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☎ ０２９９−７２−０８１１

世界湖沼会議・水質浄化啓発ラッピングパッカー車（ごみ収集車）を運行
霞ヶ浦水質浄化ポスターコンクール受賞作品をラッピング
市では、今年 10 月に茨城県で開催される「第 17 回

る家庭系一般廃棄物運搬車（ごみ収集車）２台に、平成

世界湖沼会議（いばらき霞ヶ浦 2018）」に向けて、さま

29 年度霞ヶ浦水質浄化ポスターコンクールで、麻生中３

ざまな啓発活動をしています。
このたび、市がごみ収集を委託している丸善エコアー
ス有限会社（今泉善弥代表）の協力の下、同社が所有す

年生２人が受賞した作品をラッピングしました（学年は
受賞時）。
この収集車は、10 月下旬まで運行する予定です。

茨城県知事賞受賞
柏葉歩未さん

優良賞
椎木美羽さん

今年も盛況にオープン！
「こまじょのこみせ」
（なめがた湖魔女委員会主催）
地域の活性化や市民の活力ある毎日を支援しようと、
今年も「こまじょのこみせ」が、
盛況にオープンしました。
これは、行方の雛まつり（2/4 ～ 3/3）期間中、空
き店舗を市民参加型の無料休憩所として活用し、市民の
手作り雑貨や食品の販売、創作体験（つるし飾りや絵付
け皿、切り絵絵手紙など）を行ったものです。同時に、
牛乳パック再利用品や「良くおちるアクリルたわし」作
りなどの環境保全運動も行われました。
会員たちは、今後も、市民と連携的に取り組むイベン
トを継続していきたいと考えています。

長年にわたり献血事業に協力
行方市消防団玉造支団第３分団
行方市消防団玉造支団第３分団の皆さんには、献血
事業推進にご協力をいただいております。
このたび、10 年以上の集団献血を実施している功績
が認められ、日本赤十字社から感謝状が贈られました。
今後も、病気やケガなどで輸血を必要としている患
者さんの尊い命を救うため、献血へのご協力をお願い
します。
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新入学児童の交通安全を願って
JA なめがたが交通安全帽子を寄贈
３月 15 日（木）、ＪＡなめがたの棚谷保男組合長から、
平成 30 年度に市内小学校に入学する児童に対して、交
通安全帽子（黄色い帽子）227 個が寄贈されました。
これは、交通安全の啓発や交通事故防止に役立ててほ
しいと、ＪＡ共済茨城県本部が昭和 52 年度の新入学生
に寄贈して以来、毎年実施しているものです。
いただいた帽子は、各小学校を通じて、新小学１年生
に配布します。

防犯情報を迅速にお知らせします
行方警察署が防災行政無線で直接放送

２月 21 日（水）、市は行方警察署と「市防災行政無
線局の設置管理運用に関する協定」を締結しました。
これは、これまで同署から依頼を受けて市が放送し
ていた防犯情報（ニセ電話詐欺や不審者情報）などを、
今後は同署に設置した防災無線の遠隔制御装置を署員
が直接操作し放送するものです。今回の締結で、より
迅速な広報が可能となります。

ボールゲームと親しもう！
SOMPO ボールゲームフェスタ 2017 in 行方
ボールゲームを通じ、スポーツの楽しさや魅力を発見

ボール・ハンドボール・アメリカンフットボール・ホッ

してもらうイベント「SOMPO ボールゲームフェスタ

ケーの 4 種目を順番に体験する「キッズチャレンジ」に、

2017 in 行方」が、3 月 11 日（日）、麻生運動場体育館

112 人が参加しました。

および麻生中学校グラウンドにおいて行われました。

9 人の元日本代表選手や現役アスリートの皆さんの他、

主に小学生を対象に、日本トップリーグ連携機構に所

スペシャルゲストとして本市出身バスケットボール元日

属するトップアスリートが、ボールを使う運動の楽しさ

本代表選手である岡里明美さんも講師として参加。イベ

や技術を指導。親子でさまざまなボールを使った
「あそび」

ント終了後には、講師等全員のサインが入った修了証が、

に挑戦する「ボールであそぼう！」に 42 組 84 人、
バレー

講師の方々から参加者一人一人に手渡されました。
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住みやすい地域プロジェクト

☎ ０２９９−７２−０８１１

生涯学習講演会を開催しました

～ ふるさとの歴史を感じましょう ～
３月４日（日）
、麻生公民館において、市教育委員会主催の生涯学習講演会を開催しました。私たちのふるさと行方の
歴史や文化を広く市民の皆さんに知っていただくために、平成 29 年度の４つの主な事業内容や経過報告を行いました。
■千年村プロジェクトについて

早稲田大学 理工学術院 創造理工学部 建築学科教授

中谷 礼仁氏

「千年村」とは、千年以上にわたり自然的社会的災害・変化を乗り越えて、生産と生活が持続的に営まれてきた集落・
地域を指します。中谷教授の千年村プロジェクトにおいて、候補地の客観的な発見方法と評価手法が確立されました。
そのデータベースをもとに実際に現地に赴き、環境・地域経営・交通・集落構造の持続要因を調査。地域が良好な生存
条件を保っていることを確認した場合、その地を「千年村」として認証。この度、麻生地区が全国第１号として認定さ
れました。
■歴史資料の整理事業について

筑波大学 人文社会系歴史・人類学専攻長・教授

伊藤 純郎氏

本市は、数多くの貴重な文化財を保有しています。現在、市内に分散保管されている古文書などの歴史資料は、旧津
澄小学校の一部に集積し、資料の整理・分類等を進めています。主に地区ごとの目録づくりの作業を行っており、北浦
地区、麻生地区の目録作りは大部分が終了。次年度は玉造地区を進めていきます。特に箱の中身を整理することが困難
であり、中身の解読をするには、そのあと数十年以上かかることが見込まれます。
■於下貝塚造形保存修復について

考古造形研究所代表

森山 哲和氏

約 30 年前に造形保存された縄文中期から後期にかけての於下貝塚は、現代の私たちへの大切な贈り物であり、市の
宝物です。千年村プロジェクトや歴史資料整理事業などと組み合わせた、今後の行方の歴史事業が期待されます。現在、
世界的に有名になったチバニアンも同じ手法で、保存を手掛けています。こうした形に残る歴史資料の大切さを、皆さ
んにも知ってほしいと思います。
■帆引き網漁の無形民俗文化財の選択について

かすみがうら市歴史博物館学芸員

千葉 隆司氏

霞ヶ浦の帆引き網漁の始まりを歴史的背景から説明。日清、日露戦争での保存食として霞ヶ浦の佃煮が開発され、交
通網の発達と併せて霞ヶ浦の漁業が盛んになっていきました。大徳網漁から帆引き網漁への変遷には、現在のかすみが
うら市の折本良平が白魚帆引き網漁の開発を第２回水産博覧会で出品し、褒賞を受賞したことに始まります。
今年 1 月 19 日に国の文化審議会から文化庁長官に答申された「霞ヶ浦の帆引き網漁」の技術は、特に変容・衰退の
恐れが高いものとして、計画的に映像や報告書など記録を残すために選択されたものです。

講演会の様子

講演をいただいた講師の方々
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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」

2019 年８月 31 日（土）〜９月１日（日）

2019 年８月 25 日（日）

北浦運動場第１グラウンド

天王崎公園砂浜特設コート

開催まであと 518 日（2018.4.1 現在）

開催まであと 512 日（2018.4.1 現在）

「茨城国体に向けた選手強化事業」を行いました
①ハンドボール指導者講習会
２月３日（土）北浦運動場体育館
対象：市内の小学校・中学校・高校の指導者
講師：東海大学女子ハンドボール部監督

栗山雅倫氏（元日

本代表女子監督）
内容：
「機動的なハンドボール」をテーマに、指導のマンネリ
化を防ぐために、子どもたちに「ちょっとの変化」を
指示することで、試合を意識した実践的な練習ができ
るとアドバイスを受けました。

②バスケットボールクリニック
２月 18 日（日）麻生高校体育館
対象：市内の小学生・中学生
講師：千葉ジェッツふなばし

小磯先生・桜庭先生（元日本

代表選手でアトランタ・アテネ五輪に出場）
補助員：麻生高校女子バスケットボール部員
内容：子どもの発達において段階的な指導を積み重ねること
で、技術はもちろん意欲の向上にもつながるとアドバ
イスを受けました。

③出前授業（ハンドボール）
２月 21 日（水）北浦小学校体育館
対象：北浦小学校５年生
講師：麻生高校

貝塚先生・小沼先生

補助員：麻生高校ハンドボール部員
内容：子どもたち全員が、ハンドボールというスポーツに初
めて触れるので、最初は戸惑いを見せていました。先
生や高校生の熱心な指導によって、笑顔で取り組むこ
とができました。

④ハンドボール実技講習会
２月 24 日（土）麻生高校体育館（男子）
麻生小学校体育館（女子）

対象：市内の中学生

講師：国士舘大学ハンドボール部監督

豊田先生・翁長先生

（元日本代表）
内容：
「基礎的なハンドボール」をテーマとして、体の使い方
や声を出して相手に自分の意思を正確に伝えるコミュ
ニケーション等の基本的な指導をしてくれました。
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スキー教室

☎ ０２９９−７２−０８１１

第 33 回ふれあい
ソフトバレーボール春季大会

体育協会スキー部主催の「安比高原スキー教室」が、

２月９日（金）～ 11 日（日）に開催されま

２月１８日（日）北浦運動場体育館

した。指導者のアドバイスのもと、参加者は

■エキスパートクラス

レベルアップを目指しました。

【優

勝】V-Quartette（石岡市）

【準優勝】球遊会（行方市）

行方市 OVER35 大会

■レギュラークラス

２月１1 日（日）麻生運動場多目的グラウンド
【優

勝】玉造 FC

【優

【準優勝】スパークル（行方市）
■チャレンジクラス

【準優勝】鹿行クラブ

【優

【第 3 位】Ｕ・Ｓ・Ｕ

勝】チーム楽楽（潮来市）

【準優勝】ゴールドウィング B（行方市）

第 12 回市内ミニバスケットボール
新人大会
２月１１日（日）北浦小学校体育館
【優

勝】SKYLANTERN B（行方市）

勝】北浦 GrassesMBC

【準優勝】麻生ミニバスケットボールスポーツ少年団
【第３位】玉造山王ミニバスケットボールスポーツ少年団

第 24 回行方市テニス大会
３月４日（日）北浦運動場テニスコート
＜男子ダブルス＞
【優

＜女子シングルス＞

勝】寺田（浩）・土子 【優

【準優勝】江幡・大森

勝】寺田（美）

【準優勝】中山

【第３位】早田・寺田（美） 【第３位】寺田（恵）

いきいき茨城ゆめ国体行方市実行委員会からのお知らせ

開催１年前記念「カウントダウンボード点灯式」
【問い合わせ】生涯学習課スポーツ推進室（北浦庁舎）☎０２９１－３５－２１１１
2019 年茨城国体行方市開催競技の開会まで 500 日余り、各庁舎ホールに「カウントダウンボード」
を設置し、点灯式を開催します。
点灯式に併せて、龍翔寺こども園（根小屋）の園児たちによる国体ダンスも披露します。
１年後の開催に向け、より一層の機運醸成を図りましょう。
期日

４月 17 日（火）

時間

午後３時 30 分～

場所

北浦庁舎

※ 30 分程度

玄関

※カウントダウンボードイメージ
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第 30 回行方市スポーツ少年団
本部長杯空手道大会
２月２５日（日）玉造Ｂ＆Ｇ海洋センター体育館
■組手の部

幼・小学１・２年生男子

幼・小学１・２年生男子
【優

勝】井川友翔（鉾田）

２月 18 日（日）、行方市スポーツ少年団「武田

SMILES」（ミニバスケットボール）が、北浦運動

■形の部
【優

行方市スポーツ少年団
クリーン作戦報告

勝】井川友翔（鉾田）

場周辺のゴミ拾い活動などクリーン作戦を行いま
した。

【準優勝】山口慶大（山新鉾田）

【準優勝】山口慶大（山新鉾田）

【第３位】本澤颯馬（北浦）

【第３位】三代田玲音（山新鉾田）

斉藤

幼・小学１・２年生女子

絆（北浦）

勝】豊島愛梨（山新鉾田） 幼・小学１・２年生女子
【優 勝】豊島愛梨（山新鉾田）
【準優勝】大庭あかり（山新鉾田）
【準優勝】楠原莉來（鉾田）
【第３位】楠原莉來（鉾田）
【第３位】佐々木結菜（山新石岡）
小学３・４年生男子
藤田羽奏（山新鉾田）
【優 勝】荒木田航（玉造）
小学３・４年生男子
【準優勝】石井 誉（玉造）
【優 勝】荒木田航（玉造）
【第３位】反田大翔（小川）
【準優勝】反田大翔（小川）
小学３・４年生女子
【第３位】石井 誉（玉造）
【優 勝】窪 春奈（山新鉾田）
出沼広翔（玉造）
【準優勝】羽生りさ（玉造）
小学３・４年生女子
【優

【第３位】豊島梨花（山新鉾田）

【優

小学５・６年生男子
【優

勝】窪

春奈（山新鉾田）

【準優勝】豊島梨花（山新鉾田）

勝】菅原龍之介（鉾田）

【第３位】羽生りさ（玉造）

【準優勝】岡村琉心（小川）

【優

小学５・６年生女子

【第３位】岡村琉心（小川）

【準優勝】服部瑞希（鉾田）
中学生男子
【優

櫻井
【優

【第３位】須賀美結（北浦）

【第３位】村山勝哉（小川）
勝】金塚心鈴（山新鉾田）

勝】服部瑞希（鉾田）

【準優勝】豊島樹梨（山新鉾田）

【準優勝】藤田悠大（鉾田）

【優

光（山新鉾田）

小学５・６年生女子

勝】酒井大輝（山新鉾田）

中学生女子

勝】菅原龍之介（鉾田）

【準優勝】成田一喜（北浦）

勝】豊島樹梨（山新鉾田）

【第３位】須賀美結（北浦）

２月１８日（日）北浦運動場第１グラウンド
【優

勝】FC 北浦

【準優勝】麻生 SSS
【第３位】麻生 EAST.SC
【第３位】牛堀 SSS

菅原杏夏（鉾田）

【第３位】杉山陽生（山新鉾田） 小学５・６年生男子
【優

第 12 回行方杯少年サッカー大会

佐野陽南（山新石岡）
中学生男子
【優

勝】酒井大輝（山新鉾田）

【準優勝】村山勝哉（小川）
【第３位】梅原一樹（鉾田）
石橋優希（小川）
中学生女子
【優

勝】金塚心鈴（山新鉾田）

第 12 回行方市
ジュニアソフトテニス大会
２月１７日（土）北浦運動場テニスコート他
■高学年男子の部
【優
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組（常陸太田）

【準優勝】菅谷・萩谷

組（玉造・城里）

■低学年男子の部
【優

勝】小沼・石塚

組（大洋）

■高学年女子の部
【優

勝】西條・大図

組（水戸）

【準優勝】関口・荒木田

組（玉造）

【第３位】金澤・福井

組（玉造）

【第３位】郡司・羽生

組（玉造）

■低学年女子の部
【優

勝】三浦・山本

組（神栖）

■初心者の部
【優
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勝】大内・小室

勝】重田・浪方

組（大洋）

