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↑海岸清掃に参加された村岡県知事 
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７月２日（日）は、今年で１２回目となる

海岸清掃の日、日置地区でも海岸清掃を行い

ました。山口県知事をはじめ大西市長など多

数の関係者、地元の子どもたちや一般ボラン

ティアなど約１５０名の方が参加し、可燃物

６００ｋｇ、不燃物４７０ｋｇが集まり、美

しい海岸が戻りました。また「やまぐちボラ

ンティア・チャレンジデー」の初日イベント

としてフラッグリレーセレモニーを行いま

した。 

 ７月８日（土）、日置地区２コース、

黄波戸地区１コースに分かれてクリー

ンウォークを行い、約１２０ｋｇのゴミ

を集めました。今年も日置みすゞ学園

（日置中・日置小・神田小）の協力があ

り約２７０名の参加者がありました。お

かげで、日置・黄波戸地区もきれいにな

りました。今後も引き続きご協力をお願

いします。 
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 ７月１０日（月）漁村センターにて、スポーツ推進委

員の方の指導の下、ニュースポーツ「パター・ｄｅ・ビ

ンゴ」を行いました。最初は要領がなかなか掴めずにい

た学級生も、競技をす 

すめるうちに目標を定 

めて打つことができる 

ようになりました。ま 

た、得点を暗算で行う 

ことで脳トレにもなり、 

みんなで楽しく競技を 

しました。 

 ７月１２日（水）改善センターにて、歯科衛生士の山本

美佐子さんを講師にお迎えして、「口腔機能の向上」をテ

ーマにお口の健康講座を行いました。生命の維持は食べる

ことであり、そのためには 

お口の健康がベースとな 

ります。口腔機能を健全 

に保つケアとして、日常 

的に行える体操などを学 

びました。取り組めるこ 

とから実践し、健康寿命 

を延ばしましょう。 

 ７月８日（土）改善センターにて、松岡美希さん・松岡

弘子さんを講師にお迎えして、カラーコーディネイトを学

びました。スキンカラースケールを使って肌の色を診断

し、１２枚のカラードレー 

プを使って似合う色を見 

つけていきました。自分 

に合う色を知ることによ 

り、自身の魅力をアピー 

ルでき、気持ちも明るく 

なります。毎日を楽しく 

若々しく過ごしましょう。 

 ７月５日（水）改善センターにて、山本誠さんを講師

にお迎えして、足裏と健康について学びました。外反母

趾や浮き指足などの原因や改善方法、自分に合った靴の

選び方について学びました。 

足裏測定器で足の状態を 

測定し、アドバイスをう 

け、テーピングをして矯 

正。学級生は自分だけで 

なく、子どもたちの健康 

のためにとても参考にな 

ったと話されていました。 
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↑パター・ｄｅ・ビンゴの様子 

↑足裏の診断の様子 ↑肌色診断の様子 

↑歯磨きの仕方を学ぶ様子 

 

 

                    

 

                              

                             

 

 

 

                                     

     

                                     

 

                                         

                     

                      

    

    

    

 

 

  

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

◆「埴輪（はにわ）づくり「埴輪（はにわ）づくり「埴輪（はにわ）づくり「埴輪（はにわ）づくり」」」」 

日時：８月５日（土） 

１０：００～ 

場所：改善センター 

 

◆「塩づくり＆火起こし体験「塩づくり＆火起こし体験「塩づくり＆火起こし体験「塩づくり＆火起こし体験」」」」    

  日時：８月１６日（水） 

１０：００～ 

  場所：改善センター  

 

◆◆◆◆「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：８月２４日（木） 

     ８：３０～ 

  場所：大津緑洋高校日置校舎 

 ７月１日（土）日置小学校図工室にて、

「焼き物教室」を開催しました。子どもた

ちは真剣なまなざしで集中し 

て作っていました。作品 

は１１月開催の日置ふ 

るさと祭りで展示しま 

すので、力作を是非ご 

覧ください。 

◆「シャボン玉を作ろう「シャボン玉を作ろう「シャボン玉を作ろう「シャボン玉を作ろう」」」」 

日時：８月９日（水） 

１０：００～ 

場所：改善センター  

 

◆「「「「木工教室木工教室木工教室木工教室」」」」    

  日時：８月１９日（土） 

１３：３０～ 

  場所：改善センター 
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 ７月６日（木）二位ノ浜海水浴場にて、海開きの神

事が執り行われ、利用者の無事故・安全を祈願しまし

た。全国で最も水質がきれいな海水浴場の１つでもあ

り、今年も多くの利用者で賑わうことでしょう。 

 ７月１５日（土）黄波戸船引場にて、毎年恒例

の遠泳大会が行われました。児童たちは自分の決

めた目標に向かって挑戦し、それ以上の成果を発

揮したり、来年の課題をみつけることができたよ

うです。遠泳を通して、自然の雄大さや厳しさ、

長い距離を最後まで泳ぎ切り、忍耐力や達成感を

学びました。 

星や星座を眺めながら、神話や宇宙の神秘にふれてみた

り、ゆったりと星空を見上げることで心と体の疲れを癒し

ませんか。星に興味のある方のご参加をお待ちしています。 

   日 時：８月１２日（土）２０時～ 

  場 所：日置小学校天体ドーム 

  参加費：無料 

  締 切：８月７日（月） 

お申込み・お問い合わせは、 

改善センター（☎３７－２３４０）まで。 

一生懸命泳ぐ児童たち 

    

    

    

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

   

 

  

  

              

 

  

               

              

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

開催日時：開催日時：開催日時：開催日時： 月月月月 日（日）日（日）日（日）日（日）９９９９時～時～時～時～    

場場場場        所：所：所：所：日置農村環境改善センター周辺日置農村環境改善センター周辺日置農村環境改善センター周辺日置農村環境改善センター周辺 

↑昨年のふるさと祭りのもちまきの様子 

↓
神
事
の
様
子 

今年もジャンボのり巻きや、もちまき、長縄跳び大会

などを予定しています。 

詳細については、今後決定次第お知らせします。 

 ８月８日（火）黄波戸漁港にて、恵比寿祭りが行われ

ます。豊漁と海上安全を願って、毎年旧暦６月１７日に

恵比寿神社の例祭が執り行われています。祭典のあと、

沖合の漁場を漁船 

が一斉に廻る海上 

パレードが行われ 

ます。海原を駆け 

る船団は、華麗で 

勇壮そのもので、 

圧倒されます。 
↑昨年の海上パレードの様子 

 ７月１３日（木）山口県社会教育委員連絡協議会総会

において、片山多枝子さんが平成２９年度社会教育功労

者表彰を受賞されました。片山さんは、長年にわたり日

置地域での社会教育活動や小学校教育の地域支援など、

多岐にわたり積極的に取り組んでおられます。 

 

↓
表
彰
式
の
様
子 
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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６月３０日現在） 

人 口    ３，８６５人   （－  ３） 

男    １，８２７人   （－  ３） 

女    ２，０３８人   （±  ０） 

世帯数    １，７１０世帯  （±  ０） 
                 （ ）内は前月比 

 

今月号の「ここはどこ」は、 

昭和６３年に完成した総合運動公園。毎年お盆の

時期に歴史ある自治会対抗ソフトボール大会が、こ

の場所で開催される。今夏は記念すべき第６０回大

会となる。地域に暮らす人々と帰省した人たちを交

えてのチーム作り、今年も自治会の名誉をかけて熱

戦が繰り広げられることであろう。 

なつかしい友との出会い、再会、そして試合後の

直会ではどんな話題に花が咲くのか、絆を深める大

会でもある。今年も総合運動公園が熱い。 

 梅雨入りの当初は降雨もほとんどなく、空梅雨の

様子を呈した。このため、梅雨時期には珍しくダム

の放流を余儀なくされたところである。▲７月に入

ると一変、５日からの九州北部豪雨はこれまでに経

験したことのない大雨を記録した。▲自然の猛威

は、英知と巨額の経費を注ぎ込んだ施設を破壊し、

尊い生命をも一夜にして飲み込んでしまった。▲線

状降水帯と呼ばれる気象現象がその要因とのこと

である。今更ながら、自然の猛威の前に、人はなす

すべもない。災害が発生するたびに思い知らされ

る。自然の警告か戒めか・・・。 

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/ 

【一般図書】【一般図書】【一般図書】【一般図書】    

・アキラとあきら        池井戸潤 

・星の子            今村夏子 

【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）    

・なにがあってもずっといっしょ くさのたき 

・耳の聞こえないメジャーリーガー 

 ウィリアム・ホイ   ナンシー・チャーニン 

・チキン！           いとうみく 

 

日･曜日 行事予定 場所 時間

2(水) 健　康　相　談 保健センター 13:30～

4(金)
夏休みチャレンジ講座

「感　想　文　教　室」
改善センター 9:00～

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～

感動！発見！ふれあい！教室！！
「埴　輪　づ　く　り」

改善センター 10:00～

7(月)
8(火)

夏休みチャレンジ講座
「絵　画　教　室」

改善センター 9:00～

みのり・むつみ学級
「環境を考える」

改善センター 9:30～

感動！発見！ふれあい！教室！！
「シャボン玉を作ろう」

改善センター 10:00～

11(金) 子ども会交歓球技大会
地域づくり
センター

9:00～

12(土)
第２回おとなの天体観測入門講座

「星空ウォッチング」
日置小学校
天体ドーム

20:00～

13(日)
第６０回日置地区自治会対抗

ソフトボール大会
日置総合
運動公園

8:00～

16(水)
感動！発見！ふれあい！教室！！

「塩づくり＆火起こし体験」
改善センター 10:00～

17(木) 人権・行政合同相談 保健センター 10:00～

18(金) 育　児　相　談 保健センター 10:00～

19(土)
感動！発見！ふれあい！教室！！

「木　工　教　室」
改善センター 13:30～

24(木)
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～

26(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～

27(日)
夏休みチャレンジ講座

「ソーセージ作り教室」
風の家 9:00～

28(月)
め　ぐ　み　学　級

「フラワーアレンジメント」
漁村センター 9:30～

29(火)
星　空　教　室

「プラネタリウム見学」
福岡県北九州市 9:15～

5(土)

9(水)


