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opicsT まちの話題

　7月 4日（水）、ひたちなか市総合運動公園総合体育
館で行われた第 55回交通安全子供自転車茨城県大会に、
行方地区代表として玉造小学校の 6年生 4人が出場しま
した。
　４人は、学科や技能走行を競い合い、会場の雰囲気に
のまれまいと緊張と闘いながら、29チーム中 12位と健
闘しました。

第 55回交通安全子供自転車茨城県大会

　行方生活学校（櫻井和子委員長、会員数 32人）の飯
田祐子さん（手賀）と髙野喜久江さん（同）が、昭和
47年の発足時から継続して 45年以上活動しているとし
て、公益財団法人あしたの日本を創る協会から特別功労
表彰を受けました。
　行方生活学校では、日頃から高齢者支援や環境問題に
取り組み、市内の高齢者施設を訪問したり、つるし飾り
を制作してチャリティー販売したりと、多彩な活動を行っ
ています。今回の２人の表彰をきっかけに ｢今やってい
ることを継続しながら、今後もみんなで、できることか
ら活動していきたい｣ と櫻井委員長は話しました。

生活学校で 45年以上活動
行方生活学校の２人が特別功労表彰

　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２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
２人の教職員

（左から）清水智春さん、飯島莉実さん、長島未來さん、谷山志穂さん

交通マナーを身につけて事故防止！

　春のガーデニング講座が「なめがた花で彩るまちづく
り会」の主催で、6月 24 日（日）に麻生公民館で開催
されました。
　これは、今年の 10月に本市で行われる環境保全自治
体会議に向け、地元からみんなで盛り上げようと、花で
彩るまちづくりと環境保全をテーマに行われたものです。
　ガーデンデザイナーの溝口さんを講師に迎え、参加者
は、心地良いローメンテナンスの庭づくりやロングライ
フを楽しむ初夏の寄せ植えを実習しました。
　会員から参加者へ、洗剤いらずで良くおちるアクリル
たわしをプレゼントするなど、水質浄化推進も同時に行
われました。

ガーデニング講座でまちづくりと環境保全
環境自治体会議を市民一体で盛り上げよう
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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
情報政策課　☎ ０２９９－７２－０８１１

　６月 13日（水）、麻生東小学校において、人権教室を
開催しました。
　本市の人権擁護委員が講師となり、児童たちに身近な内
容のDVDを鑑賞してもらい ｢人権｣ について、グループ
ごとに話し合いをしました。
　児童たちは、思いやりの心や人権を尊重することの大切
さ、必要性について理解を深めました。

「思いやりの心」を忘れずに

　５月 29日（火）、麻生地区保護司会の阿部剛会長をはじめ
４人の会員により「第 68回社会を明るくする運動」の推進に
あたっての内閣総理大臣からのメッセージが、市長に伝達され
ました。
　この運動は、犯罪や非行の防止と罪を犯した人たちの更生に
ついて理解を深め、それぞれの立場において力を合わせて、犯
罪や非行のない明るい社会を築こうとする全国的な運動です。

安心・安全な地域社会を
第 68回　社会を明るくする運動

　７月に国際協力機構 (JICA) 青年海外協力隊としてスリ
ランカに派遣された清水香織さん（内宿）が、出発前に
市長を訪ね、活動について思いを語りました。
　清水さんは、2020年７月までの２年間、スリランカで
ソーシャルワーカーとして活動します。｢福祉の増進に少
しでも尽力できれば。任地でのニーズを把握し、持続可
能な技術移転ができるよう取り組みたい｣ と話してくれ
ました。
　市長は ｢健康に気をつけて、自分の力を十分に発揮し
てきてください｣ と激励の言葉を贈りました。

JICA 青年海外協力隊が出発を報告
清水香織さん　スリランカへ

　７月１日（日）には、ベイシア玉造店において、街頭キャ
ンペーンが開催されました。
　罪を犯した人たちの立ち直りを支える地域を築くため、
麻生地区保護司会、麻生保護区更生保護女性会、潮来市・
行方市の青少年相談員、行方市、潮来市で構成される麻生
地区推進委員会が主体となって取り組んでいます。
　当日は、玉造中学校吹奏楽部による素晴らしい演奏も行
われ、キャンペーンの参加者全員でうちわやリーフレット
を配布し、安心・安全な地域づくりを目指し、普及啓発に
励みました。

人権教室を開催しました
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　「ういてまて」。皆さんは、この言葉を聞いて何を思い
浮かべますか？「ういてまて＝浮いて待て」。これは水難
学に基づく、水難事故時の対応方法です。
　６月 15日（金）、玉造Ｂ＆Ｇ海洋センタープールにお
いて、市立小中学校教職員を対象に着衣泳指導者講習会
が行われました。
　講師は、消防士で水難学会指導員の野口敏永氏。当日
は９人の指導員と共に、参加者の指導にあたりました。
　野口氏は「リラックスが大事。水が怖い人にとってリ
ラックスは難しいかもしれないが、この講習を通して技
術を身に付けてもらいたい」と呼びかけました。
　この講習会の参加者が、各学校で児童生徒の着衣泳指
導にあたっています。

水難事故を防ぐ「ういてまて講習会」
教職員が水難事故時の対応方法を学びました

　なめがたネットワーカー連絡協議会（菅谷京子会長）は、
元気で住みやすい茨城、行方づくりをすすめるため、さま
ざまな啓発活動を行っています。
　このたび、花と緑あふれる美しいまちづくりをすすめる
ため、霞ヶ浦ふれあいランドの花壇にマリーゴールドなど
数種類の花を植えました。

まちを花でいっぱいに
なめがたネットワーカー連絡協議会

　市内教員の指導力向上等を目的に実施されてきた「なめがた
未来塾」も、本年度で３年目を迎えました。
　５月 24日（木）に開催された「第１回なめがた未来塾」には、
市内の小・中学校の教職員約 40人が参加しました。教職員は、
講師としてお招きした前北浦中学校長で茨城県鹿行教育事務所
主査の横田英一先生による「児童生徒の学力向上に向けての教
師・学校の役割」についての講話を熱心に聞きました。予測し
にくい将来をたくましく生きる児童生徒育成のための教師・学
校の役割について、分かりやすく講義していただきました。

教職員としての資質向上を目指し研修
第１回、第２回なめがた未来塾

　６月 22日（金）には「第２回なめがた未来塾」が開
催され、市内幼稚園、小中学校の教職員約 50人が参加
しました。市進ホールディングス能力開発部長の細谷幸
裕先生から「外部折衝力向上」についてお話をいただき
ました。学校と保護者、地域、関係機関との連携の重要
性が叫ばれている中、外部との望ましいコミュニケーショ
ンの在り方について学びました。
　本研修会で習得した知識や技能を、本市の子どもたち
の教育に生かしてほしいと思います。
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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１グラウンド
開催まであと 396日（2018年８月１日現在）

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 25日（日）
天王崎公園砂浜特設コート

開催まであと 390日（2018年８月１日現在）

６月１０日（日）麻生運動場多目的グラウンド
第 23回社会人サッカー大会

６月16日（土）麻生運動場体育館
第 13回行方杯剣道大会

■中学生男子団体の部　【優　勝】平井中学校
■中学生男子個人の部　【優　勝】櫻井嘉紀（平井中）
■中学生女子団体の部　【優　勝】小川北中学校
■中学生女子個人の部　【優　勝】小堀智佳子（平井中）
■小学生団体の部　【優　勝】小川少年剣友会A
■小学生個人の部　【優　勝】齋藤裕太（牛堀少年剣道愛好会）

【優　勝】麻生クラブ　【準優勝】BIDAN
【第３位】USU

鹿行スポーツレクリエーション大会

■ソフトバレーの部
　男女混合Ｂブロック【第２位】球友会（行方市）
■グラウンドゴルフの部
　男子の部【第３位】貝塚信夫

６月１７日（日）北浦運動場体育館および第１グラウンド

行方地区弓道大会

射詰【優　勝】柳町照夫（麻生）
射込【優　勝】柳町照夫（麻生）【準優勝】久保喜雄（麻生）
　　�【第３位】額賀陽平（麻生）
団体【優　勝】草野祐介（潮来）中澤侯晴（玉造）
　　　　　　　額賀陽平（麻生）
金的　篠塚直美（潮来）草野　弘（潮来）

７月１日（日）潮来市内の弓道場

６月１０日（日）北浦運動場体育館
行方市春季バドミントン大会

■男子ダブルスＡ
　【優　勝】進藤・細川　組（ＭＮＢＣ）
　【準優勝】大藤・志賀　組（みんとくらぶ）
　【第 3位】今城・水口　組（みんとくらぶ）
　【第 3位】玉置・多田　組（シャトルパープル）
■男子ダブルスＢ
　【優　勝】一谷・富永　組（SPEEDSTAR）
　【準優勝】森　・菅野　組（ＭＮＢＣ）
　【第 3位】北山・藤田　組（シャトルパープル）
　【第 3位】森　・稲田　組（稲敷クラブ）
■女子ダブルスＡ
　【優　勝】植野・長沼　組（みんとくらぶ）
　【準優勝】坂本・木内　組（Hi!tachi）
　【第 3位】助川・笹本　組（Hi!tachi）
■女子ダブルスＢ
　【優　勝】平野・国府田組（みんとくらぶ）
　【準優勝】星　・佐藤　組（Ｌ＆Ｂ）
　【第３位】千田・篠原　組（SPEEDSTAR）
　【第 3位】高柳・遠田　組（北浦）
■女子ダブルスＣ
　【優　勝】飯塚・小林　組（八郷クラブ）
　【準優勝】石本・佐久間組（ブルーインパルス）

　茨城国体のオフィシャルサポーターとして協賛して
いる会社から、県内全ての小学生に「いばラッキー缶
バッジ」の提供がありました。
　本市も 6月末に、４つの小学校全児童（6月末現在
の児童数 1525人）に配布しました。

｢いばラッキー缶バッジ｣
を配布しました

６月２４日（日）北浦運動場体育館
第 13回行方市長杯インディアカ大会

■シニア女子Ａブロック
　【優　勝】ノアＡ【準優勝】キャンディーズ
■シニア女子Ｂブロック
　【優　勝】ノアＢ【準優勝】ポップコーンＢ
■シニア女子Cブロック
　【優　勝】スイートポテトズ【準優勝】メープルＢ

６月１３日（水）麻生カントリークラブ
第３回行方市ゴルフ連盟大会

【優　勝】渡邉康夫　【準優勝】土子常夫
【第 3位】井坂文稔　ベスグロ　大輪公一
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７月１日（日）市内体育施設および各学校施設
第 12回行方市民総合スポーツ大会

★バレーボール
　【優　勝】ＺＥＲＯ【準優勝】青空クラブ
　【第３位】南愛球会
★テニス
　●男子ダブルス
　【優　勝】遠峰・磯野組【準優勝】宗形・宮尾組
　【第３位】早田・大川組
　●女子ダブルス
　【優　勝】船橋・遠藤組【準優勝】片岡・小室組
　【第３位】中山・塙組
　●ミックスダブルス
　【優　勝】原田・片岡組【準優勝】磯野・中山組
　【第３位】大川・小室組
★ソフトテニスの部
　●一般の部
　【優　勝】出沼・郡司組【準優勝】野本・白土組
　【第３位】縣・郡司　組【同３位】髙栖・羽生組
★バドミントン
　●団体戦Ａクラス
　【優　勝】シャトルズＡ【準優勝】ブル－インパルスＡ
　【第３位】シャトルズＢ
　●団体戦Ｂクラス
　【優　勝】Ｕ - ＣＡＮ【準優勝】ぶるとん
　【第３位】ＫＩ　　　�【同３位】ＩＷＭⅡ
★卓　球
　●一般男子シングルス
　【優　勝】島田将英【準優勝】藤崎宏治
　【第３位】関川雅大

　●一般女子シングルス
　【優　勝】石橋節子【準優勝】大輪栄子
　【第 3位】豊村由貴
　●中学男子シングルス
　【優　勝】橘川絋汰【準優勝】松澤大地
　【第 3位】武内雅也
★ハンドボール
　●男子の部
　【優　勝】麻生フェニックス【準優勝】麻生高校A
　【第３位】北浦中学校Ａ【同３位】玉造中学校Ａ
　●女子の部
　【優　勝】麻生高校Ａ【準優勝】麻生フェニックス
　【第３位】麻生中学校Ａ【同３位】麻生高校Ｂ
★セーリングの部
　【優　勝】山口政文【準優勝】石神　博
　【第 3位】遠藤俊雄
★ソフトボールの部
　【優　勝】新宮同志会【準優勝】水車　ボンジャック
　【第３位】根小屋オ－ルスタ－ズ
★剣道の部
　【優　勝】木村匡希【準優勝】今泉　弥
　【第３位】箱根勝巳【同３位】鬼沢宣行
★バスケットボ－ルの部
　【優　勝】あらびきネオ【準優勝】あらびきボ－イズ

６月１６日（土）麻生小学校体育館・玉造中学校体育館
第 13回中学生ハンドボール大会（春季）

■男子の部
　【優　勝】下稲吉中学校
■女子の部
　【優　勝】下稲吉中学校【準優勝】麻生中学校

７月８日（日）麻生運動場体育館
第 2回行方杯U-10 ハンドボール大会

【優　勝】麻生フェニックス Jr.BOYS
【準優勝】高崎ジュニアハンドボールクラブ
【第３位】日吉台リトルバード

行方市体育協会レクリエーション部主催
市民ハイキング

　６月 27日（水）、74人の参加で新潟県湯沢高原アル
プの里において、市民ハイキングを実施しました。


