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　10月 30日（月）、市内の保育士や教員を対象に「平成
29年度幼児教育と小学校教育の接続のための研修会」を
開催しました。
　講師に茨城県教育庁の斎藤崇先生と幼児教育指導員の
髙野道子先生を招き、接続期のカリキュラムについて研修
し、グループに分かれて保幼小接続におけるさまざまな課
題についても話し合いました。
　保育士と教員が相互理解を深めることで、子どもたちの
スムーズな小学校への移行が期待されます。

小学校教育へのスムーズな移行を目指して
幼児教育と小学校教育の接続のための教職員研修会

　玉造小学校ならびに玉造中学校において、人権教室を
行いました。
　本市の人権擁護委員が講師となり、児童・生徒に身近
な内容DVDを鑑賞してもらい、人権についてグループ
に分かれて話し合いをしました。
　児童・生徒たちは、思いやりの心や人権尊重の大切さ・
必要性について、理解を深めることができました。

「人権」について理解を深めました
人権教室を開催

11/10 玉造中学校

9/20 玉造小学校

安心安全な地域社会づくりへ尽力

　11月９日（木）、茨城県立県民文化センターにおいて、
第 56回茨城県更生保護大会が開催されました。
　本大会において、日頃の功績が認められた功労者の方々
へ顕彰が行われ、本市からは、下記の６人の保護司の皆さ
んが表彰されました。
　保護司会、更生保護女性会の皆さんには、犯罪や非行の
ない安心安全な地域社会
を築くため、犯罪防止活
動や社会を明るくする運
動などの取り組みにご尽
力いただいています。

第 56 回　茨城県更生保護大会

◆表彰された方々（順不同、敬称略）
法務大臣表彰 阿部　剛
関東地方保護司連盟会長表彰 髙野幸男

水戸保護観察所長表彰 髙野幸男
宮内智子

茨城県保護司会連合会会長表彰
橋本清一
長谷川博
正木邦夫

茨城県教育委員会の幼児教育施設訪問

　11月 10 日（金）、柴原宏一県教育長をはじめ県教育
委員会関係者が、就学前教育・家庭教育政策の実施に資
することを目的に、北浦こども園と北浦幼稚園を訪問し
ました。
　北浦こども園では体を使ってのびのびと園庭で遊ぶ園
児の姿を、北浦幼稚園では友達や来園した人とかかわり
ながら室内で工夫して遊ぶ園児の姿を参観しました。
　意見交換会では「幼児教育施設と小学校との交流が以
前よりも増え、お互いの教育を知ることの大切さを感じ
ながら実践している」との声が聞かれました。

北浦こども園と北浦幼稚園

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　☎ ０２９９－７２－０８１１
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　11月 23日（木）、青沼の春日神社で、市指定無形民俗
文化財「どぶろく祭り」が開催されました。
　どぶろくの醸造は、同所の４地区の氏子が毎年交代で行
い、今年は台（だい）組の皆さんが、11月上旬に新⽶で
約300リットルのどぶろくを仕込みました。
　当日はあいにくの⾬模様でしたが、境内では市内外から
次々に訪れる参拝客にどぶろくが振る舞われ、家内安全や
五穀豊穣を祈願しました。
　市内から訪れたという参拝客は「どぶろくは初めて飲み
ましたが、⽢みがあってすっきりとした味で、とてもおい
しいです」と話していました。

青沼　春日神社「どぶろく祭り」
今年もおいしく出来上がりました

　茨城県民の日の 11 月 13 日（月）、茨城県庁講堂で、
平成 29年度茨城県表彰式が開催されました。
　この表彰は、各分野において県勢の発展に著しい功績
があった方々をたたえるものです。
　本市では、多年にわたり学校医として児童・生徒の健康
管理に取り組むなど、学校保健衛生の向上に貢献された
功績が認められ、羽生藤伍さん（麻生）が受賞されました。
　おめでとうございます。

平成 29 年度茨城県表彰
元学校医　羽生藤伍さん

　11月 19日（日）、上山区主催の第４回地域防災訓練が、
総勢 100人の参加により開催されました。
　訓練では、災害発生時刻を設定し、上山農村集落セン
ターへ参集する参集訓練の後、行方消防署玉造出張所の
協力により、初期消火訓練やAED操作訓練、毛布による
担架づくり、土のうづくりが実施されました。
　平間区長から「東日本大震災の教訓を生かし、日頃か
らこういった訓練の継続と地域での連携が大切」とのあ
いさつがあり、皆さん熱心に訓練に取り組んでいました。
　訓練終了後の収穫祭では、地元食材を使った料理を参加
者全員で楽しみ、世代間の交流をすることもできました。

地域の防災訓練が開催されました
上山区で住民が交流

　11月 25日（土）第26回全国消防操法大会茨城県代表
選考会が県立消防学校で開催されました。鹿行地区代表と
して本市から繁昌消防団が出場しました。
■自動車ポンプの部
　優　勝　古河市消防団
　敢闘賞　竜ヶ崎市消防団
　敢闘賞　日立市消防団
　敢闘賞　行方市消防団（繁昌）
　敢闘賞　笠間市消防団
　敢闘賞　土浦市消防団
　※敢闘賞は出場順
　繁昌消防団の皆さん、市操法大会優勝・鹿行操法大会優
勝と、県大会出場まで長期にわたる訓練、本当にお疲れさ
までした !!

第26回全国消防操法大会茨城県代表選考会　結果
行方市消防団（繁昌）が敢闘賞！

opicsT まちの話題
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　11月 30 日（木）、平成 29年度大好き�いばらき�県民
運動表彰式が水戸プラザホテルにおいて開催され、第 45
回花と緑の環境美化コンクール中央表彰にて、本市から２
団体が受賞しました。
　おめでとうございます。
■茨城県造園建設業協会長賞　北浦小学校
■花いっぱい運動特別奨励賞
　行方市花で彩るまちづくり会・行方市高校生会

行方市から２団体が受賞
第 45回花と緑の環境美化コンクール

　11月 26日（日）、北浦公民館を会場に「第２回なめがた郷土かるた大会」
が開催されました。
　市内の小学校３・４年生を対象に、クラス内で予選を通過した 28チーム
が参加しました。どのチームも優勝目指して、一生懸命頑張りました。

■３年生の部優勝
　麻生キラキラスターズチーム（麻生小学校）
■４年生の部優勝
　男女仲良しチーム（麻生小学校）

かるた取りで熱い戦い
第２回　なめがた郷土かるた大会

「なめがた郷土かるた」

３年生代表チームの皆さん ４年生代表チームの皆さん

かるたの内容についてはこちらから
http://www.city.namegata.ibaraki.jp/
page/page004364.html

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　☎ ０２９９－７２－０８１１

北浦小学校

行方市花で彩るまちづ
くり会・行方市高校生会

　12月５日（火）、行方市農業委員会（山野貴司会長）は、
平成 30年度行方市農業施策に関する要望書を市長へ提出
しました。
　地域農業を取り巻く環境は厳しい状況にあり、後継者
問題、耕作放棄地、鳥獣害被害の深刻化など多くの課題
を抱えています。
　本要望書は、農業者との意見交換会等を通した「現場
の声」を積み上げたものであり、農業に取り組める環境
づくりが構築され、効果的な対策が講じられるよう要望
したものです。

農業施策に関する要望書を提出
農業委員会から市長へ
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行方市スポーツ少年団を紹介します！　★第21回★

麻生 EAST S.C.
～ サッカー ～

◆活動日
　土曜日　　　９：00 ～ 12：00　麻生東小学校
　日曜日　　　９：00 ～ 12：00　麻生東小学校
◆問い合わせ
　土子卓也　☎０８０－１１９３－０７３３

　「上手な子しか試合に出られない」そんなの
スポ少じゃない !!
　どんな子にもサッカーを楽しんでもらいた
い。好きになってもらいたい。サッカーを続け
てもらいたい。
　麻生 EAST はサッカーを通して、仲間との信
頼、サッカーができることへの感謝の気持ちを
大事に活動しています。

　11月 24日（金）、麻生小学校体育館において５年生を対象にしたバスケットボールの出前授業が行われました。
この事業は、茨城国体に向けた選手強化事業の一環として行われています。
　講師は、麻生高校女子バスケットボール部顧問の堀田浩平先生。補助員として、女子バスケットボール部の皆さん
にご協力をいただきました。
　高校生の華麗なボール扱いを間近で見たり、一緒にパスやドリブルの練習をしたり、子どもたちは常に笑顔で楽し
そうでした。また、麻生小学校の先生方も一緒に参加して、楽しい雰囲気で出前授業が行われました。

茨城国体に向けた選手強化事業

バスケットボールの出前授業が行われました

opicsT まちの話題
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１１月19日（日）行方市文化会館
行方市体育協会表彰

　11月 19日（日）、文化会館において善行青少年・行
方市体育協会表彰式および記念講演会が催されました。
　行方市体育協会表彰は、個人 26人、１団体（13人）
が受賞しました。
■優秀選手賞
　宮﨑　碧　　水泳（麻生東小４年）
　風間華可　　水泳（玉造小５年）
　川島隼人　　水泳（玉造小６年）
　関口夢來　　ソフトテニス（玉造小５年）
　荒木田美咲　ソフトテニス（玉造小５年）
　金澤帆花　　ソフトテニス（玉造小５年）
　額賀百々花　空手道（北浦小６年）
　斉藤快斗　　空手道（麻生小４年）
　出沼広翔　　空手道（玉造小４年）
　荒木田　航　空手道（玉造小４年）
　石井　誉　　空手道（玉造小４年）
　羽生りさ　　空手道（玉造小４年）
　山口萌香　　空手道（玉造中１年）
　金塚心鈴　　空手道（玉造中２年）
　原　也紗　　空手道（北浦中３年）
　金塚皓生　　空手道（玉造中３年）
　山口滉太　　空手道（玉造中３年）

　山口美沙希　ソフトテニス（成田高３年）
　前田華織　　ソフトテニス（東洋大牛久高 3年）
　髙橋のぞみ　ソフトテニス（白鷗大学足利高３年）
　大川翔永　　剣道（鹿島高１年）
　羽生利彦　　柔道
　藤野ます子　グラウンドゴルフ
　　　　　　　（行方市体育協会グラウンドゴルフ部）
　山﨑　勇　　グラウンドゴルフ
　　　　　　　（行方市体育協会グラウンドゴルフ部）
■優秀チーム賞
　麻生フェニックス Jr. 女子ハンドボールクラブ（ハンドボール）
■スポーツ功労者賞
　大原　孝　　ゲートボール（行方市体育協会ゲートボール部）
　佐山さと子　ゲートボール（行方市体育協会ゲートボール部）

公開競技「ゲートボール」
2019 年８月 31日（土）～９月１日（日）

北浦運動場第一グラウンド
開催まであと 608日（H30.1.1 現在）

デモンストレーションスポーツ「ハンドボール」
2019 年８月 25日（日）
天王崎公園砂浜特設コート

開催まであと 602日（H30.1.1 現在）

2019年９月 28日（土）～ 10月８日（火）

　一般の方々には、ゲートボールは高齢者のスポーツというイメージが定着していますが、最初は子どもたちの遊び
としてスタートしました。ゲートボールは、体に負担が少なく気軽に楽しめるスポーツなので、若者と高齢者が一緒
にできるスポーツでもあります。
　今回は、市ゲートボール連合会の皆さんのご協力を得て、ゲートボール教室を開催しました。初心者の方に向けて、
ルールや楽しみ方を指導していただきました。
　また、11月に開催された第４回行方ふれあいまつりでは、ゲートボールのPR活動を行いました。多くの皆さんに
参加していただき、「実際にやってみると楽しい」などの声をたくさんいただきました。

行方市は「いきいき茨城ゆめ国体」の公開競技「ゲートボール」の会場となっています

ゲートボールに挑戦！

あわてないでゲートに入れるぞ！ ボールをよく見て… ナイスショット！
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１２月３日（日）北浦運動場体育館
第 12 回行方市長杯剣道大会

■団体戦の部
　【優　勝】鉾田剣友会A【準優勝】小川少年剣友会A
　【第３位】鉾田剣友会Ｂ【第３位】岩間剣友会A
■個人戦　低学年の部
　【優　勝】皆藤龍司（小川）【準優勝】金子心優（鉾田）
　【第３位】宇津野未羽（納場）【第３位】成島優太（小川）
■個人戦　高学年の部
　【優　勝】堀⽶康介（鉾田）【準優勝】深作真美（岩間）
　【第３位】石田駿介（堅倉）【第３位】齋藤裕太（牛堀）

１１月２５日（土）麻生運動場体育館
第 24 回行方市麻生杯柔道大会

個人戦
■小学生の部
〈１年男子〉
　【第３位】石神　颯（麻生柔道スポーツ少年団）
〈３年男子〉
　【優　勝】石神　煌（麻生柔道スポーツ少年団）
　【第３位】髙橋勇斗（麻生柔道スポーツ少年団）
〈６年男子 42kg 超級〉
　【第３位】相川翔海（麻生柔道スポーツ少年団）
〈１年女子〉
　【準優勝】梅原由衣（麻生柔道スポーツ少年団）
〈６年女子 45kg 級〉
　【第３位】中島萌花（麻生柔道スポーツ少年団）
〈６年女子 45kg 超級〉
　【第３位】河名　咲（麻生柔道スポーツ少年団）
団体戦　※幼年・中学生の成績は含まない
〈男子〉
　【優　勝】鹿嶋柔道クラブ翔龍会（鹿嶋市）
〈女子〉
　【優　勝】大野柔道スポーツ少年団（鹿嶋市）

１１月１２日（日）麻生運動場多目的グラウンド
第 24 回社会人サッカー大会

【優　勝】Boy's

１１月５日（日）潮来射撃場
第 13 回（平成 29 年度）行方市体協クレー射撃大会

【優　勝】箕輪明男
【準優勝】額賀三男
【第３位】石井俊夫

１１月７日（火）セントラルゴルフクラブ
第４回行方市ゴルフ連盟大会

【優　勝】水野　勇　【準優勝】田口　操
【第３位】川村和昭　ベスグロ（79）渡邉康夫

１１月２５日（土）北浦運動場体育館
第 12 回行方市バスケットボール大会

■男子の部
　【優　勝】あらびきNeo
■女子の部
　【優　勝】牛堀

１１月２６日（日）北浦運動場第 1グラウンド
第 12 回行方市長杯少年サッカー大会

【優　勝】玉造ＦＣ　【準優勝】日の出ＳＳＳ
【第３位】旭ＳＳＳ　【第３位】麻生ＳＳＳ

１１月２６日（日）北浦運動場テニスコートほか
ほこた・なめかたオープンテニス大会

■ベテラン男子の部
　【第３位】鈴木・岡村　組

１１月１８日（土）・２５日（土）北浦運動場体育館

第２回Saturday Night soft-volleyball
in NAMEGATA

【優　勝】八兵衛【準優勝】球遊会【第３位】BOSS

１１月２８日（火）北浦運動場クロッケーコート
行方市長杯ゲートボール大会

【優　勝】白浜

opicsT まちの話題


