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「絵手紙コンテスト」優秀賞 

山下暁衣里さん(日置小３年)  村木威織さん(日置小２年) 

増野妃夏さん(日置小１年)   大﨑一樹さん(神田小１年) 

山崎功太さん(日置保育園年長) 青木慎吾さん(黄波戸保育園年長) 

 

       

中谷麻緒さん(日置中３年)   長瀬彩未さん(日置中１年) 

河内勇樹さん(日置小６年)   水嶋叶夢さん(日置小５年) 

長瀬闘也さん(日置小４年) 

         ★当日、若山遥さん(日置中２年)は欠席でした。 

左前列より 

左後列より 
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黄波戸漁港付近 

第３６回あたたかいふるさとづくり研修大会 

『失敗から学んだこと』 

日置小６年 内藤広大さん 

『笑顔と気持ちで生まれる明るい世界』 

神田小６年 今﨑菜紗さん 

『明るい未来へ』 

日置中１年 松﨑あまねさん 

『次世代に伝えたいこと』 

大津緑洋高校日置校舎３年  

藤田 優さん 

 １１月２２日（日）日置女声合唱団「白い風車」

の美しい歌声から研修大会が始まりました。次に日

置地区にある学校の代表者から意見発表があり、緊

張しながらも、それぞれ自分の思いをしっかり伝

え、みなさん感動されていました。 

 その後、道下美里さんの講演がありました。 

講演は、クイズ方式で始まり、世間から受ける障が

い者の偏見について話され、一時引きこもりの状況

に陥ったが、走ることに出会い今の自分があるとお

しゃっていました。元気で明るい道下さんに会場の

みなさんはひきつけられていました。 

また当日は、青少年育成市民会議日置支部主催に

よる絵手紙作品の展示もありました。(表紙掲載) 

ミセス・スクール 感動!発見!ふれあい教室!! 『クリスマス会』 

「自分らしく、生きる。」 

～伝えることからすべてははじまる～ 

今月の感動！発見！ふれあい教室！！ 

・「どんど焼き」 

 日時：１月１６日（土）９：３０～ 

    日置総合運動公園 

・「うたってあそぼう」 

 日時：１月３０日（土）１０：００～ 

    改善センター 

視覚障がい者ランナー 道下美里さん 

１２月５日（土）改善センタ

ー多目的ホールでバドミント

ン教室を開催。子どもたちは、

寒さに負けず、元気に駆け回っ

ていました。 

 １２月３日（木）日置子育て支援センターと合同で、総勢８０

名の参加がありました。音絵本に読み聞かせや合奏、手遊び、サ

ンタクロースにアンパンマンたちも加わって、 

劇に体操、プレゼントをもらい子ども 

たちは大喜びでした。また、愛情 

たっぷりの手作り料理もいただき、 

おいしそうにほおばっていました。 

みんなで、楽しく、にぎやかな 

時間を過ごしました。 
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スポーツ振興会大会結果 

めぐみ・むつみ学級 『干支づくり』 

めぐみ【１２月１４日（月）】・むつみ

【１２月１６日（水）】学級で、来年の

干支づくり教室を開催しました。小林玉

子さんを講師にお迎えし、学級生たちは

一所懸命作業に取り組み、「申」が完成

しました。それぞれの作品の出来栄えに

みなさん、終始笑顔の様子でした。 

 

 第４９回日置駅伝大会 
 第４９回日置駅伝大会を下記のとおり開催します。 

コースは、昨年度と同様のコースで行います。中継所、コース、通過予定時刻を記載していますので、応援をよろ

しくお願いします。 

コース上で車を使っての応援、伴走をされるとランナーへの危険が考えられます。事故のない大会運営にしたいと

思っていますので、車での伴走、コース上での駐停車を控えていただきますようお願いします。       

多くの皆様のご声援をお待ちしております。 

記 

期日  平成２８年２月１４日（日） 【受 付】午前８時３０分～８時５０分（日置中学校屋内運動場） 

                  【開会式】午前９時～  日置中学校屋内運動場（開会式・閉会式） 

区間  １区 神田小学校（スタート）～黄波戸漁協前バス停 

    ２区 黄波戸漁協前バス停～小畑バス停前  ３区 小畑バス停前～矢ヶ浦口バス停前 

    ４区 矢ヶ浦口バス停前～黄波戸口バス停前 ５区 黄波戸口バス停前～西坂本松永様宅前 

    ６区 西坂本松永様宅前～長行終末処理場前 ７区 長行終末処理場前～日置中学校グラウンド（ゴール） 

【駅伝コース】 

日置支所だより  ＴＥＬ３７－２１１１  ＦＡＸ３７－２５６７ 

新年明けましておめでとうございます 

皆様におかれましては、希望に満ちた輝かしい新年をお迎えのこととお慶び申し上げます。 

旧年中は、職員一同、大変お世話になりました。 

新年を迎え、私たち職員一同一丸となって、『安心して暮らせる住みよいまちづくり』を

目指して頑張りますので、ご支援をよろしくお願い申し上げます。 

この一年が皆さまにとって素晴らしい年となりますようお祈り申し上げます。 

 

                            日置支所 職員一同 

１区 1.38 ㎞ 10：20 

２区 1.10 ㎞ 10：24 

３区 1.12 ㎞ 10：27 

４区 1.25 ㎞ 10：31 

５区 1.24 ㎞ 10：35 

６区 2.36 ㎞ 10：38 

７区 1.75 ㎞ 10：45 

 

【各区の通過予定時刻】 

ゴール予定時刻 10：51 ★印は中継所です。 
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 日置の人口      （平成２7 年１1 月 30 日現在） 

人 口    ４，０１６人   （＋ ５） 

男    １，９１４人   （± ０） 

女    ２，１０２人   （＋ ５） 

世帯数    １，７２６世帯  （－ ３） 
                 （ ）内は前月比 

 

編集後記 

今月号の「ここはどこ」は、 

山口県漁業協同組合黄波戸支店の側にある、アワビの

稚貝を育成する施設です。３１年前、黄波戸漁協が国等

の補助を受けて漁場の資源を確保するため、栽培漁業推

進の一環として建てたものです。秋頃から育成を始め、

約半年かけて大きく育て上げて春には海へ放流をして

いました。今は市が山口県漁協から施設を借り受け、稚

貝を育成しており、春先には市内漁業者の方々によって

放流がされています。これからもアワビが大きく育ち、

たくさん採れることを期待しています。 

 

あけましておめでとうございます。今年も穏やかな

年でありますよう願っているところです。 

今年の干支は、「丙申（ひのえさる）」です。どのよ

うな年になるのか、少しばかり気にしていたら、とあ

る機関紙に申年について、戦後からの出来事が載って

いた。過去を振り返るに、『変革の年』となる予想がさ

れていた。なんら変哲もないことよりも、時代が移る

ときの変革は必要と思うが、激動・紛争に至るまでは

望まない。今年の冬は「暖冬」と予想されているよう

に、穏やかに冬が過ぎ、眠る山々が目覚める春が来る

ことを願うのは、わがままであろうか。 

 

漁獲量が増えることを願って… 

ここは どこ？ 

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/hekikaizen/ 

新刊案内 

『一般図書』 

○人魚の眠る家        東野 圭吾 

○下町ロケット２ ガウディ計画 

               池井戸 潤 

○ありがとうの神様      小林 正観 

○いっしょに走ろう      道下 美里 

 

『児童図書』 

○ぬいぐるみのミュー   いもと ようこ 

○なりきりえほんおめん７冊セット 

              わだ ことみ 

１月の行事予定 

☆みすゞ児童作品コンクール 

お知らせ（各コンクール受賞者） 

≪最優秀≫感想文 神田小４年 木下 結衣さん 

≪最優秀≫自由詩 日置小２年 德永 昂士さん 

☆１６回未来に残そう青い海・海上保安庁    

 図画コンクール 

≪仙崎海上保安部長賞≫ 

  日置中２年 内山 亜美さん 

図書室からのお知らせ 

いつも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ので、

ぜひご利用ください。 

 

日･曜日 行事予定 場所 時間

3(日) 長門市成人式
ルネッサ
ながと

10:30～

16(土)
感動!発見!ふれあい教室!!

「どんど焼き」
日置総合
運動公園

9:30～

22(金)
みのり学級
「北浦探訪」

油谷地区 13:30～

23(土)
女性リフレッシュ講座
「そば打ち体験」

改善センター 9:30～

30(土)
感動!発見!ふれあい教室!!
「うたってあそぼう」

改善センター 10:00～
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