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５月２６日（金）・６月１３日（火）に、日置小学

校天体ドームにて平成２９年度星空教室を開催しま

した。「木星と国際宇宙ステーションを見てみよう！」

をテーマに、小学生３５人が集まり、講師の先生から

説明を受けながら春の星座など星空の観察をしまし

た。その日は天候に恵まれて星もよく見え、子どもた

ちはわくわくしながら空を見上げていました。 

 

 ６月１７日（土）日置小学校天体ドームにて、おと

なを対象とした「星空ウォッチング」を行いました。

木星は表面の縞模様や周りを巡る４つの衛星も観測

でき、土星の環も見られとても神秘的でした。天体望

遠鏡の使い方を教わったり、季節の星座など天体の説

明をききながら、星雲や銀河を観測したりして、星空

を眺めながら充実した時間を過ごしました。次回は８

月に土星を中心に天体観測をする予定です。 
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６月１４日（水）公共交通機関を利用して、１４人で

北九州市門司区へ研修視察に行きました。到着後、門司

港名物の焼きカレーライスをおいしくいただきました。

その後、門司港レトロ周辺を観光ガイドさんに案内して

いただき、門司の歴史や文化を学びました。当日は天候

もよく、ゆっくりと史跡を訪ね歩きながら、学級生たち

は親睦を深め、楽しい時間を過ごしました。 

 

 ６月１２日（月）漁村センターにて、熊野恭子さんを

講師にお迎えして、音楽療法に取り組みました。みんな

で楽器を使って演奏したり、リズムにのって身体を動か

すことで、脳の活性化を図り、 

ストレス解消になりました。 

音楽の持つ不思議な力を体感 

しながら、心と体をリフレッ 

シュし、楽しい時間を過ごし 

ました。 

 

★★★★ 申込締切：７月２０日（木） 

 

 

 

  

   

    

 

                

 ６月１３日（火）改善センターの生活改善実習室にて、

古田みどりさんを講師にお迎えして「ドーナッツにチャ

レンジ」を行いました。二次発酵でふっくらとした生地

を手でこねてリング状にし、１６０度の油で２～３分揚

げ、砂糖やチョコレートでトッピング。アツアツのドー

ナッツをほおばり、子どもたちと一緒においしくいただ

きました。当日は託児もあり、お母さんたちはゆっくり

ドーナッツ作 

りを学びまし 

た。 

 ６月３日（土）２４人で、 

玖珂・周防大島を訪れました。 

玖珂では桜チップ・玉ねぎの皮・藍の３色で草木染め体験。 

ひもやビニール・かまぼこ板を使って、ショールやＴシャ

ツをおのおの絞り染めしました。周防大島にて異国情緒あ 

                ふれるホテルでランチ。 

星野哲郎記念館、陸奥記

念館や道の駅にも立ち寄

り、天気もよく景観を楽

しみながら、歴史が学べ

た貴重な一日でした。 

◇◇◇◇「感想文」「感想文」「感想文」「感想文」全２回 

７月２５日（火） 

８月４日（金） 

場 所：改善センター 

参加費：３００円 

◇◇◇◇「習字教室」「習字教室」「習字教室」「習字教室」    

７月３１日（月） 

 場 所：改善センター 

 参加費：３００円 

◇◇◇◇「絵画教室」「絵画教室」「絵画教室」「絵画教室」全２回    

８月７日（月） 

８月８日（火） 

場 所：改善センター 

参加費：３００円 

◇◇◇◇「料理教室」「料理教室」「料理教室」「料理教室」    

ソーセージ作りに挑戦！ソーセージ作りに挑戦！ソーセージ作りに挑戦！ソーセージ作りに挑戦！    

  ８月２０日（日） 

場所：ふるさと工房風の家 

参加費：５００円 

※どんどん参加してくださいね。今年も、熱中症などに気をつけて、みんなで楽しく過ごしましょう。 

保護者の方も、子どもたちの見守りをよろしくお願いします。 

★★★★ 日時：８月１１日（金）９：００～ 場所：地域づくりセンター
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みなさんの参加をお待ちしています。 

    

    

    

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

  

  

              

 

  

               

              

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

街をきれいにしましょう 

 ６月１０日（土）改善センター

にて、小林玉子さんの指導のもと、

日頃の感謝をこめて、みんな一生

懸命プレゼントを作りました。 

おとうさん、いつもありがとう！おとうさん、いつもありがとう！おとうさん、いつもありがとう！おとうさん、いつもありがとう！    

◆「焼き物教室」「焼き物教室」「焼き物教室」「焼き物教室」 

日時：７月１日（土） 

９：３０～ 

場所：日置小学校 図工室 

◆「動物のお世話体験教室」「動物のお世話体験教室」「動物のお世話体験教室」「動物のお世話体験教室」    

  日時：７月３１日（月） 

８：３０～ 

  場所：大津緑洋高校日置校舎 

 

 ５月２４日（水）、改善センターにて事業企画運営協議会が開催されました。２８年度の活動報告や、２９年度

の運営方針などが示されました。また、委員は各部会に分かれ今後の活動について協議が行われました。 

 この協議会は、改善センターの事業を通じて、日置地区を住みやすく活力のある地域にしようとする自主的な組

織です。委員は次のとおりです。 

会　長会　長会　長会　長 岡崎繁男 各部の部会長

副会長副会長副会長副会長 窪田真二 中山せつ子

岡崎繁男 中村友美 岡﨑晁子 松永由美子 別府静二

山縣賢夫 阿部徹也 廣森やす子 窪田和浩 上野博美

窪田真二 上田勝已 福田利夫

藤井　操 古賀雅之 片山多枝子

中山せつ子 上田洋一 福田　茂 日溪博仁 寺田智恵子

岡嶋　智 坂根桂子 石野幸子 寺岡清子 大石清二

藤本郁弥 前原富子 重村美佐子 中野弘輝 宗重秀明

事業部会事業部会事業部会事業部会

広報部会広報部会広報部会広報部会

地域づくり地域づくり地域づくり地域づくり
部会部会部会部会

 ６月３日（土）Ｂ＆Ｇ海洋セン

ター体育館にて、１３人が集まり、 

ニュースポーツ（パター・ｄｅ・

ビンゴ、ラダーゲッター、ペタン

グ）を行いました。みんな笑顔で

競技を楽しみました。 

                  ６月１日（木） 

                 日置小学校全校児  

                 童が田植えを行い  

                 ました。 

                 児童たちは、歓声 

                 や悲鳴をあげなが 

                 らも、一列に並ん 

                 で苗を植えていき 

                 ました。 

○開催日時：７月８日（土）７時３０分～８時３０分 

     ※７時２０分までに各校区へ集合願います。 

○集合場所：日置農村環境改善センター（日置小校区） 

      神田小学校（神田小校区） 

○清掃場所：日置農村環境改善センター周辺 

      日置総合運動公園周辺 

      県漁協黄波戸支店周辺 
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    日置の人口日置の人口日置の人口日置の人口      （平成２9 年５月３１日現在） 

人 口    ３，８６８人   （－ １７） 

男    １，８３０人   （－ １３） 

女    ２，０３８人   （－  ４） 

世帯数    １，７１０世帯  （－  ９） 
                 （ ）内は前月比 

 

今月号の「ここはどこ」は、 

昭和５７年４月に竣工した黄波戸の長門市日置Ｂ＆

Ｇ海洋センターの艇庫です。この中にはカヌーやヨット

をはじめとする舟艇器材が保管されています。平成２６

年度に新たに指導員を養成し、活動を活性化しました。

毎年６月～９月にかけて、指導者の下で市内の小学３年

生～６年生を対象にカヌー等の海洋性レクリエーショ

ンの体験や水辺の安全教室を開催し、「心身ともに健全

な子ども」の育成に努めています。今年の夏は、海洋性

スポーツを体験してみませんか。 

 先月、高齢者学級の行事でＪＲ山陰線を乗り継ぎ、門

司港レトロ地区を訪れた。梅雨時期ではあったが晴天に

恵まれ絶好の研修視察となった。▲道中、車窓を流れる

コバルトブルーの日本海に目をやりながらしばし雑談

に花が咲く。久方ぶりに乗る列車での移動は、心なしか

時がゆっくりと流れるようであった。▲近頃、豪華列車

が列島のあちこちで運行を始め、人気を博している。豪

華列車といかないまでも、ときには列車を利用し、普段

見慣れない風景に目を向けるのもいいものだと感じた

一日であった。 

編集・発行：日置農村環境改善センター 

長門市日置上５８８０番地１  

Ｅ-mail：h.kaizen@city.nagato.lg.jp 

ＨP:http://www.city.nagato.yamaguchi.jp/soshiki/43/ 

    お待たせいたしました！お待たせいたしました！お待たせいたしました！お待たせいたしました！    
いつも改善センター図書室をご利用いただき、あ

りがとうございます。地域文庫の入れ替えが完了し

ました。皆さま、ぜひご利用ください。 

【一般図書】【一般図書】【一般図書】【一般図書】    

・素敵な日本人         東野圭吾 

・かがみの孤城         辻村深月 

・月の満ち欠け         佐藤正午 

【児童書】（平成２９年度課題図書）【児童書】（平成２９年度課題図書）【児童書】（平成２９年度課題図書）【児童書】（平成２９年度課題図書）    

・ばあばは、だいじょうぶ    楠章子 

・空にむかってともだち宣言   茂木ちあき 

・ぼくたちのリアル       戸森しるこ 

・月はぼくらの宇宙港      佐伯和人 

日･曜日 行事予定 場所 時間

1(土)
感動！発見！ふれあい！教室！！

「焼　き　物　教　室」
日置小図工室 9:30～

2(日) 長門市海岸清掃の日 二位ノ浜 ９:00～

5(水)
ミセス・スクール

「足　裏　と　健　康」
改善センター 10:30～

5(水) 健　康　相　談 保健センター 13:30～

8(土) クリーンウォークin日置2017
改善センター
神田小学校

7:30～

8(土)
女性リフレッシュ講座

「カラーコーディネイト」
改善センター 9:30～

8(土) 海洋性レクリエーション教室
Ｂ＆Ｇ艇庫

(黄波戸漁港内)
9:00～

10(月)
め　ぐ　み　学　級

「ニュー・スポーツを楽しむ」
漁村センター 9:30～

12(水)
みのり・むつみ学級
「健　康　講　座」

改善センター 9:30～

14(金) 育　児　相　談 保健センター 10:00～

14(金)
第２１回日置地区

ソフトバレーボール大会
Ｂ＆Ｇ海洋

センター体育館他
19:00～

16(日)
第３３回日置スポーツ振興会長杯

争奪ソフトボール大会
日置総合
運動公園

9:00～

20(木) 行　政　相　談 保健センター 10:00～

22(土) 海洋性レクリエーション教室
Ｂ＆Ｇ艇庫

(黄波戸漁港内)
9:00～

25(火)
夏休みチャレンジ講座

「感　想　文　教　室」
改善センター 14:30～

29(土) 海洋性レクリエーション教室
Ｂ＆Ｇ艇庫

(黄波戸漁港内)
9:00～

31(月)
感動！発見！ふれあい！教室！！

「動物のお世話体験教室」
大津緑洋高校

日置校舎
8:30～

31(月)
夏休みチャレンジ講座
「習　字　教　室」

改善センター 13:30～


