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成人式実行委員を代表してペットボトルキャップを届けてくれた
実行副委員長の森作悠加さんとカスミ大洋店の黒川次長

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

平成 31 年成人式実行委員の皆さん。手作りの募金箱を手に

成人式社会貢献活動へのご協力ありがとうございました
平成 31 年成人式実行委員会の呼びかけで実施した社会貢
献活動の実績をご報告します。
市民の皆さまのご協力により、たくさんの義援金とペット
ボトルキャップが集まりました。ありがとうございました。
○義援金募金
11,000 円
（内訳）
平成 30 年北海道胆振東部地震災害義援金
5,500 円
平成 30 年７月豪雨災害義援金
5,500 円
※２月１日に日本赤十字社茨城県支部行方市地区を通じて
寄付しました。

○ペットボトルキャップ回収
総重量 約 170kg（ポリオワクチン 91 人分相当）
※２月１日にカスミ大洋店へお届けしました。
ペットボトルキャップは、㈱カスミのリサイクル活動を利
用し、リサイクル資源として売られた際の売却益を「世界の
子どもたちにワクチンを日本委員会」に寄付し、ユニセフと
連携して支援国の子どもたちへワクチンを贈ります。

子どもの育ちをつなぐ「確実な接続」を目指して

安定した地域農業の持続的発展を

行方市保・幼・小の連携研修会

土地改良区合併予備契約調印式

２月８日（金）、幼児教育施設職員と小学校教職員が幼
児理解を小学校教育につなげるため、保育園、認定こども
園、幼稚園および小学校等を対象とした「幼児教育と小学
校教育の接続に関する研修会」を実施しました。
今回は DVD を視聴し、主体的に遊び育つ子どもの姿、
子どもの遊びを見る視点、幼児期の終わりまでに育ってほ
しい姿の捉え方等について意見を交換しました。さらに、
小学校区ごとに本年度の取り組みの成果と課題、平成 31
年度の目標・具体的な取り組みと内容について話し合いま
した。幼児理解のためには相互参観が重要であることを受
け止め、小学校の授業参観や夏休み等に幼児教育施設の保
育を参観する計画案が出されました。
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２月６日（水）、市長立ち会いのもと、土地改良区合併
予備契約調印式が行われました。
「立花土地改良区（坂本瑞夫理事長）」、「沖洲土地改良区
（羽生唯仁理事長）」、
「浜土地改良区（石橋淑人理事長）」、
「玉
造上土地改良区（成嶌常松理事長）」、「鳥名木土地改良区
（中澤侯晴理事長）」の５つの土地改良区は、「（新）行方北
部土地改良区」として、９月１日の合併を目指し、手続き
を進めています。
合併により、組織運営体制の充実・強化など、将来にわ
たって安定した地域農業の持続的発展が期待されます。

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

出場者および審査員

☎ ０２９９−７２−０８１１

グランプリを受賞した髙野さん

行方市ビジネスプランコンテストを実施しました
３月２日（土）
、北浦公民館において、本市初の試みである「行方市ビジネスプランコンテスト」を実施しました。この
コンテストに向けた講義ツアーには、市内外から 50 人以上が参加しました。
その中から応募・書類審査に通った６人の方に、事業プランをプレゼン形式で発表していただき、最終審査を行いました。
出場された皆さんの、事業プラン実現を期待しております。
◆出場者（敬称略）
髙野大輔「外国人材雇用サポートによる地方活性化」
中嶋奈美「さつまいもで繋がろう！」
中島 一「行方 陸の孤島留学（仮）」
大盛浩典「福祉介護施設向け移動画廊サービス」
根本正枝「まちの駅 マイサー」
濱野充士「行方・霞ヶ浦 PR ＆カメラツアー」※発表順

◆審査結果
【グランプリ】
髙野大輔「外国人材雇用サポートによる地方活性化」
【準グランプリ】
中嶋奈美「さつまいもで繋がろう！」

第４回行方レシピコンテスト

結果発表

「コイのちゃんちゃんなめがた焼き」が最優秀レシピに決定
今回は、霞ヶ浦・北浦の恵みである「鯉・ワカサギ・シラウオ・川エビ」をテーマ食材として、主食やおかず、おつまみ
など３部門でレシピ募集を行ったところ、全国から 66 点の応募がありました。
２月 21 日（木）、北浦公民館において、市長、副市長、漁業関係者、JA なめがたしおさい、市内飲食店関係者および市
内女性団体等を審査員として審査会を開催し、選考を行いました。また、審査および調理には、中川学園調理技術専門学校
にもご協力をいただきました。今後も、食材の宝庫である本市の PR に努めてまいります。
◆最優秀レシピ

【生の鯉・生ワカサギ・生シラウオ・生川エビを使った部門（主食・おかず・おつまみ）】
レシピ名：「コイのちゃんちゃんなめがた焼き」 考案者：行方市

振子 With Ｂさん

◆優秀レシピ

【鯉・ワカサギ・シラウオ・川エビの加工品を使った部門（主食・おかず）】
レシピ名：「鯉甘煮の昆布巻き」 考案者：土浦市 チーム水産事務所さん

▲最優秀レシピ
「コイのちゃんちゃんなめがた焼き」

◆優秀レシピ

【鯉・ワカサギ・シラウオ・川エビの加工品を使った部門（おつまみ・おやつ・スナック）】
レシピ名：「釜揚げシラウオのカナッペ」 考案者：水戸市

金川恵理さん

この他の審査会の結果やレシピなどの詳細は「なめがた日和ホームページ
（https://namegata.mypl.net/）
」からご覧になれます。
【問い合わせ】
なめがた食彩マーケット会議（農業振興センター内）☎０２９１－３５－３１１４
▲審査会の様子
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平成 30 年度宝くじ社会貢献広報事業の助成を受けて実施しました
「地域の芸術環境づくり助成事業」

「一般コミュニティ事業」

宝くじ助成金を活用して、公立文化施設の使用促進を図ると
ともに、古典文化や大衆文化に親しむ機会の創出を図るもの。

住民が自主的に行うコミュニティ活動の促進を図り、地域
の連帯感に基づく自治意識を盛り上げることを目指す。

「春の行方浪曲公演会

田町区で山車車輪を整備

～ 浪曲一直線 ～」

２月３日（日）、麻生保健センターを会場に、浪曲師の
春野恵子さんによる「春の行方浪曲公演会

～浪曲一直

線～」が開催されました。
春野さんは、日本テレビ系バラエティー番組「進ぬ！
電波少年」で家庭教師「ケイコ先生」として人気を博し
た後、浪曲師に転身。この日は、曲師の一風亭初月さん
を伴って「両国夫婦花火」を披露しました。巧みな話術
と三味の音色に、観客はじっくりと聞き入っていました。

田町区では、地域コミュニティ活動の中心を担う大麻神
社例大祭で巡行する山車の車輪を整備しました。
この例大祭は、田町区をはじめとする近隣５地区により毎
年 10 月に開催され、全５台の山車が巡行し、おはやしや手
踊りが披露されるなど、とても華やかに執り行われます。
例大祭には子どもからお年寄りまでたくさんの地域住民
が参加し、伝統芸能の継承にもつながっています。
同区は、これまで以上に例大祭の盛り上がりに期待し、
さらに地域全体の活性化につなげていこうと張り切ってい
ます。

「吉本コメディ劇場 in なめがた」
３月 16 日（土）、市文化会館を会場に、笑いの軍団

３月 21 日（木・祝）、麻生保健センターを会場に、

「吉本新喜劇」のメンバーによる「吉本コメディ劇場

「彼岸に悲願の」大物芸人を招き「行方お笑いライブ」

in なめがた」が開催されました。
この事業は、３月 24 日（日）に開催された「茨城

が開催されました。
当日は、３部制で公演が行われ「ねばねば音頭、

100 ｋウルトラマラソン in 鹿行」の応援イベントと

オスペンギン、チャイム、Ｕ字工事、おぼん・こぼ

しても行われました。

ん」の順に、自慢のネタが披露されました。

スペシャルゲストとして、間 寛平さんや座長の石田

なめがたエリアテレビでもおなじみの芸人や民放

靖さんも出演。寛平さんお得意の芸が飛び出すと、割

テレビで活躍中の芸人の登場に、会場内は大いに賑

れんばかりの拍手と笑いが会場内を包んでいました。

わいを見せていました。

観覧された多くの方々は、次回開催が待ち遠しそう
で、スタッフに問い合わせする姿も見かけられました。
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「行方お笑いライブ」
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第 31 回行方市スポーツ少年団
本部長杯空手道大会
２月２４日（日）玉造Ｂ＆Ｇ海洋センター体育館
■形の部

■組手の部

幼・小学１･2 年生男子

幼・小学１・２年生男Ｂ

【優

勝】三代田玲音（山新鉾田）

【準優勝】田家大智（鉾田）
【第３位】菅原勇大（鉾田）
幼・小学１･2 年生女子
【優

勝】内田ゆあ（小川）

【準優勝】髙野真花（玉造）
【第３位】押野胡桃（鉾田）
小学３・４年生男子
【優

勝】井川友翔（鉾田）

【優

勝】三代田玲音（山新鉾田）

【準優勝】菅原勇大（鉾田）
【第３位】菅原壯大（鉾田）
梅原聡佑（鉾田）
幼・小学１・２年生女子
【優

勝】内田ゆあ（小川）

【準優勝】髙野真花（玉造）
【第３位】佐々木結菜（山新石岡）
萩原希明（玉造）

【準優勝】藤田煌生（山新鉾田）

【第３位】小曽納太耀（鉾田） 小学３・４年生男子
【優 勝】井川友翔（鉾田）
小学３・４年生女子
【優

勝】豊島愛梨（山新鉾田）

【準優勝】村山奈々美（小川）

【準優勝】小曽納太耀（鉾田）
【第３位】池田光惺（山新鉾田）

【第３位】楠原莉來（小川）
小学５・６年生男子
【優

勝】荒木田航（玉造）

【準優勝】石井

誉（玉造）

【第３位】菅原龍之介（鉾田）
小学５・６年生女子
【優

勝】窪 春奈（山新鉾田）

【準優勝】羽生りさ（玉造）
【第３位】豊島梨花（山新鉾田）
中学生男子
【優

勝】酒井大輝（山新鉾田）

【準優勝】岡村琉心（小川）
【第３位】藤田悠大（鉾田）
中学生女子
【優

勝】山口萌香（山新鉾田）

石﨑斗鷲（鉾田）
小学３・４年生女子
【優

美術作品を一堂に展示
第１３回水郷美術展覧会

２月 13 日（水）から２月 17 日（日）の５日間、麻生
公民館体育室を会場に、第 13 回水郷美術展覧会が開催さ
れました。
この水郷美術展覧会は、水郷美術家協会を中心に、本市
と潮来市の美術振興の向上を目的に、絵画・書道・写真・
陶芸の４部門の作品を募集して、展示します。
本年度は、173 作品（絵画 50 点・書道 38 点・写真 52 点・
陶芸 33 点）が出品され、期間中は多くの方々に鑑賞して
いただきました。
来年度は、潮来市を会場に開催されます。

勝】村山奈々美（小川）

【準優勝】豊島愛梨（山新鉾田）
【第３位】菅原杏夏（鉾田）
楠原莉來（小川）
小学５・６年生男子
【優

勝】反田大翔（小川）
※最優秀選手

【準優勝】荒木田航（玉造）
【第３位】石井

誉（玉造）

鹿島弘杜（玉造）
小学５・６年生女子
【優

勝】窪

春奈（山新鉾田）

【準優勝】羽生りさ（玉造）
【第３位】山口さやか（玉造）
豊島梨花（山新鉾田）
中学生男子
【優

勝】酒井大輝（山新鉾田）

【準優勝】藤田悠大（鉾田））
【第３位】市村柾人（鉾田）
星野隼斗（小川）
中学生女子
【優

勝】山口萌香（山新鉾田）

麻生中と麻生東小に教材用物品を寄贈

藤﨑建設工業と千葉銀行による私募債を活用した地域貢献活動
千葉銀行の地方創生私募債「みらいはぐくみ債」を活用
した地域貢献活動として、藤﨑建設工業と千葉銀行から、
麻生中学校に「三連折り畳み式展示板」と「ラミネーター」
が、麻生東小学校に「児童図書 140 冊」が贈られました。
この取り組みは、千葉銀行が私募債の発行企業から受け
取る手数料の一部で教育関連の物品を購入し、企業の指定
する学校に寄贈するものです。
３月５日（火）、麻生庁舎で行われた贈呈式では、同校
の卒業生（統合前の麻生一中と大和一小）である藤﨑建設
工業の藤﨑政行社長から、両校の校長へ目録が手渡されま
した。
市報なめがた
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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 152 日（2019 年４月１日現在）

開催まであと 146 日（2019 年４月１日現在）

麻生東小学校でハンドボールの出前授業
「茨城国体に向けた選手強化事業」
２月８日（金）、麻生東小学校の３年生 46 人を対象にハンドボールの出前授業を行いました。
指導者は、県立麻生高校ハンドボール部顧問の貝塚先生と小沼先生。部員（高校生）の皆さんが補助員として、子ども
たちに直接指導しました。初めてハンドボールに触れた子どもも多く、最初は慣れない感じでしたが、時間と共に笑顔で
取り組む姿が見られました。部員（高校生）の皆さんも一緒に、楽しい時間を共有することができました。

第４回行方杯高等学校バスケットボール大会
２月２日（土）３日（日）麻生運動場体育館ほか

男子の部
【優

勝】水戸工業高校Ａ【準優勝】水戸工業高校Ｂ

【第３位】土浦第三高校
女子の部
【優

勝】久喜高校（埼玉県）
【準優勝】大成女子高校

第 13 回市内ミニバスケットボール
新人大会
２月１７日（日）麻生東小学校体育館
【優

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

【第３位】麻生高校

第 35 回ふれあい
ソフトバレーボール春季大会

第 13 回行方市小学生ハンドボール大会

２月１７日（日）北浦運動場体育館

２月９日（土）１０日（日）麻生運動場体育館ほか
男子の部【優 勝】土浦ハンドボールクラブ
女子の部【優 勝】東久留米ハンドボールクラブ
ちびっ子の部【優 勝】麻生フェニックス Jr.BOYS

エキスパートクラス
【優

２月１７日（日）潮来市前川運動公園
【優

勝】SKYLANTERN Ｓ（行方市）

【優

勝】funny（潮来市）【準優勝】Lovers（行方市）

勝】玉造ＦＣ【準優勝】日の出ＳＳＳ

行方市体協残弾整理射撃会
2 月２４日（日）潮来射撃場

15

Ｃ（鉾田市）

チャレンジクラス

【第３位】ＦＣ北浦【第３位】牛堀ＳＳＳ

【優

勝】BOSS

レギュラークラス
【優

第 13 回行方杯少年サッカー大会

勝】麻生ミニバスケットボールスポーツ少年団

勝】箕輪明男【準優勝】大川秀和【第３位】額賀三男
市報なめがた
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第５回行方市ゴルフ連盟大会
2 月 20 日（水）セントラルゴルフクラブ
【優

勝】原

延征【準優勝】千ヶ崎良治

【第 3 位】渋谷克之【ベストグロス】渡邉康夫

