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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

「情報発信日本一」を目指して
市長トップセールスによるシティプロモーション活動報告

　８月 31 日（金）、宮城県仙台市において「情報と経済の流通によ
る地域活性化」をテーマに「第３回地方創生ビジネスセミナー（主催：
株式会社フューチャーリンクネットワーク・共催：大日本印刷株式
会社）」が開催されました。
　このセミナーは、地方創生に関する自治体や企業の先進的な取り
組みを紹介するもので、本市は「自治体の課題（ニーズ）と官民協
働事業への期待値」と題し、官民協働地域ポータルサイト「なめが
た日和」と、ふるさと納税を活用した官民協働による地域活性化と
情報発信について発表しました。

　９月 28 日（金）、愛知県名古屋市において「企業との連携による
行政力の向上～行政経営のパートナーとして」をテーマに「第 46 次（平
成 30 年度）市町村ゼミナール第５講（主催：一般社団法人地域問題
研究所）」が開催されました。
　このゼミナールは、主に東海地域の行政担当者、地方議会議員等を
対象に先進的自治体の取り組み事例等を紹介するなど、市町村行政と
して取り組むべき今日的諸問題について、幅広く勉強を重ねるために
開催されているものです。
　本市は「情報発信日本一めざして～民間企業と連携した「電子広報」
から始まる取り組み」と題し、民間企業と連携した広報紙デジタル化
のねらい、システムの概要、効果と課題、行政経営における企業等と

の新たな連携拡大の展望等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、これからもさまざな手法により、積極的な情報発信とシティプロモー
ション活動に取り組んでいきます。

市報なめがた デジタルブックの外国語対応が、
より便利になりました。

タップしなくても外国語で表示する
クイックビュー機能

これまでは日本語の部分をタップしなければ、外国
語で表示をすることができませんでした。これから
は、はじめから外国語での（一部）表示となります。
※全文表示はこれまでと同様にポップアップ表示となります。
※Andoroid 版アプリはクイックビュー機能に対応していません。

これまでの 9言語対応に加え、ベトナム語にも対応
をいたしました。これにより日本語を含めた 10 言語
で、市報なめがたをご覧いただけます。
※ベトナム語は音声読み上げ機能には対応していません。

（ビフォー） （アフター）

11 月号よりベトナム語を追加して
全 10 言語で配信

new
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「第 10回なめがた狂歌」の受賞者が決まりました
応募者数 1279 人、応募作品総数は 2180 首。たくさんのご応募ありがとうございました

　９月 22 日（土）、霞ヶ浦ふれあいランド水の科学館多目的ホールにおいて「第 10 回なめがた狂歌」の授賞式が開催さ
れました。全国各地からたくさんの方々に応募をいただき、年齢層も 10 歳の小学生から 95 歳の方までと幅広いものでした。
授賞された方々をご紹介します。

賞 狂歌作品 受賞者名 住所
茨城県知事賞 遠筑波似合いのカップル夫婦山入日背にして燃えます紅く 金塚典子 行方市

茨城県議会議長賞 異常だね昨日暖房今冷房爽やか五月はどこに行ったの 追田律子 行方市
茨城県教育委員会教育長賞 筑波山牛久大仏富士山は自分の家から見える三景 須之内絢柊 玉造中学校

行方市長賞 また今年離農一軒捨て案山子田畑が荒れて先祖泣いてる 吉田昭子 日立市
行方市議会議長賞 消し改も自由に出来る公文書私の成績改竄してね 追田康幸 行方市

行方市教育委員会教育長賞 田んぼにはあせかきながら作ってたじいさんの米がゆう日に光る 田山　隼 玉造小学校
中山尚夫選者賞 気がつけば日体入って丸二年身に付いたのは敬語と理不尽 田中真男 日本体育大学
額賀旭代表選者賞 猪苗代琵琶湖サロマ湖屈斜路湖勝負しようぜ霞ケ浦と 切島琉太 麻生中学校
羽生成一郎選者賞 ジーンズがきりりと似合う若いママあみだくじ引き自治会長となる 松塚悦子 龍ヶ崎市
鈴木節子選者賞 「魅力度」は話題づくりの絵空事茨城・行方実っちりしている 瀧﨑美子 行方市

秀逸 生きすぎぬ程に生きたく日々思う強く明るく踏み出す大地 髙野三千春 行方市
秀逸 忖度はするものではなくさせるものささいなことで暗示するもの とくぐいち 水戸市
秀逸 定年後夫唱婦随が逆転し妻のタクトで八十路を歩む 吉田節郎 日立市
秀逸 ドライブは久しぶりねと胸はずむ今日は私の目の手術の日 河野敏子 行方市
秀逸 片付けど片付けど子供部屋散らかされたりぢっと夫見る 中山江梨子 小美玉市
秀逸 曇りゆく官の足跡聞くにつけ名もなき我の反面教師 井上　靖 神奈川県
秀逸 米国のトランプカードジョーカーに北鮮の札強気金色 照沼朗男 東海村
秀逸 名言だ「年寄り笑うな行く道じゃ」しみじみ味わう古稀の夕暮 小堀　優 那珂市
秀逸 待ち疲れ医師の診察すぐ終り心配よそに笑顔で送る 宮本元治 行方市
秀逸 喜寿を過ぎ達者で迎えた八十路坂ひとふんばりで人生括り 冨田幸子 行方市
秀逸 天の声地の声あわせ桜咲く人の心は花に酔いしれ 花本正昭 島根県
秀逸 湖上には市民を乗せし帆引き船どこへ向かうか行方の行方 髙村泰弘 行方市
秀逸 帰り道一人一人のかさたちが色とりどりの絵を描いている 石井那奈 日の出中学校
秀逸 がんばれと送ってくれる母の手はあったかくて勇気わき出る 草野心優 潮来第二中学校
秀逸 梅雨の日はジメジメしてていやだけどその雨の音はいい音がする 小沼愛渚 鉾田北中学校
秀逸 魅力無いその県にある行方市住んだら都豊かな所 荒野智生 麻生東小学校
秀逸 雨上がり必死にのぼる筑波山しりもちついた我が担任 郡司寧々 北浦中学校
秀逸 朝日光り帆引き船が泳いでいる霞ヶ浦が船ゆらしながら 野原花音 玉造中学校

★入賞作品を巡回展示します。ぜひご覧ください。
　11 月   ８日（木）～ 11 月 14 日（水）玉造公民館
　11 月 16 日（金）～ 11 月 22 日（木）麻生公民館
　11 月 28 日（水）～ 12 月   ４日（火）北浦公民館
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　多年にわたり選挙管理の重責を担われたことに対し、そ
の功績が認められ、前行方市選挙管理委員会委員長の瀧崎
紘一郎さんに、現在の同委員会委員の皆さまの同席のもと、
茨城県市町村選挙管理委員会連合会から表彰状が贈られま
した。
　おめでとうございます。

※写真左から
竹内副委員長、兒玉委員、瀧崎前委員長、市村委員長、須貝委員

表彰状が贈られました
前行方市選挙管理委員会委員長　瀧崎紘一郎さん

　８月 30 日（木）、市と株式会社セイミヤ（加藤勝正代
表取締役社長）は、高齢者や障害者が安心して暮らせる地
域づくりを目的とした見守り活動等に関する協定を締結し
ました。販売員が日常業務および市内を回る移動時のルー
ト上で、市民のプライバシーに配慮しながら「さりげなく」
見守ります。
　これにより、市民が住み慣れた地域で安全に、安心して
生き生きと暮らし続けることができるまちづくりを推進
し、平常時の生活に何らかの異変や災害など非常時の緊急
支援を察知した場合には、市の関係課や警察・消防等へ情
報提供します。

見守り活動等に関する協定を締結
市と株式会社セイミヤ

　８月 22 日（水）、中川学園調理技術専門学校で行われた「つくろう料理コンテスト（茨城県教育委員会、茨城県学校給
食会共催）」で、北浦中学校３年の茂木愛里さんが優秀賞を、玉造小学校６年の川島和奏さんが優良賞をそれぞれ受賞しま
した。
　「つくろう料理コンテスト」の募集テーマは「休日の朝に家族と一緒に食べたい献立『Ｍｙホリデー朝食メニュー』」で、
小学生の部、中学生の部、高校生の部があります。今年度の応募作品数は、合計で 8649 点でした。
　茨城県産の食材を複数使用し、茂木さんの料理は「疲労回復…いやしの茨城野菜でファイト !!」をテーマに、川島さんは「行
方野菜のかみかみ朝食」をテーマに料理を完成させました。何度も練習を重ね、手際よく調理する２人の姿は、とても頼も
しいものでした。
　おめでとうございます。

「つくろう料理コンテスト」で好成績
北浦中３年　茂木愛里さん　　玉造小６年　川島和奏さん

【優秀賞】
北浦中学校３年　茂木愛里さん

「疲労回復…いやしの茨城野菜でファイト!!」

【優良賞】
玉造小学校６年　川島和奏さん

「行方野菜のかみかみ朝食」
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　先の大戦において犠牲となられた方々の尊い命のご冥福
と恒久平和を祈念して、行方市戦没者追悼式が９月 30 日

（日）、市文化会館で開催されました。
　戦後 73 年目を迎える今年の追悼式には、遺族や来賓の
方々 354 人が参列。若い世代を代表し、高校生ボランティ
アも運営スタッフとして参加しました。
　式典では、国歌斉唱に続き戦没者英霊に黙祷を捧げ、市
長の式辞の後、鈴木市議会議長、堀田市遺族会長、額賀衆
議院議員、横山県議会議員などから追悼のことばが捧げら
れ、平和への願いを込め、参列者全員による献花が行われ
ました。

平和への願いをこめて
行方市戦没者追悼式

　９月 29 日（土）、北浦第２グラウンドにおいて、行方市消
防団第 13 回消防ポンプ操法競技大会が開催されました。
　入賞チーム、個人賞を受賞した方は、次のとおりです。

自動車ポンプの部優勝　上宿・川向消防団

平成 30年度　行方市消防団第 13回消防ポンプ操法競技大会結果

小型ポンプの部優勝　諸井・柄貝消防団

踊りの競演、にぎやかに開催

　10 月 20 日（土）から 22 日（月）の３日間、大麻神社
例大祭が開催されました。
　日中から夜にかけて、麻生の５地区（下

したぶち
淵・田

た ま ち
町・

本
ほんじょう

城・玄
げんづう

通・蒲
かばなわ

縄）の山車が、下座連が奏でるおはやしと
共に町内を勇壮に練り歩きました。
　20 日（土）に麻生公民館において行われた踊りの競演
では、地区ごとに子どもから大人まで優美な手踊りが披露
され、若連による力強い山車の「のの字廻

まわ
し」に、会場か

らは大きな拍手が送られました。

◆自動車ポンプの部
優　 勝 上 宿・川 向 消 防 団 玉 造 支 団 第３分 団 第３部
準 優 勝 根 古 屋 消 防 団 玉 造 支 団 第１分 団 第２部
第 ３ 位 山 田 消 防 団 北 浦 支 団 第１分 団 第１部

◆小型ポンプの部
優　 勝 諸 井・柄 貝 消 防 団 玉 造 支 団 第３分 団 第６部
準 優 勝 小 高 東 消 防 団 麻 生 支 団 第５分 団 第５部
第 ３ 位 緑 ヶ 丘 消 防 団 玉 造 支 団 第３分 団 第８部

◆個人賞（優秀選手）
自動車ポンプの部 小型ポンプの部

指揮者
　栗又真紀夫

玉造３ー３
（上宿・川向）

指揮者
　関口智之

玉造３－６
（諸井・柄貝）

１番員
　河野裕貴

北浦３ー３
（両宿・内宿）

１番員
　萩原慎平

玉造３－８
（緑ヶ丘）

２番員
　関野保宏

玉造１ー２
（根古屋）

２番員
　平野勝之

麻生５－５
（小高東）

３番員
　高野良之

玉造３ー３
（上宿・川向）

３番員
　小島孝博

玉造３－６
（諸井・柄貝）

４番員
　八木俊充

玉造４ー４
（中山）

　10 月 13 日（土）には、第 69 回茨城県消防ポンプ操法競技大会鹿
行地区大会が、カシマサッカースタジアム A 駐車場で開催されました。
　行方市代表として出場した諸井・柄貝消防団が優勝し、県大会出場
を決めました。上宿・川向消防団は、敢闘賞を受賞しました。

麻生の山車曳
ひ

き祭　大麻神社例大祭
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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 304日（2018年 11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 298日（2018年 11月１日現在）

　麻生運動場体育館の玄関口に、国体の炬
き ょ か

火があります。この炬火は、昭和 49 年の茨城国体で実際に使用したもので、
迫力があります。誰でも手に取ることができますので、これを掲げて、あなたも炬火ランナーの気分を味わってみませんか。
　そして、ＳＮＳなどでお友だちに送ってみてはいかがでしょう。きっと「インスタ映え」しますよ！

あなたも炬
き ょ か

火ランナーの気分を！
いきいき茨城ゆめ国体 2019 に向けて…

　10 月７日（日）、北浦運動場第１グラウンドにおいて、平成
30 年度行方市民運動会が開催されました。
　今年は、来年開催の茨城国体を記念した種目を用意。「ゲートボー
ル競走」では、スティックを使ってゲートにボールをくぐらせゴー
ル。また「スポーツ少年団対抗障害物リレー」では、ネットをく
ぐりビーチハンドボールをゴールに入れ、順位を競いました。
　他にもフライングディスクや園児による親子フォークダンス、
玉入れなど、多数の競技や演技に、参加者はスポーツの秋を満喫
しました。

スポーツの秋を満喫！　平成 30年度行方市民運動会
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８月25日（土）9月１日（土）玉造運動場テニスコートほか

第 17回行方市近隣市町村小学生
ソフトテニス大会

■低学年男子
【優　勝】宮本・松尾　組（水戸）
■高学年男子

【優　勝】一ノ宮・鈴木　組（神栖）
■低学年女子

【優　勝】高山・古川　組（水戸・豊浦）
■高学年女子

【優　勝】西條・宮本　組（水戸）
【準優勝】柏　・金澤　組（常陸太田・玉造）

９月29日（土）麻生運動場体育館
第 46回行方市親善卓球大会

■中学生男子シングルス
【優　勝】武内雅也（玉造中）【準優勝】菅谷璃音（潮来一中）
【第３位】青木楓雅（潮来一中）【第３位】前野敬介（潮来一中）
■中学生女子シングルス

【優　勝】柳町百香（牛堀中）【準優勝】新堀陽香（麻生中）
【第３位】永作梨緒（麻生中）【第３位】小沼音愛（牛堀中）
■中学生男子団体

【優　勝】潮来第一中学校【準優勝】玉造中学校
【第３位】麻生中学校
■中学生女子団体

【優　勝】牛堀中学校【準優勝】麻生中学校
【第３位】玉造中学校
■一般の部シングルス

【優　勝】中村哲也【準優勝】大崎昌文
【第３位】伏谷勝之【第３位】村田和也

9月１６日（日）北浦運動場テニスコート
第 23回行方市民テニス大会

【優　勝】鈴木・堀米　組【準優勝】山下・岡部　組

９月30日（日）玉造 B&G海洋センターアリーナ
第 36回玉造ロータリークラブ杯行方地区少年剣道錬成大会

■団体戦の部
【優　勝】玉造剣道Ａ
【準優勝】牛堀少年剣道愛好会 B
【第３位】麻生剣友会 A
■個人戦　試合の部

【優　勝】齋藤裕太（牛堀）【準優勝】成嶌珠稀（玉造）
【第３位】澁谷海里（玉造）【第３位】久保木悠斗（牛堀）
■個人戦　面打ちの部

【優　勝】永作拓矢（麻生）【準優勝】荒木田蒼太（玉造）
【第３位】髙野颯太（麻生）【第３位】東山真岳（麻生）
■個人戦　切り返しの部

【優　勝】田山　陸（麻生）【準優勝】今泉憲人（麻生）
【第３位】大盛千沙（麻生）

９月26日（水）セントラルゴルフクラブ麻生コース
第 18回行方市民チャリティーゴルフ大会

■男子の部
【優　勝】楠本純久
【準優勝】永作　崇
【第３位】山野幸男
●ベスグロ　高野直樹（75）
■女子の部

【優　勝】仲田まゆみ
【準優勝】野原美奈
【第３位】櫻井まさ子
●ベスグロ　仲田まゆみ（90）

《チャリティ》
参加者の皆さまから募金をしていただいた 98,300 円は、
行方市社会福祉協議会・茨城新聞文化福祉事業団へ寄託
しました。

９月９日（日）玉造浜野球場ほか１会場
第36回玉造ロータリークラブ杯少年野球大会

■ A ブロック優勝　　石岡ジュニアジャイアンツ
■ B ブロック優勝　　波崎ジュニアーズ
■ C ブロック優勝　　波崎ブルージャイアンツ
■ C ブロック準優勝　北浦ペガサス
■ D ブロック優勝　　神栖ブルーウェーブ

９月22日（土）麻生運動場体育館ほか
第 13回行方市中学生ハンドボール大会

■男子の部
【優　勝】岩井中学校　　【準優勝】北浦中学校
【第３位】富里北中学校　【第３位】茎崎中学校
■女子の部

【優　勝】富里北中学校　【準優勝】麻生中学校
【第３位】岩井中学校　　【第３位】手代木中学校


