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１ 部 優 勝  狩 宿Ａ 

２部優勝 上城ｋｉｄｓ 
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黄波戸漁港付近 

 

区間賞 

◆特別賞 

 ○古市（毎年２チーム出場） 

◆ファミリー賞 

 （１家族３人以上参加した家族） 

 ○吉田 宏・聡志・智也（亀山） 

 ○大西 基・風花・琴葉・皆実（東坂本） 

◆どっきりタイム賞 

 （予想と結果のタイム誤差が少ないチーム） 

 ○油谷陸スタＡ 

    予想：４６分０１秒 

    結果：４５分５０秒  誤差１１秒 

◆会長賞（通算２０回出場） 

 ○新江田 智司（狩宿Ａ） 

総合 

順位 チーム名 記録
優　勝 狩宿Ａ ３８分０５秒
準優勝 亀山 ４０分５２秒

順位 チーム名 記録
優　勝 上城ｋｉｄｓ ４０分２５秒
準優勝 黄波戸口 ４３分３１秒

順位 チーム名 記録
優　勝 仙崎ＲＣみすゞＡ ３６分２９秒

準優勝
安心してください、

速くないですよ
３８分３９秒

３部（オープン参加）

１部（自治会対抗）

２部（自治会対抗）

１区（１．３８km）
部門 氏　　名 チーム名 記　録
１部 末永　海都 狩宿A ４分２２秒
２部 福田　紘斗 上城ｋｉｄｓ ４分４４秒

３部 磯金　佑輔
安心してください、

速くないですよ
４分３２秒

２区（１．１０km）
部門 氏　　名 チーム名 記　録
１部 大下　高弘 狩宿A ４分００秒
２部 松永　翔太 上城ｋｉｄｓ ４分４１秒
３部 伊藤　聖将 油谷陸スタＣ ４分０４秒

３区（１．１２㎞）
部門 氏　　名 チーム名 記　録
１部 長瀬　勇気 黄波戸 ４分２７秒
２部 松永　大樹 上城ｋｉｄｓ ４分５６秒
３部 上野　和成 仙崎ＲＣみすゞＡ ４分１３秒

４区（１．２５㎞）
部門 氏　　名 チーム名 記　録
１部 徳永　昌久 狩宿A ４分２０秒
２部 今橋　由佳 黄波戸口 ４分４６秒
３部 秋本真之介 仙崎ＲＣみすゞＡ ４分１９秒

５区（１．２４㎞ ）
部門 氏　　名 チーム名 記　録
１部 新江田智司 狩宿A ４分４５秒
２部 浴田　和拓 黄波戸口 ５分３５秒
３部 小野　望 長門鉄道部 ４分０４秒

６区（２．３６㎞）
部門 氏　　名 チーム名 記　録
１部 末永　祐一 長崎 ８分４２秒
２部 阿波　孝典 上城ｋｉｄｓ ８分４３秒
３部 有重　和人 長門鉄道部 ７分５１秒

７区（１．７５㎞）
部門 氏　　名 チーム名 記　録
１部 平山　元生 長崎 ５分４４秒
２部 阿波　克典 上城ｋｉｄｓ ６分３０秒
３部 原川　翔太 仙崎ＲＣみすゞＡ ５分４８秒
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◆そば打ち体験 １月２３日（土） 

          改善センター 

◆城下町長府ひなまつり ２月１１日（木・祝） 

◆バドミントン教室 ２月６日（土） 

          Ｂ＆Ｇ海洋センター体育館 

◆うたってあそぼう １月３０日（土） 

            改善センター 

しっかりこね、香り高く、シコシ

コしたそばが出来上がりました。 

みんなで楽しく♪ 

季節の歌を歌い 

ました♪ 

◆パン・ピザづくり 大津緑洋高校日置校舎 

２月１２日(金)みのり・１８日(木)むつみ・２２日(月)めぐみ、そ

れぞれの学級でパン・ピザづくりに挑戦！みなさん慣れた手つき

で、美味しく出来上がりました。 

◆第３９回職域・団体９人制バレーボール大会 

 ２月２１日（日）地域づくりセンターで４チー

ム・４９名の参加があり皆で親睦を深めました。

大会結果は次のとおりです。 

【大会結果】 

優 勝・わかば  準優勝・日ポリ産業 

 

よーし！ 

狙いをさだめて~ 

 素晴らしい天気に恵まれ、サンデン交通

「休日おでかけ１day パス」を利用して長

府を往復しました。宮の内茶寮で食事を

し、毛利邸、長府庭園で真名呂作世界に３

つしかないひな人形、つりし雛、タペスト

リー等を見学しました。いろいろな発見も

でき、お腹も心も満たされてしっかりリフ

レッシュできました。 
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新刊案内 

 
【一般図書】 

◇世にも奇妙な君物語       朝井 リョウ  

◇キズナ             松本 利夫 

EKILE/USA              
EKILE/MKIDAI  

◇暗号のポラリス         中山 智幸 

◇東京を生きる          雨宮 まみ 

◇伝わる！修造トーク       松岡 修造 

◇がんばれ！盲目の犬レディ    山本 博 

 

【児童図書】 

◇おとうふやさん         飯野 まき 

◇しょうじき５０円ぶん     くすのきしげのり

◇十二支のはじまり        岩崎 京子 

               

 

  

 

 

 

                            

                            

                             

                            

                        

                         

                            

                            

                            

                        

                         

                                                                       

                           

 

      

                

 日置の人口      （平成２８年１月 31 日現在） 

人 口    ４，００１人   （－ １５） 

男    １，９０９人   （－  ５） 

女    ２，０９２人   （－ １０） 

世帯数    １，７２８世帯  （－  １） 
                 （ ）内は前月比 

 

今月号の「ここはどこ」は、 

雨乞岳にある「豊前坊」の石祠です。「消防救急無線用

の鉄塔」の近くに位置しています。豊前坊は、農耕作業

に欠かせない、牛馬の安全を祈願するものです。その他

にも、祈雨信仰が行われていました。稲作は、水があっ

てこそ成り立つものですが、日置平野を囲む山々は低く、

湧き出る水源も乏しく、いざ水涸れとなると、稲の被害

は相当たるものと思われます。米どころの日置平野が見

渡せるこの山の名を、雨乞山と名付けたことは、稲作が

始まった古から、慈雨を願っていたものと思われます。

現在は、灌漑用ダムも建設され、水不足は随分と解消さ

れました。 

 

日本人が一番好きな季節が、春。 

静寂な秋が過ぎ、冬の寒さをじっと耐えて、季節のト

ンネルを抜け出せば、光増す春となり気持ちが弾む。 

３月に入ると、気になるのが桜の開花時期である。開

花条件は、様々言われているが、夏にはもう花芽が形成

され、「休眠」状態に入り、冬場の低温にさらされると、

休眠打破のスイッチが入り目覚めるらしい。 

もう目覚めているらしく、運動公園の桜の森の木々は、

雨に合うたびに薄っすらと、枝先が色づき始めている。

先日訪ねた「へき千年の森」にある楓も、同じように色

づきが始まっていた。もう色々な木から、春の準備へと

躍動を感じるところとなっている。 

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/ 

 

 

 Ｂ＆Ｇ財団が主催する「海洋センター・海

洋クラブ自慢」をテーマにしたＢ＆ＧＰＲ大

賞ポスター部門で１９３点の応募の中から

日置Ｂ＆Ｇ海洋センターが最優秀賞に輝き

ました。１月２６日（火）に東京都港区の笹

川記念会館で表彰式があり、審査委員長を務

めた女優岸ユキさんからは、「ボートの揺れ

を表現する構図が良い」との講評でした。 

日･曜日 行事予定 場所 時間

1(火)
黄波戸地区

定期利用団体代表者会議
漁村センター 10:30～

1(火)
古市地区

定期利用団体代表者会議
改善センター

13:30～
19:00～

8(火)
ミセス・スクール
「ひなまつり」

改善センター 10:00～

14(月)
めぐみ学級
「閉校式」

漁村センター 9:00～

16(水)
みのり・むつみ学級

「閉校式」
改善センター 9:30～

19(土)
女性リフレッシュ講座

「閉講式・おいしいコーヒー
の淹れ方教室」

改善センター 9:30～
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