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まちの話題

令和元年 なめがた狂歌の入選者のお知らせ！
たくさんの応募ありがとうございます
７月 24 日（水）
、北浦公民館において、なめがた狂歌（第１期）の審査会が行われました。
ここに、入選された方を紹介します。なお、入選作品は、市ホームページからご覧になれます。
（入選数

一般の部：20 首・学校の部：40 首）

■一般の部

■学校の部

栗田幸一（土浦市）

関戸嘉久（麻生小）

瀬尾美菜子（麻生中）

平賀康意（鉾田市）

根本柑那（麻生東小）

藤﨑柊来（麻生中）

佐久間秀子（大子町）

金田颯哉（麻生東小）

柳町稜太（麻生中）

岸野由夏里（京都府）

新橋勇人（麻生東小）

鈴木ひかり（麻生中）

町田和義（つくば市）

額賀さくら（麻生東小）

髙﨑未香（麻生中）

河野敏子（行方市）

平山大雅（麻生東小）

根本ここみ（麻生中）

奈良博吉（群馬県）

内山幸美（麻生中）

堀

瀬尾宏子（行方市）

樽見菜月（麻生中）

宮﨑美羽（麻生中）

松本玉江（行方市）

榊原夢羽（麻生中）

横山七楓（麻生中）

石田好雄（行方市）

人見徠央（麻生中）

芝

海老沢幸子（土浦市）

羽生麗未（麻生中）

藤田康之介（麻生中）

柏葉雅子（行方市）

茂木さくら（麻生中）

大川真央（潮来二中）

石川二三男（那珂市）

宮内彩羽（麻生中）

髙須萌衣（潮来二中）

追田律子（行方市）

宮内麻衣（麻生中）

西山陽南夏（潮来二中）

杉本秋生（水戸市）

宮﨑琉偉（麻生中）

星

前野平八郎（行方市）

茂木咲良（麻生中）

西山颯汰（潮来二中）

川松三男（笠間市）

吉﨑裕斗（麻生中）

恩田慧吾（日本体育大学）

大谷津修司（栃木県）

内山明梨（麻生中）

岡田龍生（日本体育大学）

髙塚美智子（行方市）

久保田雄大（麻生中）

大竹伸一郎（日本体育大学）

石井保美（常陸太田市）

鈴木蓮斗（麻生中）

甲斐将太（日本体育大学）

瑛太（麻生中）

陽希（麻生中）

俊輔（潮来二中）

▶応募期間のお知らせ
第 2 期：９月１日（日）～９月 20 日（金）
第 3 期：11 月１日（金）～ 11 月 20 日（水）
作品の応募をお待ちしています！
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モンゴル国ウエイトリフティングナショナルチームがやってくる！
モンゴル国事前キャンプ協定書締結調印式
本市とモンゴル国ウエイトリフティング競技団体（モンゴル国ウエイトリフティング連盟）との間において、2020 年
東京オリンピック・パラリンピック競技大会に向けた事前キャンプについて、本市を会場に実施することに合意しました。
７月 26 日（金）
、駐日モンゴル国特命全権大使の立ち会いの下、事前キャンプ協定書締結調印式を行いました。
今後、円滑な事前キャンプの実施はもとより、選手団と市民等の交流事業を積極的に実施すると共に、当該スポーツ
交流を切り口に、一過性ではない永続的な人的・経済的・文化的な相互交流を目指していきます。

左から

モンゴル国オリンピック委員会
（ジュクデル

オトゴンサーガン顧問）

モンゴル国駐日大使館
（ダンバダルジャー

バッチジャルガル特命全権大使）

行方市（鈴木市長）

学校教育に役立てて
なめがた創生会が玉造小に図書カードを寄贈
７月３日（水）
、なめがた創生会（高橋秀典会長）から、
玉造小学校に図書カード（５万円分）が寄付されました。
この取り組みは、ダンボール回収事業の収益金の一部
を学校教育に役立ててほしいと、なめがた創生会が昨年
度より実施しているものです。
なめがた創生会は行方市内でボランティア活動を行う
団体で、地域に根ざした活動にご尽力いただいています。

和の空間で癒やしのおもてなし
地域活性化協議会「たんぽぽ茶屋」

市内の女性団体「地域活性化協議会」の「たんぽぽ茶
屋（飯田光子さん、新堀文江さん、藤﨑弘子さん、近藤
芳子さん）」は、旧レストランみずまる（霞ヶ浦ふれあい
ランド隣）で行われているモンゴル国ウエイトリフティ
ングナショナルチーム事前キャンプ（８月 18 日～９月２
日）の見学に訪れたお客さまに、「和」の空間や飲み物の
おもてなしで、癒やしのひとときを提供しています。
「着物やちりめん細工、お花などで日本らしさを感じて
もらい、両国の交流ができれば。今後もこの空間でのお
もてなしを継続していきたい」とメンバーの皆さんは話
しています。
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みんなで育てる地域の子どもたち
子育てカフェ in Namegata
７月 20 日（土）、麻生公民館において、行方
市男女共同参画推進委員会（長峰智子委員長）
主催による ｢子育てカフェ in Namegata｣ が
開催されました。
自分たちの活動の幅を広げ他団体とのネット
ワークをつくることを目的に、市内の地域活動
団体、ママサークルの会員など総勢 26 人が参

自己紹介

テーマトーク

発表タイム

子どもたちも意見交換

加し、意見交換を行いました。
テーマトークでは「子どもたちや私たちにとっ
て住みやすい未来の姿とは」を題材に、ありた
い姿やそのための自分たちの役割などを話し合
いました。
委員会では、今後もこのように市民同士が意
見交換する機会をつくっていく予定です。

サウンディング調査に基づく
協力事業者との協議を開始しました
霞ヶ浦ふれあいランド再生基本計画の検討に向けて
サウンディング調査を行った結果、霞ヶ浦ふれあいラン
ド再生に向けた民間ノウハウの活用に向け、計画策定段
階から施設の運営等への参画が可能な民間事業者の意見を
反映することの必要性が確認されました。このため、サウ
ンディング調査に参加した事業者に対して事業提案を募集
し、評価・対話を行った結果、株式会社ＭＯＦＦ社（本社：
石岡市）を協力事業者として選定し、８月６日（火）
、霞ヶ
浦ふれあいランド再生基本計画策定に関する包括的協定書
の締結を行いました。
今後、計画策定のために、民間事業者としての意見の招
請等を行っていきます。

霞ヶ浦の現況を学びました
行方市児童環境学習会

環境保全行方市民会議主催の児童環境学習会が、８月
２日（金）
、霞ヶ浦ふれあいランド水質学習棟において
開催されました。
水資源機構（利根川下流総合管理所）の職員を講師に
招き、玉造キッズの３年生（参加者 24 人）と共に、霞ヶ
浦の現況を知るため、プランクトン観察や水質検査等を
行い、楽しく学習しました。
行方市環境基本計画に基づく環境教育および環境学習
の一環として、霞ヶ浦の現状を知り、環境を守るため自
分は何ができるかを考える良い機会となりました。
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第 14 回行方市民総合スポーツ大会
７月７日（日）市内体育施設および各学校施設 ※セーリングのみ２１日（日）に開催
★バレーボール
【優

★ハンドボール

勝】Lovers 【準優勝】南愛球会

【第３位】TEAM ｰ ZERO【第３位】青空クラブ
★ソフトテニスの部

【第３位】狩谷・舛田組【第３位】出沼・坂本組
★バドミントン

【第３位】Ｌ＆Ｂ（ひでき）【同３位】TEAM SHIKIHO

【優

勝】今泉

弥 【準優勝】箱根勝巳
敏 【第３位】神子田誠二

★バスケットボ－ル
●男子の部
【優

●中学生シングルス

勝】あらびきボーイズ【準優勝】レイカーズ A

【第３位】レイカーズ B【第３位】キリング

勝】龍﨑創平【準優勝】根本修汰【第 3 位】小林知生

●高校生シングルス

●混合の部
【優

勝】山口悠人 【準優勝】根本拓海

【第３位】宮内一樹 【第３位】石山晴輝
●一般女子シングルス
【優

勝】麻生フェニックス 【準優勝】麻生中 A

【第３位】平野

勝】スピードスター 【準優勝】ＢＣＰ

★卓球

【優

【優
★剣道

勝】チョッパー【準優勝】無双【第３位】射翔流 's

●団体戦Ｂクラス

【優

●女子の部
【第３位】麻生中 B 【第３位】麻生 U-10

●団体戦Ａクラス

【優

勝】麻生中 A 【準優勝】北浦中３年

【第３位】麻生フェニックス Jr.

勝】高野・田澤組【準優勝】金澤・理崎組

【優

【優

【第３位】麻生フェニックス

●一般の部
【優

●男子の部

勝】ジョーカーズ【準優勝】U．B．C

★セーリング
【優

勝】小峰

実 【準優勝】遠藤俊雄

【第３位】毛藤法夫

勝】大輪栄子 【準優勝】河野敏子

【第３位】飯田美智子
●ダブルス
【優

勝】龍﨑創平・新堀陽香

【準優勝】山口悠人・根本拓海
【第３位】宮内一樹・石山晴輝

10 月 13 日（日）

市民運動会を開催します！

期日：

市民間の親睦交流を深めるため、市民運動会を開催

場所：北浦第１グラウンド

します。
市民の皆さんが自由に参加できるよう、多数のオー
プン種目を中心に、保育園、幼稚園、子ども園、スポー
ツ少年団などの団体での参加も予定しています。
※雨天の場合は、翌 14 日（月曜日：体育の日）に順延します。
14 日も雨天の場合には、中止とします。

皆さまのご来場をお待ちしています。

「秋のチャレンジデー」も同時開催！
市民運動会開催日、行方市内でスポーツを推進する本イベントに取り組みます。
15 分間以上継続して運動やスポーツを行った住民の参加率を測ります。
からだを動かして健康になりましょう！

【問い合わせ】生涯学習課スポーツ推進室 ☎０２９１－３５－２１２０
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【優

第 29 回社会人サッカー大会

行方地区弓道連盟夏季大会

６月９日（日）麻生運動場多目的グラウンド

7 月 7 日（日）麻生運動場弓道場
■団体

勝】麻生クラブ

【優

【準優勝】玉造 FC

勝】藤井舞子（潮来）佐藤至学（玉造）柳町照夫（麻生）

■射詰

【第３位】鹿行クラブ

【優

■射込

第 29 回玉造ロータリークラブ杯
少年サッカー大会

【優

勝】FC 麻生

低学年の部【優

勝】玉造 FC

勝】柳町照夫（麻生）【準優勝】河須崎恒（麻生）

【第３位】久保喜雄（麻生）

６月２９日（土）麻生運動場多目的グラウンド
高学年の部【優

勝】斉藤勝美（玉造）

第 13 回行方市長杯スポーツ少年団バレーボール大会

■金的
白鳥恵美子（潮来）濱野雅拓（潮来）

第 14 回市内女子ミニバスケットボール
親善リーグ夏季大会
７月 7 日（日）北浦運動場体育館

７月６日（土）玉造運動場体育館ほか１会場
【優

【優 勝】麻生ミニバス【準優勝】玉造山王ミニバス
【第３位】羽生 Wings 【第４位】北浦 GrassesMBC

勝】かすみがうら JVS

【準優勝】鉾田バレーボールスポーツ少年団
【第３位】V ペガサス

第 95 回行方市体育協会長杯ゲートボール大会

【第３位】土浦ドリームス

７月１８日（木）北浦運動場クロッケーコート
【優

きょか

茨城国体に向けた炬火リレー開催

｢行方の

勝】白浜 【準優勝】繁昌

未来輝く 希望の火｣ をつなぎました

７月 20 日（土）、炬火リレーが開催されました。
市内（北浦庁舎～あそう温泉白帆の湯間

約

15Km）を 25 区間に分け、48 人のランナーで
つなぎました。開会式では、点火式・集火式が
行われ、市長が第一走者のトーチに点火してス
タートしました。
各区間の走者は黄色のユニフォームを着用し、
元気いっぱいに笑顔でトーチを引き渡してくれ
ました。また、沿道にはたくさんの応援の方が
駆けつけてくださり、ランナーの力走に大きな
声援を送ってくれました。
ゴールの白帆の湯では、北浦童太鼓の皆さん
が閉会式を大いに盛り上げてくれました。

公開競技「ゲートボール」
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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）

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
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