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

行方市建設業協議会との調整会議
減災に向けた初動体制等を確認しました

10 月 10 日（水）、行方市建設業協議会と本市において、

☎ ０２９９−７２−０８１１

社会安全貢献賞で表彰されました
平成 30 年全国地域安全運動中央大会

9 月 27 日（木）、明治記念館（東京都港区）で行われ

災害協定および建設工事についての意見交換会を開催しま

た平成 30 年全国地域安全運動中央大会において、行方地

した。

区防犯協会女性部が社会安全貢献賞の表彰を受けました。

昨今の異常気象において、地震・台風・集中豪雨などが
各地で相次いで起こっています。このような状況から速や
かに応急対策業務ができるよう、減災に向けた初動体制等
について意見交換しました。

これは、平成 18 年に結成された「みんなでつくろう安
全安心な街」の考えのもとに積極的なボランティア活動を
展開し、社会安全のため貢献をされた団体が表彰されるも
のです。
おめでとうございます。
※写真左から、小橋美千代さん、佐山晴美さん

高齢者の方も楽しめるサッカーです

自転車の安全な走行技術を競いました

ウォーキングサッカー（高齢者）教室

第 16 回交通安全高齢者自転車競技茨城県大会

10 月 27 日（土）、ウォーキングサッカー（高齢者）教
室（NPO 法人なめがたふれあいスポーツクラブ主催）が、
玉造Ｂ＆Ｇ海洋センター体育室で行われました。
講師に、日本サッカー協会グラスルーツ推進グループ長
兼日本障がい者サッカー連盟事務総長の松田薫二氏をお迎
えし、ルールの説明の後、参加者 25 人が５チームに分かれ、
ゲームを行いました。平均年齢 70 歳を超えているプレー
ヤーの皆さんやギャラリーからも笑いがあふれ、楽しい時
間となりました。

10 月 25 日（木）、ひたちなか市総合運動公園総合体育
館で行われた第 16 回交通安全高齢者自転車競技茨城県大
会に、行方地区代表として行方市安全協会連合会北浦支部
から須賀光慶さん、大塚雅己さん、根本秀廣さん、岡﨑正
良さん、茂木文男さんの５人が出場しました。
技能走行を競い合い、会場の雰囲気にのまれまいと緊張
と闘いながら大健闘。惜しくも入賞はなりませんでしたが、
県内 28 チーム 140 人の選手が集まる中、練習の成果を
発揮し、見事な自転車走行の腕前を披露しました。
市報なめがた 2018.12.1
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男女共同参画社会の推進に向けて
女性のための暮らし方講座

第１回男女共同参画推進委員会
10 月 29 日（月）
、麻生庁舎で行方市男女共同参画推進
委員会（長峰智子委員長）の平成 30 年度初会合を行いま
した。
委員会は、前委員の任期満了に伴い今年度から委員が交
代し、男女共同団体関係者、企業関係者、一般公募者から
それぞれ２人ずつ、合計６人で構成されています。
今後の活動として、男女が性差にとらわれず暮らしやす
い社会づくりを目指すために、市施策の進捗状況の評価や
行政への提言および啓発活動を行っていきます。
なお、幅広い世代からご意見をいただくため、今回から
子育てをしているお母さんにも参加いただいています。

10 月 30 日（火）
、コテラスで女性のための暮らし方講
座 ～教育費と私のこれからを考えよう！～ を開催しました。
ファイナンシャルプランナーの内村しづ子さんを講師に
お迎えし、子どもにかかる教育費や自分自身の未来・これ
からの働き方について考える講義とグループワークを行い
ました。
お子さんも一緒に参加し、とても和やかな講座となりま
した。参加者からは「将来の生活を見据えたライフプラン
を考えることができた」との声が聞かれました。

講師の内村しづ子さん

育もう！未来につなぐ文化の芽
第 13 回行方市文化祭
11 月１日（木）から 11 月４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 13 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、充実した成
果が披露されました。
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子ども陶芸教室の作品（麻生公民館）

幸せはこぶフクロウ（北浦公民館）

どれにする？巻き寿司の試食会（玉造公民館）

手話で歌いました（麻生公民館）

元気いっぱいの太鼓演奏（北浦公民館）

みんなで楽しくフォークダンス（玉造公民館）
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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 274 日（2018 年 12 月１日現在）

開催まであと 268 日（2018 年 12 月１日現在）

いきいき茨城ゆめ国体 2019 に向けて…

平成 30 年度

行方市茨城国体強化選手指定証交付式

10 月 12 日（金）、麻生保健センターにおいて、行方市茨城国体強化選手指定証交付式を行いました。この制度は茨城
国体を機に今後活躍が期待される有望選手や指導者を市長が指定して、計画的かつ継続的でより効果的な選手強化を推進
し、競技力の向上を図る目的があります。
■個人

49 人

①ハンドボール競技
⑤サッカー競技
■団体

29 人

１人

②バスケットボール競技
⑥陸上競技

１人

９人

⑦ゴルフ競技

③空手道競技
２人

４人

⑧水泳競技

④テニス競技

１人

２人

12 団体

①麻生中学校

男・女ハンドボール部

②北浦中学校

男・女ハンドボール部

③玉造中学校

男・女ハンドボール部

④麻生中学校

女子バスケットボール部

⑤北浦中学校

女子バスケットボール部

⑥玉造中学校

女子バスケットボール部

⑦麻生高校

男・女ハンドボール部

⑧麻生高校

女子バスケットボール部

平成 30 年度

生涯スポーツ優良団体（クラブ）表彰

ＮＰＯ法人なめがたふれあいスポーツクラブ
地域または職場におけるスポーツの健全な普及と発展に
貢献し、地域におけるスポーツの振興に顕著な成績を上げ
たスポーツ関係者とスポーツ団体を「生涯スポーツ功労者」
および「生涯スポーツ優良団体」として文部科学大臣が表
彰しています。
茨城県教育委員会、公益財団法人日本スポーツ協会およ
び公益財団法人日本レクリエーション協会の選考を経て推
薦された生涯スポーツ優良団体 114 団体の 1 団体として、
NPO 法人なめがたふれあいスポーツクラブが文部科学大臣
から表彰されました。

市報なめがた 2018.12.1
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行方市体育協会表彰
10 月 7 日
（日）
、
行方市民運動会開会式において行方市体育協会表彰式が行われ、
個人 31 人、５団体（83 人）が受賞しました。
■優秀選手賞
齋藤総一郎
風間華可
貝塚遥輝
理崎智香
理崎嘉人
風間智貴
風間遥貴
堀越心愛
森崎可南子
池田こころ
栗山唯伽
関口夢來
荒木田美咲
金澤帆花
金塚心鈴
山口萌香
鈴木魁人
山口滉太
荒木田航
出沼広翔
石井 誉
羽生りさ
森美沙希
瀧﨑悠生
仲居大樹
宮崎暖人

水泳（北浦小３年）
水泳（玉造小６年）
水泳（玉造小５年）
水泳（玉造小６年）
水泳（鉾田南中２年）
水泳（鹿島中３年）
水泳（清真学園高３年）
ゴルフ（明秀学園日立高２年）
テニス（筑波大学４年）
ソフトテニス（水戸女子高２年）
ソフトテニス（土浦第三高３年）
ソフトテニス（玉造小６年）
ソフトテニス（玉造小６年）
ソフトテニス（玉造小６年）
空手道（玉造中３年）
空手道（玉造中２年）
空手道（鉾田一高３年）
空手道（鉾田一高１年）
空手道（玉造小５年）
空手道（玉造小５年）
空手道（玉造小５年）
空手道（玉造小５年）
空手道（北浦小３年）
硬式テニス（玉造小５年）
サッカ－（玉造小６年）
サッカ－（玉造小６年）

秋季バドミントン大会
１０月 21 日（日）北浦運動場体育館
■男子ダブルスＡ
【優

勝】屋代・松永

■男子ダブルスＢ
【優

勝】梅原・大河

■男子ダブルスＣ
【優

勝】山崎・加藤

■女子ダブルス A
【優

勝】森

・濱口

■女子ダブルス B
【優

勝】瀬尾・瀬尾

■女子ダブルスＣ
【優
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勝】高橋・
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林

組（新治クラブ）
組（北浦クラブ）
組（ミラクルショット）
組（ミラクルショット）
組（木曜会）
組（チームしまりく）

平成 30 年 12 月号

■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）
麻生フェニックスハンドボ－ルクラブ（ハンドボ－ル）
県立麻生高等学校男子ハンドボ－ル部（ハンドボ－ル）
県立麻生高等学校女子ハンドボ－ル部（ハンドボ－ル）
ＦＣ北浦（サッカ－）
■最優秀指導者賞
貝塚雅人（ハンドボ－ル）
小沼嘉樹（ハンドボ－ル）
石間克彦（野球）
■スポーツ功労者賞
菅谷 強 ゲートボール（行方市体育協会ゲートボール部）
野原幸喜 ゲートボール（行方市体育協会ゲートボール部）

秋季グラウンドゴルフ大会
１０月 10 日（水）北浦運動場第１グラウンド
【優 勝】宮内 廣【準優勝】眞家幸治
【第３位】折笠たみ

第 21 回行方杯クロッケー大会
10 月 26 日（金）北浦運動場クロッケーコート
【優 勝】松寿会Ｂ【準優勝】本宿クラブＡ
【第３位】本宿クラブＢ【第３位】千歳会

第 34 回ふれあいソフトバレーボール秋季大会
10 月 28 日（日）北浦運動場体育館
■エキスパートクラス
【優 勝】フラワーズ
■レギュラークラス
【優 勝】ORANGE【第３位】球遊会 B
■チャレンジクラス
【優 勝】Sparrows【第３位】ゴールドウィング A

