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Topic of Namegata まちの話題

自衛官募集相談員の
委嘱状が交付されました

　自衛官募集相談員の委嘱状が３人に交付されました
のでご紹介します。
　自衛官募集相談員は、志願者に関する情報の提供や
自衛隊地方協力本部の行う募集のための広報に対する
援助を行っており、任期は２年間となっています。
　相談員の皆さまには、今後２年間、自衛官募集はも
とより、市民と自衛隊との橋渡し役として活躍いただ
きますようご期待申し上げます。
■自衛官募集相談員
　井坂文稔さん
　額賀勝尾さん
　中川文男さん

　行方市消防団玉造支団第 3分団の皆さんには、献血
事業推進のため、平成 19年から継続して集団献血に協
力していただいています。平成 29年度には、10年以
上継続して集団献血に協力したことが認められ、日本
赤十字社から感謝状が贈呈されました。
　今年も、5月 19日（日）に実施した献血に、多くの
団員の皆さんが協力してくれました。
　病気やケガなどで輸血を必要とする方の尊い命を救
うため、引き続き献血へのご協力をお願いします。

長年にわたり献血事業に協力

　５月 31日（金）、JAなめがたしおさいの笹本孝之代
表理事専務が横田英一教育長を訪ね、市内の小学校の児
童に対し、食農教育補助教材「農業とわたしたちのくら
し」を寄贈いただきました。
　この教材は「JAバンク食農教育応援事業」の一環で、
子どもたちが食や環境、農業への理解を深めることを目
的に寄贈されたものです。
　農業の生活への関わりが学べる内容で、小学５年生の
社会科の授業で役立てられる予定です。

JA バンクが補助教材を寄贈
小学生の食農教育を応援

　５月 30日（木）、新堀文江行政相談委員（手賀）が、
総務省茨城行政監視行政相談センター所長から感謝状を
贈呈されました。
　行政相談委員は、総務大臣から委嘱を受け、地域住民
の身近な相談相手となり、行政サービスに関する苦情・
相談や行政の仕組み・手続に関する問い合わせなどの相
談を受け付けています。新堀委員は、行政相談委員とし
て積極的に活動し、その業務遂行に特に尽力したことが
認められ、このたび表彰されました。
　新堀委員は、６月 18 日（火）に市長を表敬訪問し、
その報告を行いました。

行政相談委員が感謝状を受贈
市長へ報告 行方市消防団玉造支団第３分団
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地域に根差した ICT活用で「情報発信日本一」へ

　５月 22日（水）、東京都新宿区において、事業構想大学院大学主催の「ICT活用全国首長会議」が開催されました。
　この会議は、自治体の抱える地域課題に対して、ICT を活用した解決策の議論を深めるとともに、ICT 活用の
最前線の知識を共有し、ICT が各自治体でより一層活用されることで、自治体経営の一助になることを目的に開
催されているものです。
　本市は、つくば市や神戸市などの 5市と共に ICT 活用の最前線６自治体に選ばれ、「地域に根差した ICT 活用
で『情報発信日本一』へ」と題し、100人委員会による総合戦略書策定、デジタル広報、多言語通訳サービスな
どの行政サービスのほか、観光・教育分野での ICT 活用、防災対応型エリア放送「なめがたエリアテレビ」の取
り組みについて紹介しました。トークセッションでは、「① ICT 活用を行う前に、まちの理想を描き、いかに構
想計画を策定するのか」、「②産官学連携でいかに ICT
活用を加速するのか」のテーマについて、意見を交わし
ました。
　「情報発信で日本一プロジェクト」を掲げる本市は、
シティプロモーション指針に沿ったさまざな手法によ
り、これからも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。

市長講演・登壇による ICT活用報告

まちの話題

　長年にわたり統計調査に携わり、統計行政の推進に

貢献された功績が認められ、茨城県統計功労者として、

本市の３人の方が受賞されました。

　おめでとうございます。

○茨城県統計協会総裁表彰

　　濱田紀男さん

　　谷田川正勝さん

　　田宮暢浩さん

　　　　　　　　（順不同）

茨城県統計功労者表彰
３人が受賞しました

　4月 9・10日に行われた全日本還暦古希軟式野球大会
茨城県大会において、古希の部でみごと優勝を果たした
水郷マスターズ（行方・潮来・神栖・鹿嶋地区在住者のチー
ム）の監督・キャプテン・選手が、市長に優勝を報告し
ました。
　チームは、9月に茨城で行われる全国大会に出場しま
す。本市からは５人の選手が登録しています。
　チームでは選手の募集も随時行っており、58歳から
加入できます。お問い合わせは生涯学習課スポーツ推進
室まで。

全日本還暦古希軟式野球大会茨城県大会で優勝
軟式野球チーム「水郷マスターズ」
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各種目の優勝者は次のとおりです。

男子 100ｍ　斉藤快斗（13秒 97）
女子 100ｍ　内山萌夏（15秒 38）
男子 80ｍハードル　鈴木汰月（13秒 91）
女子 80ｍハードル　大久保一花（15秒 30）
男子走り幅跳び　上山陽向（３m96cm）
女子走り幅跳び　宮﨑咲和（３m36cm）
男子走り高跳び　手塚維翔真（118cm）
女子走り高跳び　石神花菜（121cm）

平成 31年度行方市教育会小学校親善陸上記録会が開催されました
５月23日（木）　北浦運動場第１グラウンド

男子ボールスロー　石神　煌（46m14cm）
女子ボールスロー　大河愛望（43m48cm）
男子 1500ｍ　瀧﨑悠生（５分 24秒）
女子 800ｍ　��手賀莉桜（２分 42秒）
〈400ｍリレー〉
５年男子　１位　麻生東　２位　麻生　３位　玉造　４位　北浦

５年女子　１位　麻生東（※大会新）　２位　玉造　３位　北浦

　　　　　４位　麻生

６年男子　１位　玉造　２位　麻生　３位　麻生東　４位　北浦

６年女子　１位　玉造　２位　麻生　３位　北浦　　４位　麻生東
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第14回行方市近隣中学校サッカー大会

５月１１日（土）麻生運動場体育館他１会場
第 30回行方市麻生杯バレーボール大会

【優　勝】大野中学校【準優勝】大洋中学校
【第３位】北浦中学校【第３位】鉾田北中学校

５月１１日（土）・１２日（日）市内中学校３会場

【優　勝】鹿島中学校【準優勝】潮来第一中学校
【第３位】玉造中学校【第３位】大野中学校

５月４日（土）・11日（土）玉造浜野球場他１会場
第 14回行方市近隣中学校軟式野球大会

【優　勝】北浦中学校・玉造中学校合同チーム

５月１２日（日）・１８日（土）麻生運動場体育館他１会場

第14回行方市近隣中学校バスケットボール大会

■女子の部【第３位】麻生中学校

４月１８日（木）ノースショアカントリークラブ
第１回連盟ゴルフ大会

【優　勝】立原宏一【準優勝】平山勝己
【第 3位】大輪憲正
ベストグロス　渡邉康夫

５月２２日（水）玉造ゴルフ倶楽部捻木コース
第２回連盟ゴルフ大会

【優　勝】渡邉康夫【準優勝】林　源
【第 3位】井坂文稔
ベストグロス　羽生義隆

５月５日（日）麻生運動場体育館

第 14回行方杯ミニバスケットボール大会
兼第４回鬼澤杯

【優　勝】十王ミニバス【準優勝】麻生ミニバス

５月１１日（土）麻生運動場テニスコート他１会場

第13回行方杯中学生ソフトテニス大会
（個人戦）

男子の部�【優　勝】濱谷・堀田　組（旭中）
　　　　�【準優勝】菊池・飯島　組（大洋中）
女子の部�【優　勝】金澤・理﨑　組（玉造中）
　　　　�【準優勝】関口・栗又　組（玉造中）

５月１２日（日）北浦中学校体育館

第18回行方杯中学生バドミントン大会
（ダブルス）

【優　勝】久保・飛田　組（大野中）
【準優勝】塙・高田　組（大野中）
【第３位】大川・上田　組（平井中）
【第３位】金塚・茂木　組（玉造中）

５月１９日（日）玉造浜野球場
行方市ソフトボール連盟杯前期大会

【優　勝】新宮同志会【準優勝】根小屋オールスターズ
【準優勝】キングスターズ【準優勝】大和乃風

５月５日（日）玉造浜野球場
行方市軟式野球連盟前期大会

【優　勝】黒潮

５月１９日（日）麻生運動場弓道場
麻生杯弓道大会

■一般の部
　〈射込〉�【優　勝】髙橋孝二（香取）
　　　　�【準優勝】新川喜美子（神栖）
　　　　�【第３位】青木　隆（友部）
　〈団体〉�【優　勝】波崎Ｂ
■高校の部
　〈射込〉�【優　勝】根本志竜（清真学園高）
　　　　�【準優勝】川田翔天（玉造工業高）
　　　　�【第３位】宮沢拓実（玉造工業高）
　〈団体〉�【優　勝】清真学園Ｇ

５月２６日（日）麻生運動場体育館

行方市バレーボール連盟親善大会

【優　勝】ＴＥＡＭ－ＺＥＲＯ【準優勝】南愛球会
【第３位】フレンズＺ【第３位】フレンズＡ
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　５月 29日（水）に開催されたチャレンジデー 2019。
本市の参加率は、午前中の雨の影響か、前回より 6.1％
減の 58.7％、対戦相手の大館市は 66.7％で、残念なが
ら勝利することはできませんでした。
　お互いの健闘を称え、対戦相手の市旗を庁舎のメイン
ポ－ルに１週間掲揚しました。
　チャレンジデ－は、日常的なスポ－ツの習慣化や住民
の健康増進のきっかけづくりを目的としています。これ
からも積極的に運動に取り組みましょう。
　皆さまのご協力ありがとうございました。

チャレンジデー 2019 結果

Topic of Namegata

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 152日（2019年４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 146日（2019年４月１日現在）開催まであと 61 日（2019 年７月１日） 開催まであと 55 日（2019 年７月１日）

　５月 23日（木）、麻生庁舎において、第６回総会
並びに行方市炬火命名式・炬火走者任命式を行いま
した。前半の総会は役員の改選と平成 30年度の事
業報告・収支決算について審議し、後半の炬火命名
者と炬火走者の任命式は、会場を変えて行いました。
　炬火名「行方の未来輝く希望の火」（越川郁代さん）
と炬火走者代表（横瀬悠平さん）が市長から表彰さ
れ、また、市長が直筆（習字）で炬火名を書きました。

いきいき茨城ゆめ国体実行委員会第６回総会・
炬
き ょ か

火命名式および炬火走者任命式を開催しました

行方市の参加率は 58.7％でした

行方市スポーツ少年団
クリーン作戦

　４月３日（水）に武田 SMILES、５月 12 日（日）
に玉造山王空手道が、ゴミ拾いなどのクリーン作戦を
実施しました。

武田 SMILES

玉造山王空手道

行方市炬火イベントを行います
市内の小中学校７校で、火おこしマイギリ体験（採火）
を行いました。集めた火種を１つにする集火を行い、応
募により集まった 51人の走者が、ト－チに灯した火を
北浦庁舎から白帆の湯までリレ－します。
▶日時　７月 20日（土）北浦庁舎 8：30開会
▶ リレ－コ－ス　北浦庁舎 8：50～旧北浦幼稚園前通り
～県道２号線（水戸鉾田佐原線）～常陽銀行麻生支店
右折～天王崎入口信号～白帆の湯中庭 12：00着予定


