました。
TOT は、教育活動において顕著な成果を上げ、人格・
見識共に優れた他の教職員の模範となる教職員に贈られ
るものです。
勢司教諭は特別支援教育において多くの研修を積まれ、
特別支援教育士としての資格を有し、言語障害を中心に就
学指導、専門機関との連携をはじめ、教職員への指導にも
積極的に取り組んでこられました。これまでの実績、日
頃の教育活動が評価され、今回の受賞となりました。今後、
行方市の子どもたち、教職員のためになお一層力を発揮し
ていただけると思います。おめでとうございます。

楽しい行事や新しい活動など、地域の情報をお寄せください
政策秘書課 ☎ 0 2 9 9 − 7 2 − 0 8 1 1

第 41 回行方地区剣道祭

秋季グラウンドゴルフ大会

１０月２９日（日）麻生運動場体育館

１０月１２日（木）高須崎公園

■小学生団体戦
【優

勝】牛堀少年剣道愛好会Ａ（潮来市）

【準優勝】玉造剣道スポーツ少年団Ａ（行方市）

【優 勝】山﨑 勇
【準優勝】理﨑いね
【第３位】真家幸治

【第３位】麻生剣友会（行方市）
【第３位】牛堀少年剣道愛好会Ｂ（潮来市）

行方市弓道大会

■小学生個人戦
【優

勝】齋藤裕太（牛堀少年剣道愛好会）

【準優勝】追分珠稀（牛堀少年剣道愛好会）
【第３位】久保木悠斗（牛堀少年剣道愛好会）
【第３位】黒須佑輔（延方スポーツ少年団）
■中学生男子団体戦
【優

勝】玉造中学校

１０月１５日（日）麻生運動場弓道場
■団体

○高校の部【優

勝】清真学園（菊地・宮川〔晃〕
・宮川〔隼〕）

○一般の部【優

勝】稲敷市 A（川島・高野・村松）

■射込

○高校の部【優

【準優勝】菊池

【準優勝】麻生中学校
■中学生男子個人戦
【優

勝】立花歩夢（潮来第二中学校）

【第３位】柳町健太（麻生中学校）
■中学生女子団体戦
【優

勝】潮来第二中学校

○一般の部【優

【第３位】川島郁也（稲敷市）
■金的

○高校の部

菊池

凜（清真学園）

○一般の部

船越

忠（神栖市） 野口明之（稲敷市）

秋季クロッケー大会

■中学生女子個人戦
勝】篠塚玲奈（潮来第二中学校）

【準優勝】佐竹

蘭（潮来第二中学校）

【第３位】斉藤海莉（麻生中学校）
【第３位】河瀬瑠乃（潮来第一中学校）
■潮来市・行方市対抗戦
【優

１０月１８日（水）北浦運動場クロッケーコート
【優

【第３位】両宿長寿会 A

勝】潮来市

秋季バドミントン大会

勝】諸星雄大（潮来市）

１０月１５日（日）北浦運動場体育館

【準優勝】山澤亮太（潮来市）
■女子個人戦
【優

勝】黒須遥名（潮来市）

【準優勝】澁谷香織（行方市）
■一般男子個人戦
【優

勝】村田

五段以下の部
光（潮来市）

【準優勝】坂本俊一（行方市）
【第３位】大塚

司（潮来市）

【第３位】東山裕一（行方市）
■一般男子個人戦
【優

勝】髙砂会Ａ

【準優勝】松寿会

■学生男子個人戦
【優

勝】大森陽平（蒼藤会）

【準優勝】笹沼健一（茨城町）

【準優勝】潮来第一中学校
【優

凜（清真学園）

【第３位】田中万里奈（常総学院）

【準優勝】宮岡優人（潮来第二中学校）
【第３位】髙木大輝（麻生中学校）

勝】出頭幸喜（鉾田二高）

六段以上の部

勝】菅谷正造（行方市）

【準優勝】幡谷和彦（行方市）
【第３位】吉川増夫（潮来市）
【第３位】新堀義男（行方市）

■男子ダブルスＡ
【優

勝】大和田・本田

組（ウィザード）

■男子ダブルスＢ
【優

勝】大木・坂本

組（independent）

■男子ダブルスＣ
【優

勝】久永・土田

組（射翔流 'S）

■女子ダブルス A
【優

勝】藤枝・河野

組（MNBC）

■女子ダブルス B
【優

勝】中居・遠田

組（北浦）

■女子ダブルスＣ
【優

勝】小林・根本

組（八郷）
市報なめがた 2017.12.1
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まちの話題
第 32 回ふれあいソフトバレーボール秋季大会

第４回行方市スポーツ少年団
ふれあいの郷リレーマラソン大会

１０月２８日（土）北浦運動場体育館

１１月１８日（土）北浦運動場周回コース

■エキスパートクラス

■低学年男子の部
【優

【優

勝】日の出 SSS Ａ（潮来市）

【準優勝】フラワーズ

【準優勝】玉造ジャイアンツ C（行方市）

【第３位】BOSS-B

【第３位】麻生 SSS Ｂ（行方市）

■レギュラークラス

■低学年女子の部
【優

勝】鹿島 BOSS

【優

勝】羽生 Wings（行方市）

勝】ANTHEM-N

【準優勝】玉造山王ミニバス（行方市）

【準優勝】ANTHEM － U

【第３位】麻生フェニックス Jr. Ｃ（行方市）

【第３位】スパークル

■高学年男子の部
【優

■チャレンジクラス

勝】羽生 Wings（行方市）

【優

【準優勝】青柳 EFC（鉾田市）

【準優勝】ゴールドウィング B

【第３位】麻生 SSS Ａ（行方市）

【第３位】チーム楽楽

■高学年女子の部
【優

勝】鉾田 SVC

勝】玉造山王ミニバス（行方市）

【準優勝】羽生 Wings（行方市）
【第３位】麻生フェニックス Jr. Ａ（行方市）

行方市スポーツ少年団を紹介します！

★第 20 回★

北浦空手道
～ 空手道 ～
団員の成田です。 私たちの空手道は、小・中・
高校生の男女１７人で、礼とあいさつ、時間の管理
などを中心に、空手の技で体力、心身の強化に取
り組んでいます。その中で、分からないことやでき
ないことは質問しています。その他にもチーム対抗
リレーなどをしています。自分たちで進めるので、
リーダーシップがとれます。
空手は個人競技なので、努力すれば大会での入
賞も多いです。また、親にとっても少年団への負
担はありませんので「良いね」と言っていました。
これからも続けてたくさん入賞したいなと思いま
す。みなさんも一緒にやりませんか？
団員

19

市報なめがた

平成 29 年 12 月号

成田 一喜

◆活動日
月曜日
18：30 ～ 20：00 行方市三和道場
金曜日
18：30 ～ 20：00 北浦柔剣道場
◆問い合わせ
事務長 沼田 ☎０９０－２３２０－７８８０

