まちの話題

新選組！茨城玉造隊 最優秀賞に輝く
第 22 回ひの新選組まつり
５月 12 日（日）
、
東京都日野市にて開催された「第 22 回ひの新選組まつり路上パフォーマンスコンテスト」において、
全国から出場した 20 団体の中から、新選組！玉造隊が最優秀賞に輝きました。
コンテストでは、殺陣や芝居を織り交ぜながら、時間内でいかに表現するかを競います。
玉造隊メンバーは現在 15 人。今回演出を担当した齋藤正さん（小幡）は「行方市出身と言われる芹澤鴨を題材に作品
を創り、日夜稽古に励んできました。10 回目の挑戦でこの賞を取ることができて光栄です。次の目標は大会二連覇です」
と力強く話していました。

９月 14 日（土）
・15 日（日）は、ここ行方市でも、
なめがた新選組まつりと並行して「全国新選組サミット
in 水戸派」の開催が決定しました。
15 年前に、旧玉造町で開催した「新選組サミット」が、
令和元年に帰ってきます。
当日は、霞ヶ浦ふれあいランドでの野外イベントや芹
沢地区の法眼寺での追善供養が、麻生公民館では「まち
づくり市民劇団●玉造座」の新選組演劇公演会が行われ
る予定です。

玉造中学校が知事感謝状を受賞
薬物乱用防止事業
6 月 11 日（火）
、玉造中学校の生徒ボランティアが中
心となり、登校中の同校生徒に向け、薬物乱用は「ダメ。
ゼッタイ。」を合言葉に、薬物乱用防止キャンペーンを
実施しました。
また、これまでに薬物乱用防止活動に積極的に取り組
んだ功績が認められ、茨城県知事から感謝状が授与され
ました。おめでとうございます。

花と緑あふれるまちづくり
なめがたネットワーカー連絡協議会
なめがたネットワーカー連絡協議会（菅谷京子会長）は、
霞ヶ浦ふれあいランドの花壇へマリーゴールドなどの花を
植えました。
現在 34 人の会員が、チャレンジいばらき県民運動の推
進と地域の人たちとのネットワークづくりに取り組み、元
気で住みやすい茨城づくり、行方づくりをすすめています。
なお、当協議会では新会員を随時募集しています。
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犯罪や非行を防止し、立ち直りを支える地域のチカラ
第 69 回

社会を明るくする運動

５月 29 日（水）、麻生地区保護司会の内田正雄会長をはじ
め４人の会員により「第 69 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。

７月６日（土）、ショッピングプラザ

ラ・ラ・ルー（潮

来市）において、街頭キャンペーンが実施されました。
罪を犯した人たちの更生を支える地域を築くため、麻生
地区保護司会をはじめとした各団体が、行方市・潮来市で
構成される「麻生地区推進委員会」に結集し「社会を明る
くする運動」に取り組んでいます。
当日は、牛堀中学校吹奏楽部による演奏でキャンペーン
を盛り上げながら、買い物に訪れた人々へうちわやリーフ
レットを配布し、運動の普及啓発に励みました。

北浦運動場体育館および
トレーニングルームの
利用中止について
自動火災報知設備工事のため、次の期間、体育館
およびトレーニングルームの利用ができません。
利用者の皆さまにはご迷惑をおかけしますが、ご
理解のほどお願いいたします。
▶利用中止期間

８月 19 日（月）～９月２日（月）

麻生中と麻生東小に教材用物品を寄贈
藤﨑建設工業と筑波銀行による私募債を活用した地域貢献活動

筑波銀行の寄贈サービス付私募債「地域の未来応援債」
を活用した地域貢献活動として、藤﨑建設工業と筑波銀
行から、麻生中学校に ｢刈払機､ 掃除機､ ベンチ等｣ が、
麻生東小学校に ｢国語辞典 37 冊｣ が贈られました。
この取り組みは、筑波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。
６月 14 日（金）に麻生庁舎で行われた贈呈式では、
同校（統合前の麻生一中と大和一小）の卒業生である藤
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。
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第 14 回行方市長杯インディアカ大会

第 14 回行方市長杯軟式少年野球大会

６月２日（日）北浦運動場体育館

５月２６日（日）、６月１日（土）・2 日（日）

■シニア女子Ａブロック
【優 勝】キャンディーズ【準優勝】ノアＡ
【第３位】ポップコーンＡ
■シニア女子Ｂブロック
【優 勝】ノア B【準優勝】ノアＣ
【第３位】ピンキーズＢ

ミニバスケットボール
茨城県スポーツ少年団交流大会 行方市予選大会
６月２日（日）北浦小学校体育館
【優

玉造浜野球場、北浦第２グラウンド
【優 勝】当間スポーツ少年団
【準優勝】玉造ジャイアンツ
【第 3 位】徳宿スポーツ少年団
【第 4 位】旭ドジャーススポーツ少年団
〈個人賞〉
【最優秀選手賞】米川裕之介（当間スポーツ少年団）
【優秀選手賞】羽生 伯（玉造ジャイアンツ）
三代田則洋（徳宿スポーツ少年団）
鈴木大晴（旭ドジャーススポーツ少年団）

勝】麻生ミニバスケットボール

【準優勝】玉造山王ミニバスケットボール
【第 3 位】羽生 Wings
【第 4 位】北浦 Grasses ＭＢＣ

行方市春季バドミントン大会
６月９日（日）北浦運動場体育館
■男子ダブルスＡ
【優 勝】張谷・小川 組（オレンジ）
【準優勝】遠田・横田 組（北浦クラブ）
■男子ダブルスＢ
【優 勝】木村・山本 組（右往左往）
【準優勝】太田・伊藤 組（アンタラーズ）
【第 3 位】栗原・平井 組（クリマリズ）
【第 3 位】山崎・下山 組（馴柴）
■男子ダブルスＣ
【優 勝】瀬尾・岩本 組（飛翔クラブ）
【準優勝】横地・根岸 組（みんとくらぶ）
【第 3 位】遠峰・久保田 組（小川シャトル）
■女子ダブルスＡ
【優 勝】坂本・大久保 組（ハイタッチ）
【準優勝】小沼・小澤 組（北浦クラブ）
【第 3 位】中居・遠田 組（北浦クラブ）
【第 3 位】笹本・服部 組（ハイタッチ）
■女子ダブルスＢ
【優 勝】真家・清水 組（北浦クラブ）
【準優勝】星・佐藤 組（Ｌ＆Ｂ）
【第３位】高柳・内田 組（北浦クラブ）
【第 3 位】大原・下曽小川 組（SPEEDSTAR）
■女子ダブルスＣ
【優 勝】飯塚・井川 組（八郷クラブ）
【準優勝】栗原・金塚 組（北浦クラブ）
【第３位】岡・笠寺 組（Ｓｈｕｔｔｌｅ 298）

第１回グラウンドゴルフ大会
６月１２日（水）高須崎公園
【優

勝】岡里年貢【準優勝】貝塚信夫【第３位】茂木

勝

第 14 回行方市長杯ソフトバレーボール大会
６月８日（土）北浦運動場体育館
■エキスパートクラス
【優

勝】球友会Ａ【準優勝】ＢＯＳＳ－Ｂ

■レギュラークラス
【優

勝】VAINQUEUR【準優勝】SKYLANTERN  Ｋ

■チャレンジクラス
【優

勝】スパロウズ【準優勝】上山運動部

第 14 回行方杯剣道大会
６月１５日（土）麻生運動場体育館
■小学生団体の部 【優

勝】小川少年剣友会 A

【第３位】麻生剣友会 A

市民ハイキング

■小学生個人の部 【優

勝】皆藤龍司（小川少年剣友会）

■中学生男子団体の部 【優

勝】波崎第一中学校

行方市体育協会レクリエーション部主催

■中学生男子個人の部 【優

勝】佐藤生南（波崎一中）

６月 19 日（水）、山梨県昇仙峡において、61 人の参
加により開催されました。

■中学生女子団体の部 【優

勝】平井中学校

■中学生女子個人の部 【優

勝】谷口小姫菜（神栖二中）
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B&G 全国水泳大会に出場します
7 月 6 日（土）
、B&G スポーツ大会茨城県大会が、五霞町 B&G 海洋センターで行われました。

この大会で、各種目別に標準タイムを上回った上位 6 人が全国大会に出場できます。本市からは 14 人の選手が

参加し、みごと 7 人の選手が全国大会出場権を獲得しました。
全国大会に出場する方と県大会の結果は次のとおりです。

タイム

順位

齋藤総一郎

氏名

北浦小 4 年

3・4 年生

自由形

男子 50 ｍ

37 秒 00

第1位

貝塚啓斗

玉造小 4 年

3・4 年生

自由形

男子 50 ｍ

41 秒 23

第5位

永作憲史郎

麻生小 5 年

5・6 年生

バタフライ

男子 50 ｍ

40 秒 02

第5位

貝塚遥輝

玉造小 6 年

5・6 年生

バタフライ

男子 50 ｍ

36 秒 94

第3位

5・6 年生

自由形

男子 50 ｍ

32 秒 45

第4位

倉川

北浦小 6 年

5・6 年生

平泳ぎ

男子 50 ｍ

46 秒 17

第4位

34 秒 61

第5位

琥

理崎智香
理崎嘉人

学校・学年

種目

鉾田南中 1 年
鉾田南中 3 年

中学生

自由形

女子

50 ｍ

中学生

バタフライ

37 秒 55

第5位

中学生

自由形

男子

50 ｍ

27 秒 59

第2位

中学生

自由形

男子

100 ｍ

59 秒 98

第3位

女子

50 ｍ

全国大会は、８月 17 日（土）
、東京辰巳国際水泳場で行われます。選手の皆さん、頑張ってください。

き

ょ

か

炬火の火種を自分たちでおこしました
市内の小中学校でマイギリ体験
きょか

茨城国体で使用する「炬火」の種火を作るため、
５月 30 日（木）玉造小学校をスタートに、市内の
小中学校で「マイギリ体験」
（採火）を行いました。
炬火は、オリンピックで言えば聖火のことで、子
どもたちはマイギリを使用して、トーチにともす
火をおこしました。初めは難しく、うまくいきま
せんでしたが、繰り返し行うことで上手に火をお
こすコツがつかめたようでした。
子どもたちからは「こんなに大変だとは思わな
かった」という声が多く出ました。
この炬火は、７月 20 日（土）に行われた炬火リ
レーで、市内（北浦庁舎～白帆の湯間

約 15km）

を 48 人のランナーがつなぎました。また、９月に
行われる茨城国体の開会式でも使用されます。
マイギリ体験の指導は、茨城県高圧ガス保安協会
鹿行ブロック青年部の皆さんのご協力を得ました。

公開競技「ゲートボール」

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
30
日（2019
年８月１日）
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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）

令和元年８月号

開催まであと 24
146 日（2019
日（2019 年４月１日現在）
開催まであと
年８月１日）

