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子どもたちの学びをつなげるために
行方市保幼小の連携・接続のための研修会

北浦庁舎第１会議室を会場に、23 人の幼児教育施設職
員と小学校教員で「令和元年度 行方市保幼小の連携・接
続のための研修会」を実施しました。
茨城大学教育学部附属幼稚園の根本和典先生から「学び
をつなげるために ～子どもが『楽しい』を感じながら保
幼小がつながる工夫～」について、根本先生の体験などか
ら具体的な話をしていただきました。
参加者からは「幼児教育施設と小学校の子どもの学びを
理解しつなげるために、職員全体で情報を共有していきた
い」という意見や「保育や授業を参観し、相互理解に向け
て研修しているが、体験型の保育参観を実施し、幼児理解
を深めて学びにつなげたい」という意見がありました。今
後、さらに自分たちが何をすべきなのか、課題が見えた研
修会でした。

永年勤続教職員が表彰されました
市内の５人の教職員
多年にわたり勤務に奨励し、教育の振興発展に貢献
した教職員に対する表彰式が実施されました。
本市では５人の教職員が表彰対象となり、横田教育
長から表彰を受けました。
今後も、豊かな経験と専門性を生かし、児童生徒や
保護者、地域のためにご尽力いただきたいと思います。

奉納相撲に向けて稽古に汗を流しました
小貫の里山「小貫ふれあいの森」で
８月 21 日（水）から 23 日（金）にかけて、小貫ふれあいの森で、小貫地区の小学３年生から５年生の男子児童たち
が相撲の稽古を行いました。
これは、毎年８月 25 日に行われる化蘇沼稲荷神社例大祭の奉納相撲に向けて、小貫相撲保存会（有馬幸一代表）の皆
さんが子どもたちに稽古を付けているものです。
小貫地区の方々で構成された「森と緑を守る会」
（齋藤 正代表）の皆さんが管理しているこの森では、木々に囲まれ
た手作りの土俵があり、子どもたちは暑さにも負けず、本番に向けて汗を流していました。
当日は、それぞれが稽古の成果を発揮し、満足のいく取組ができました。
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楽しく英語に親しもう！
えいごサマースクール 2019 を開催しました
７月 23 日（火）から 7 月 25 日（木）の 3 日間、小学生を対象に、
各小中学校の ALT（外国語指導助手）とふれ合いながら生きた英語を学
ぶ「えいごサマースクール」を、市内各公民館で開催しました。
全日程を英語のみの環境で、ダンスやクイズ、ゲームなどを行いました。
楽しみながら積極的に英語を学び、実際に使おうとする子どもたちの
様子が見られました。

「誠」の仲間たちが行方に集う
第 15 回なめがた新選組まつり
９月 15 日（日）、恒例の「なめがた新選組まつり」が開催
されました。
午前は法眼寺（芹沢）において芹澤鴨・平間重助らの追善
供養が、午後には霞ヶ浦ふれあいランドに場所を移し、北浦
童太鼓の披露や新選組ゆかりの地隊士と中学校剣道部員、剣
友会によるパレード、ミニライブ、チャンバラ大会などが行
われました。
新選組の象徴であるあさぎ色の羽織を身にまとった隊士た
ちの勇ましい姿に、観客からは大きな声援や拍手が送られま
した。
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第８回メンズ・ウィメンズソフトバレーボール大会
７月 28 日（日）北浦運動場体育館
■メンズクラス
【優

勝】BOSS（鉾田市）

【準優勝】球遊会（行方市）
【第３位】SKYLANTERN（行方市）
■ウィメンズクラス
【優

勝】球遊会 B（行方市）

【準優勝】FLAMES（潮来市）
【第３位】BOSS（鉾田市）

季節や地域の食文化を学ぶ
2019 B&G 全国ジュニア水泳競技大会
８月 17 日（土）東京辰巳国際水泳場
本 市からは、 理 崎 嘉 人さんが 茨 城 県チームの一 員と
してフリーリレーに出 場し、チームは第３位の成 績を収
め、 銅メダルを授与されました。
また、 県 大 会（ 全 国 予 選 会 ）を勝 ち 抜 い た 斎 藤 総
一 郎さん、 貝 塚 遥 輝さん、 貝 塚 啓 斗さん、 理 崎 智 香
さん、 倉 川 琥さん、 永 作 憲 史 郎さん が 参 加し、 貴 重
な経 験をしてきました。

弓道夏季錬成大会
８月 18 日（日）麻生運動場弓道場
■団体
【優

勝】久保喜雄（麻生）【準優勝】河須崎恒（麻生）

【第３位】佐藤至学（玉造）
■金的

久保喜雄（麻生）

第 13 回行方杯（総の宮）ソフトテニス大会
８月 18 日（日）北浦運動場テニスコート他２会場
■一般男子の部
【優

９月 12 日（木）、麻生小学校２学年の児童 49 人が、

行方市食生活改善推進員の皆さんと一緒に「おはぎ作
り」を体験しました。

子どもたちは、推進員から、季節や行事にちなんだ

料理のお話やあんこの作り方、おはぎ作りの手順など

を聞いたあと、蒸した餅米を俵型に丸め、こしあんで
くるみました。

「自分で作ったおはぎはおいしい」
「おうちでも作っ

てみたい」と笑顔でおはぎをほおばっていました。

茨城県市町村対抗
アマチュアゴルフ大会予選（一般の部）
７月５日（金）浅見ゴルフ倶楽部

勝】柳町照夫（麻生）額賀陽平（麻生）

■射込
【優

麻生小学校で食育教室

勝】葛西・工藤組（小美玉ソフト）

【第５位】予選通過
並木文男

大盛邦人

高野直樹

宮嵜智隆

小林秀也

楠本純久

越川裕史

高須武俊

平山勝己

第３回行方市ゴルフ連盟大会
７月 24 日（水）セントラルゴルフクラブ麻生コース
【優

勝】千ヶ崎良治【準優勝】土子常夫

【第３位】渡邉康夫【ベストグロス】田口

操

■一般女子の部
【優

勝】横田・篠塚組（鉾田クラブ）

■ 45 の部
【優

勝】加瀬・髙野組（新日鐵・鉾田）

■シニア 55 の部
【優

勝】高橋・岩館組（旭・成田）

■シニア 65 の部
【優

勝】大川・大嶋組（鹿島ソフト）

■シニア 71 の部
【優

勝】永田・浪岡組（小見川・酒々井）
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第 74 回国民体育大会「いきいき茨城ゆめ国体」 行方市での競技を開催しました
８月 25 日（日）、デモンストレーションスポー
ツ「ビーチハンドボール」が、８月 31 日（土）
・
９月１日（日）には、公開競技「ゲートボール」
が開催されました。
選手の皆さんや各都道府県の関係者の皆さん
のご協力によって大会が盛り上がり、熱い戦い
が展開されました。ありがとうございました。
※ゲ ートボール大会では、茨城女子が第３位に
入賞しました（両大会の結果は下記のとおり）。
会場に並べられた「花いっぱい運動」の花や
プランター横に掲示された応援メッセージは、
玉造小学校・玉造中学校・玉造工業高校の３校
にご協力をいただき、会場の雰囲気を盛り上げ
てくれました。

いきいき茨城ゆめ国体デモンストレーションスポーツ

いきいき茨城ゆめ国体公開競技

｢ビーチハンドボール｣

｢ゲートボール｣

８月 25 日（日）
天王崎公園砂浜特設コート

８月 31 日（土）、９月１日（日）
北浦運動場第１グラウンド
■男子の部
【優

■男子の部
【優

勝】ｗｅｅｄｓ！

【準優勝】ＢＨＣ
【第３位】フィジカルモンスター
【第３位】ＹＨＦクラブ
■女子の部
【優

勝】Ｋｕｎｏｉｃｈｉ

勝】岩手県

【準優勝】大分県
【第３位】山形県
■女子の部
【優

勝】栃木県

【準優勝】神奈川県
【第３位】茨城県

【準優勝】ＳＨＩＮＥ
【第３位】ｗｅｅｄｓ！

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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