
男子優勝男子優勝男子優勝男子優勝    

            黄波戸黄波戸黄波戸黄波戸・・・・長行長行長行長行    チームチームチームチーム    

 ８月１１日（金・祝）地域づくりセンターにて

自治会から男子５１名・女子３１名の

戦いを繰り広げました。中学生を中心

みながら交流を深めることができました

とうございました。 
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づくりセンターにて、平成２９年度子ども会交歓球技大会

の参加があり、男子はドッジボール、女子はソフトバレーボールで

中心にみんなで協力し合って運営し、小・中学生

めることができました。育成会長をはじめ役員・保護者のみなさん

女子優勝女子優勝女子優勝女子優勝    

            混合混合混合混合    
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はまゆう通信 1 

 

会交歓球技大会が行われました。１５

はソフトバレーボールで、熱い

中学生がスポーツを通して、楽し

のみなさん、応援と見守りをありが

    ＢＢＢＢ        チームチームチームチーム    

地域情報紙 第１４８号～ 

２０１７年）９月１日発行 

                         



はまゆう通信 2 

 

野鳥について学ぶ

 

 

                   

 

                          

                           

 

 

 

                  

     

                               

 

                    

                     

    

    
    

 

 

  

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    
    

「自然観察はおもしろさいっぱい

みのり・むつみ学級 

◆埴輪（はにわ）づくり 

 ８月９日（水）改善センターにて、県立

然観察公園のレンジャーとして活躍されている

秀敏さんを講師にお迎えして、野鳥などの

ついて学びました。 

人間は、自然から 

たくさんの恩恵を 

受けていることを 

忘れてはならず、 

自然から学ぶこと 

の大切さを感じた 

講座でした。 

 

◆動物のお世話体験教室 

◆木のぬくもりを感じて…

 ７月３１日（月）大津緑洋高校日置校舎

おいて、高校生が子どもたちの先生となって

動物のお世話体験教室を行いました。ヤギと

羊の散歩や牛のブラッシング、ウサギの

りなど、動物と楽しくふれあいました。また

牛の出産ビデオを見たり、動物のクイズが

題されるなど楽しい体験学習ができました

 ８月１９日（土）、ＮＰＯ法人「人

と木」から講師をお迎えして、木の

タマゴづくりを体験 

しました。紙 

やすりを使っ 

て丸く磨き、 

木のタマゴを 

完成させました。 

 ８月５日（土）

山口県立山口博物

館から講師をお迎

えして埴輪づくり

を体験しました。

子どもたちは思い

思いにオリジナリ

ティあふれる埴輪

を作りました。 

ぶ学級生 

  

                   

                             

                             

                         

                                        

                    

                      

はおもしろさいっぱい」 

◇９

「「「「塩塩塩塩づくりづくりづくりづくり

日時

場所

  締切

「星に願

～心ときめく天体

県立きらら浜自

されている開作

などの自然観察に

 ８月１２日（土）に予定していたおとなの

講座はあいにくの曇り空で中止

群を観測できませんでしたが

星群がありますのでご紹介します

 秋を代表するオリオンオリオンオリオンオリオン座流星群座流星群座流星群座流星群

月月月月２１２１２１２１日日日日２０２０２０２０時頃時頃時頃時頃。月明かりの

１時間に１０個程度の流星が観測

 冬は三大流星群のひとつ・ふたごふたごふたごふたご

日時は１２１２１２１２月月月月１４１４１４１４日日日日のののの夜夜夜夜。条件

度の流星が観測できるかもしれません

 今年の秋冬は、素敵な天体ショーを

◆わくわく♪シャボン

…「木工教室」 

大津緑洋高校日置校舎に

となって

ヤギと

ウサギの餌や

また、

のクイズが出

ができました。 

 ８月９日(水)改善セ

ンターにて、「シャボ

ン玉づくり」にチャレ

ンジしました。虹色に

光りながら舞い上が

る大小のシャボン玉

を、子どもたちは夢中

になって次々と作っ

て楽しみました。 

          

                  

                    

９月の開講予定◇ 

づくりづくりづくりづくり＆＆＆＆火起火起火起火起こしこしこしこし体験体験体験体験」」」」 

日時：９月３０日（土） 

１０：００～ 

場所：改善センター  

締切：９月１９日（火） 

願いを…」 

天体ショー・流星群～ 

していたおとなの天体観測入門

中止になり、ペルセウス座流星

、今後も肉眼で観測できる流

します。 

座流星群座流星群座流星群座流星群。お勧め観測日時は１０１０１０１０

かりの影響が少なく好条件なので、

観測できるでしょう。 

ふたごふたごふたごふたご座流星群座流星群座流星群座流星群。お勧め観測

条件が揃えば１時間に４０個程

できるかもしれません。 

ショーを観てみませんか。 

シャボン玉を作ろう！ 



感想文教室 7/25（火）８/４（金） 

    

    

    

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

   

 

  

  

              

 

  

               

              

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

開 催 日 時 ： 平成

 

◆「「「「歌自慢歌自慢歌自慢歌自慢」」」」    出場者大募集！ その

   定  員  １５名（※先着順先着順先着順先着順

   参加資格  長門市内に在住又

   申込締切  平成２９年９月２９

 

◆「「「「長縄跳長縄跳長縄跳長縄跳びびびび大会大会大会大会」」」」 仲間とともにチャンピオンを

  募集チーム数 ［一般の部］ 先着

  賞    金 ［一般の部］ １

         ［高校生以下の部

  申 込 締 切 平成２９年度１０

※長門市ホームページから申込書

にお問い合わせください。 

第第第第３６３６３６３６回日置回日置回日置回日置ふるさとふるさとふるさとふるさと

夏休みの

 改善センターにて、子ども会主催の夏休

行われました。夏休みの宿題をテーマに

 夏休み子ども会応援事業「ラジオ体操へ

徒を対象に、抽選で素敵な商品をプレゼントします

８８８８日日日日（（（（金金金金））））までに改善センターへご提出

 ☎お問い合わせは改善センター（ ３７-２３４０

≪≪≪≪ラジオラジオラジオラジオ体操体操体操体操応募受付中 

日置まちづくり協議会では、地域資源を活用

を作る取組として「古市レトロでバザール

◆日時：１０月１５日（日）１０時～１４

◆場所：古市ひろば周辺 

◆内容：バザー、体験コーナー（小物づくり

    コンサート、フリーマーケット

古市レトロでバザール

 

 

                        

 

 

絵画教室習字教室 ７/３１（月） 

平成２９年１１月１２日（日） ９：００～

その美声を会場に！ステージで気持ちよく歌

先着順先着順先着順先着順となります） 

在住又は長門市内にお勤め（通学）の方 

２９日（金） ☎日置支所（ ３７-２１１１）まで

とともにチャンピオンを目指そう！（１チーム７名

先着１０チームまで  ［高校生以下の部］ 

１位：３万円  ２位：２万円  ３位：１万円

部］図書カード １位：２万円分 ２位：１万円分

１０月２０日（金） ☎日置支所（ ３７-２１１１

申込書をダウンロードできます。支所にも申込書がありますので

ふるさとふるさとふるさとふるさと祭祭祭祭りりりり    歌自慢歌自慢歌自慢歌自慢・・・・長縄跳長縄跳長縄跳長縄跳びびびび大会大会大会大会    参加者募集中参加者募集中参加者募集中参加者募集中

みの宿題のヒントを楽しく学ぼう！

夏休みチャレンジ講座の各教室が、地域みまもり

をテーマに、自分の作品を真剣に見つめ一生懸命取り組

へ行こう！」では、１０日以上ラジオ体操に出席

をプレゼントします。応募用紙にラジオ体操カードを貼り

提出ください。なお、当選は商品の発送をもってお

２３４０）まで。 

体操体操体操体操へへへへ行行行行ってってってって素敵素敵素敵素敵なななな商品商品商品商品をもらおうをもらおうをもらおうをもらおう

活用した内外交流の場

レトロでバザール」を開催します。 

１４時（雨天決行） 

づくり、寄せ植えなど）、 

フリーマーケット ほか 

フリーマーケットの

◆出店料 ：無料

◆申込期限：９月

◆申込・問い合わせ

日置まちづくり

☎０９０

レトロでバザール ≪≪≪≪出店者募集中出店者募集中出店者募集中出店者募集中

はまゆう通信 3 

 

絵画教室 ８/８（火） 

～１５：００  

歌ってみませんか。 

まで 

名から１０名） 

 先着１０チームまで 

万円 

万円分 ３位：５千円分 

２１１１）まで 

がありますので、お気軽

参加者募集中参加者募集中参加者募集中参加者募集中    

！ 

みまもり隊の支援のもと各日程で

組み完成させていました。 

出席した児童・生

り付けて、９９９９月月月月

をもってお知らせします。 

をもらおうをもらおうをもらおうをもらおう！！！！≫≫≫≫    

フリーマーケットの出店者を募集しています。 

無料 

月２０日（水） 

わせ： 

まちづくり協議会（川島） 

０９０-７８９４-２７８５ 

出店者募集中出店者募集中出店者募集中出店者募集中≫≫≫≫    
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９９９９月月月月のののの行事予定行事予定行事予定行事予定    

読書読書読書読書のひろばのひろばのひろばのひろば    新刊案内新刊案内新刊案内新刊案内

【【【【一般図書一般図書一般図書一般図書】】】】    

・影裏              

・風と共にゆとりぬ        

・ピエロがいる街         

【【【【児童書児童書児童書児童書】】】】    

・ノラネコぐんだんパンこうじょう

・そらまめくんのはらっぱあそび  

・やさいのがっこう 

    ピーマンくんゆめをみる  

 

日･曜日 行事予定

ミセス・スクール
「アロマで虫よけ」

改善

日置スポーツ振興会全体会議 改善

6(水) 健　康　相　談 保健

8(金) 育　児　相　談 保健

9(土)
女性リフレッシュ講座

「ニュースポーツ教室」
Ｂ＆Ｇ

センター

10(日) 日置中学校体育祭 日置中学校

11(月)
めぐみ学級

「健　康　運　動」
漁村

13(水)
みのり・むつみ学級
「体　力　測　定」

Ｂ＆Ｇ
センター

17(日) 神田小学校・黄波戸保育園運動会 神田小学校

21(木) 行　政　相　談 保健

23(土) 日置保育園運動会 日置保育園

24(日) 日置小学校運動会 日置小学校

30(土)
感動！発見！ふれあい！教室！！

「塩づくり＆火起こし体験」
改善

5(火)

 

                           

                           

                             

                            

                        

            

                            

                            

                            

         

                         

                                                                   

                           

    日置日置日置日置のののの人口人口人口人口      

人 口    ３，８３９

男    １，８１２

女    ２，０２７

世帯数    １，６９７
                 
 

今月号の「ここはどこ

昭和６２年３月に市無形民俗文化財

大内山楽踊り（写真は昨年

新市赤崎神社の祭りに奉納

朽化により現地での例祭

殿での祭事となったことから

に合わせ境内で踊られることとなる

馬の安全息災と五穀豊穣

日に伝えられている。▼

地区唯一の指定無形民俗文化財

▼今年の奉納は、９月２３

れる。多くの出店が連なりイカ

た時代が懐かしい。 

 読書の秋、食欲の秋などは

す。暑さも一段落し過ごしやすくなるとともに

色々なことをするのに最

技術や流通の発達などにより

ことができるようになり

つある昨今です。旬な食

長に読書を楽しむなどして

を感じるのも良いものです

の秋、芸術の秋、行楽の

秋を過ごされますか。 

編集・発行：日置農村環境改善

長門市日置上５８８０番地

Ｅ-mail：h.kaizen@city.nagato.lg.jp

ＨP:http://www.city.nagato

編集後記編集後記編集後記編集後記    

新刊案内新刊案内新刊案内新刊案内    

              沼田真佑 

        朝井リョウ 

         横関大 

・ノラネコぐんだんパンこうじょう 工藤ノリコ 

  なかやみわ 

  なかやみわ 

場所 時間

改善センター 10:30～

改善センター 19:00～

保健センター 13:30～

保健センター 10:00～

Ｂ＆Ｇ海洋
センター体育館

9:30～

日置中学校 9:00～

漁村センター 9:30～

Ｂ＆Ｇ海洋
センター体育館

9:30～

神田小学校 9:０0～

保健センター 10:00～

日置保育園 9:０0～

日置小学校 9:０0～

改善センター 10:00～

 

                       

      （平成２9 年７月３１日現在） 

８３９人   （－ ２６） 

８１２人   （－ １５） 

０２７人   （－ １１） 

６９７世帯  （－ １３） 
                 （ ）内は前月比 

ここはどこ」は、 

市無形民俗文化財に指定された

昨年の様子）。毎年９月８日、

奉納されていた。▼社殿の老

例祭を取り止め、日置八幡宮本

となったことから、楽踊りは、秋の例祭

られることとなる。▼その昔、牛

五穀豊穣を祈願する踊りであって今

▼少子高齢化が進む中、日置

指定無形民俗文化財の存続を願いたい。

２３日（土）秋分の日に行わ

なりイカ焼きの匂いなどがし

などは、秋の様を表す言葉で

ごしやすくなるとともに、

最も適した季節です。▼栽培

などにより一年を通して食する

ことができるようになり、季節感を感じなくなりつ

食べ物などを片手に、秋の夜

しむなどして季節が変わって行くの

いものです。▼このほかにスポーツ

の秋などがあります。どんな

 

日置農村環境改善センター 

番地１ ＴＥＬ３７－２３４０ 

h.kaizen@city.nagato.lg.jp 

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


