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９月 25日（水）、北浦公民館において、なめがた狂歌（第２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）

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

■一般の部
　腰山佑子（土浦市）
　黒羽文男（常陸太田市）
　荒野一郎（行方市）
　鈴木一満（千葉県）
　柏葉雅子（行方市）
　久保木主税（千葉県）
　大谷津修司（栃木県）
　岩間直美（千葉県）
　滑川陽子（北茨城市）
　土屋昭雄（鹿嶋市）
　瀬尾宏子（行方市）
　五十嵐裕治（東海村）
　関川愛子（行方市）
　小宅　進（那珂市）
　前野平八郎（行方市）
　佐々木美知子（埼玉県）
　髙野三千春（行方市）
　根本智恵子（小美玉市）
　金子幸治（岐阜県）
　瀧崎美子（行方市）

■学校の部
　篠塚奈津美（鹿島灘高）
　原　栄人（波崎二中）
　濱砂玲有（波崎二中）
　佐藤弘基（日本体育大学）
　清水雄也（日本体育大学）
　佐々木朗人（日本体育大学）
　佐藤自生（日本体育大学）
　佐藤　慧（日本体育大学）
　齋藤拓斗（日本体育大学）
　宮本怜実（日本体育大学）
　東　莉子（日本体育大学）
　森田麻里乃（日本体育大学）
　林　凛（日本体育大学）
　小貫結衣（北浦小）
　前田竜之介（北浦小）
　羽生愛唯（北浦小）
　本澤颯馬（北浦小）
　飯島　岬（北浦小）
　大場麗愛（北浦小）
　高柳昂汰（北浦中）

▶応募期間のお知らせ
　第 3期：11月１日（金）～ 11月 20日（水）

皆さまからの応募をお待ちしています！

Topic of Namegata まちの話題

　塙　希美（北浦中）
　日下初美（北浦中）
　今村　涼（北浦中）
　髙栁なつき（北浦中）
　中根舞桜（北浦中）
　齋藤日陽（北浦中）
　柏葉玖怜羽（北浦中）
　額賀百々花（北浦中）
　茂木真人（北浦中）
　松下瑠華（北浦中）
　岩本七莉（北浦中）
　田中利來（北浦中）
　掛田悠人（北浦中）
　大竹口星翔（北浦中）
　根本拓碧（北浦中）
　塚本　歩（北浦中）
　方波見桜弥（北浦中）
　原田優奈（北浦中）
　長峯璃久（北浦中）
　根本愛里（北浦中）
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　茨城県中学校総合体育大会ソフトテニス競技において、
玉造中学校女子ソフトテニス部の金澤帆花さん（１年生）・
理﨑彩加さん（３年生）のペアが個人戦第３位となり、
８月７日（水）から神奈川県川崎市で開催された第 49 回
関東中学校ソフトテニス大会に出場しました。
　このほど、両選手が市役所北浦庁舎を訪れ、横田教育
長に、県大会・関東大会での活躍について報告を行いま
した。

関東大会に出場
玉造中学校　女子ソフトテニス部

まちの話題

　五町田区では、宝くじの受託事業収入を財源とする令
和元年度コミュニティ助成事業の助成採択により、地域
コミュニティ活動の中心を担う、八坂神社祇園祭礼で使
用する太鼓や祭りはんてん等を新調しました。
　毎年７月第４週の土日に実施されるこの祭礼は、子ど
もからお年寄りまで、沢山の地域住民が一体となって参
加しており、伝統芸能の継承や地域コミュニティの深化
に大きな影響を与えています。
　備品を新調したことで、祭礼をこれまで以上に華やか
に盛り上げ、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。

五町田区で祭礼用備品を購入
宝くじ社会貢献広報事業　８月 24 日（土）、北浦庁舎第１会議室を会場に、約 30

人の幼児教育施設職員（保育園・認定こども園・幼稚園）で「行
方市幼児教育施設職員合同研修会」を実施しました。
　この研修会は、こども福祉課と学校教育課の共催で４年
前から実施しています。
　前半は「発達が気になる子の早期理解とかかわりについ
て」の内容で、講師はコミュニケーション支援事業 UB 代
表　千本恵子先生にお願いしました。発達障害について理
解を深めることができ、自分の園の子どもへのかかわり方
の参考になりました。
　後半は「Ｓ－Ｍ社会生活能力検査実施方法について」演
習を中心に行いました。特別支援コーディネータ―の経験
がある先生から、Ｓ－Ｍ社会生活能力検査方法等について
学び、現場で生かすことができる研修会でした。

発達が気になる子の早期理解とかかわりについて
行方市幼児教育施設職員合同研修会

　先の大戦において、犠牲となられた方々の尊い命のご冥
福と恒久平和を祈念して、行方市戦没者追悼式が 10 月６
日（日）、市文化会館で開催されました。
　戦後 74 年目を迎える今年の追悼式には、遺族や来賓の
方々 322 人が参列。若い世代を代表して高校生ボランティ
アも運営スタッフとして参加しました。
　式典では、国歌斉唱に続き戦没者英霊に黙とうを捧げ、
市長の式辞の後、岡田市議会議長、堀田市遺族会長、額賀
衆議院議員などから追悼のことばが捧げられ、平和への願
いを込めて、参列者全員による献花が行われました。

平和への願いをこめて
行方市戦没者追悼式
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Topic of Namegata

　９月 28 日（土）、行方市消防団による第 14 回消防ポンプ操法競技大会が、北浦第 2 グラウンド駐車場で開催されました。
　競技には、自動車ポンプの部に 6 チーム、小型ポンプの部に 29 チームが参加しました。
　入賞チーム、個人賞を受賞した方は、以下のとおりです。

令和元年度　行方市消防団第 14回消防ポンプ操法競技大会結果

自動車ポンプの部優勝　北浦 1-4 繁昌消防団

小型ポンプの部優勝　北浦 1-3 中根消防団

踊りの競演、にぎやかに開催

　10 月 19 日（土）から 21 日（月）の３日間、麻生地区
において、大麻神社例大祭が開催されました。
　日中から夜にかけて、麻生の５地区（田

た ま ち
町・本

ほんじょう
城・

玄
げんづう

通・蒲
かばなわ

縄・下
したぶち

淵）の山車が、下座連が奏でるおはやしと
共に町内を勇壮に練り歩きました。
　19 日（土）に麻生公民館において行われた踊りの競演
では、地区ごとに子どもから大人まで優美な手踊りが披露
され、若連による力強い山車の「のの字廻

まわ
し」に、会場か

らは大きな拍手が送られました。

麻生の山車曳
ひ

き祭　大麻神社例大祭

◆自動車ポンプの部
優　 勝 繁 昌 消 防 団 北 浦 支 団 第１分 団 第４部
準 優 勝 天 王 崎 消 防 団 麻 生 支 団 第１分 団 第１部
第 ３ 位 宿 消 防 団 玉 造 支 団 第２分 団 第３部

◆小型ポンプの部
優　 勝 中 根 消 防 団 北 浦 支 団 第１分 団 第３部
準 優 勝 青 沼 消 防 団 麻 生 支 団 第３分 団 第５部
第 ３ 位 五 町 田 消 防 団 麻 生 支 団 第４分 団 第５部

◆個人賞（優秀選手）
自動車ポンプの部 小型ポンプの部

指揮者
　小津康路

玉造２－３
（宿）

指揮者
　齋藤啓介

北浦２－３
（高岡）

１番員
　 酒井啓嗣

麻生１－１
（天王崎）

１番員
　大和田貴

北浦１－３
（中根）

２番員
　高橋秀徳

北浦１－４
（繁昌）

２番員
　眞家勇介

北浦１－３
（中根）

３番員
　大川俊幸

北浦１－４
（繁昌）

３番員
　大橋惇一

麻生４－１
（於下） 

４番員
　髙橋淳一

北浦１－４
（繁昌）

初めての稲刈りを体験

　９月 25 日（水）、玉造小 5 学年の児童 92 人が、５月
に田植えをした手賀地内の田んぼで、稲刈りを体験しまし
た。
　玉造南部土地改良区（村松建一理事長）と手賀・資源を
守る会（村松建一会長）の指導の下、鎌を手に、一列になっ
て刈り取っていきました。
　収穫体験の後は、土地改良区の皆さんがコンバインで刈
り取りをし、約８俵の米を収穫しました。
　子どもたちは「自分たちで植えたお米がこんなに大きく
育ってうれしい。鎌を使うのは初めてだったけれど、上手
にできた」と笑顔で話していました。

玉造小 5学年の児童
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まちの話題

８月24日（土）北浦運動場テニスコートほか２会場

第 18回行方市近隣市町村小学生
ソフトテニス大会

■低学年男子
【優　勝】根本・山口組（牛久・土浦）
■高学年男子
【優　勝】佐藤・関野組（龍ヶ崎）
■低学年女子
【優　勝】古川・前田組（豊浦・MCD）
■高学年女子
【優　勝】緑川・緑川組（水戸）

9月22日（日）北浦運動場テニスコート
行方市民テニス大会

■男子の部
【優　勝】相川・堀米　組
【準優勝】鈴木・高橋　組
【第３位】藤倉・滝崎　組
■女子の部
【優　勝】野口・荒井　組
【準優勝】大森・原田　組
【第３位】田地・臼井　組

９月29日（日）玉造 B&G海洋センターアリーナ

第 37回玉造ロータリークラブ杯行方地区少年剣道錬成大会

■団体戦の部
【優　勝】麻生剣友会Ａ【準優勝】玉造剣道Ａ
【第３位】牛堀少年剣道愛好会【第３位】麻生剣友会Ｂ
■個人戦　試合の部
【優　勝】円戸悠太（延方）【準優勝】宮内悠我（麻生）
【第３位】佐藤航介（牛堀）【第３位】羽生桜佑（麻生）
■個人戦　面打ちの部
【優　勝】平山響喜（麻生）【準優勝】青木琉羽奈（麻生）
【第３位】辺田和磨（麻生）【第３位】金塚そら（麻生）
■個人戦　切り返しの部
【優　勝】田山結菜（麻生）【準優勝】羽生斗真（麻生）
【第３位】永作拓矢（麻生）【第３位】髙野颯太（麻生）

９月26日（木）ノースショアカントリークラブ

第 19回行方市民チャリティーゴルフ大会

■男子の部
【優　勝】平山勝己
【準優勝】平間昭彦
【第３位】久米徳和
●ベストグロス　並木文男（74）
■女子の部
【優　勝】平山美紀
【準優勝】堀田ひろ子
【第３位】野原美奈
●ベストグロス　仲田まゆみ（90）
《チャリティ》
参加者の皆さまから募金をしていただいた 133,501 円
は、市体育協会から市社会福祉協議会・茨城新聞文化福
祉事業団へ寄託しました。

９月25日（水）天王崎公園
第２回グラウンドゴルフ大会

【優　勝】篠崎俊一
【準優勝】真家幸治
【第３位】平石美登里

　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、９月に行われたなめがた新選組まつりで、
来場したお客様にコーヒーの無料サービスなどで癒やし
のひとときを提供しました。併せて、地場産川エビの天
ぷらやさつまいもの素揚げなどの試食販売、さつまいも
の詰め放題も実施。県外からのお客様も喜んでいました。
　メンバーの皆さんは「いろいろな団体の方と共に、地
域を元気にしていきたい」と話しています。今後も毎月
第１日曜日に開催する予定です。次回は、12 月１日（日）
を予定していますので、皆さんぜひお立ち寄りください。

地域を元気に！
地域活性化協議会「たんぽぽ茶屋」のおもてなし
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Topic of Namegata

　９月 28 日（土）、笠松運動公園陸上競技場において、第 74 回いきいき茨城ゆめ国体総合開会式が盛大に行わ
れました。
　炬火走者として、横瀬悠平さんが本市を代表して参加し、認定こども園のぞみの園児たちも演技に参加しました。
　また、開会式前のオープニングプログラムにおいて小学生招待者として、本市から９人が「ラジオ体操」に参
加しました（鹿行地区の子どもたちは、緑色の T シャツと白の短パンを着用）。
　子どもたちは、始まる前は緊張した面持ちでしたが、終了後は達成感に満ちた顔をしていました。この貴重な
体験を、ぜひ今後の生活に生かしてほしいと思います。

第 74回国民体育大会「いきいき茨城ゆめ国体」総合開会式

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

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

◆行方市出身選手の紹介
　【ゆめ国体】　ハンドボール　小室大地さん・信太弘樹さん
　　　　　　　テニス　森崎可南子さん
　　　　　　　バレーボール（少年女子）　杉尾  結さん
　　　　　　　軟式野球　髙﨑雄太さん
　　　　　　　クレー射撃　石井克明さん（選手兼監督）
　　　　　　　卓球　関川治郎さん（少年女子監督）

※ゆめ大会は台風19号の影響により、
　全日程中止となりました。

　【ゆめ大会】　陸上競技　横瀬悠平さん
　　　　　　　車いすバスケットボール　飯田大貴さん


