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足元の悪い中、３４名の参加者は元気に頂上を目

指しました。約１時間半かけて無事に到着。展望所

では、すばらしい景色を堪能できました。 
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「ひなまつり」 ３月８日（火）改善センター 

みのり・むつみ学級「トラブル予防講座」 ３月１６日（水）改善センター 

めぐみ学級「健康料理講座」３月１４日（月）漁村センター  

「おいしいコーヒーの淹れ方教室・閉講式」 

３月１９日（土）改善センター 

３月１０日（木）日置中学校・３月１８日

（金）日置小学校・神田小学校で卒業式が行

われました。大きな夢と、希望を胸に、まぶ

しい笑顔で卒業です。卒業を迎えられた、児

童、生徒のみなさんおめでとうございます。 

               熊野先生、岡﨑先生を

お招きして、「ひなまつ

り」を行いました。「い

ろいろな楽器を使って

親子でふれあい、子ども

のよいところをほめて

認める大切さを学び、そ

の後、ひな人形と行事食

の由来についてお話が 

ありました。ころころクッキーをおみやげにいただき、 

子どもたちはとてもうれしそう。楽しいひとときをすご 

しました。 

 今年度最後の学級が行われました。 

この日は、日置地区食生活改善推進委

員の岡﨑さん・永野さんのご指導で健

康料理を作りました。みんなで、和気

あいあいと食事会を楽しみ、開講式を 

終えました。 

講師に、長門市消費者センター扇谷和歌子さん

をお迎えして「電力の小売自由化の概要と消費

者のトラブル対処法について」講演がありまし

た。とてもためになるお話で、生活していく上

での大切な知識を学ぶことができました。 

講師に麻生さんをお迎えし、おいしいコーヒーの淹れ

方を学びました。豆とお湯と時間の３拍子揃うことがコ          

ツだとプロのア 

ドバイスを受け 

ながら、学級生 

のみなさんは熱

心に学んでいま

した。    

 

日置中学校 卒業生３４名 

神田小学校 卒業生５名 

日置小学校 卒業生２７名 
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平成２８年度 社会教育関係団体登録一覧表 
現在、日置農村環境改善センターには、下記の社会教育団体が登録されています。 

興味のある方は改善センターまでお気軽にお尋ねください。 

日置支所だより  ＴＥＬ３７－２１１１ ＦＡＸ３７－２５６７ 

予約をした利用者を順番に回り、自宅付近から目的地へ送迎します。 

このため予約があった場合のみ運行し、予約の状況により運行経路や送迎時間は異なります。 

 （※デマンド型乗合タクシーの運行開始に伴い、これまで野田～長門古市駅～畑の間で運行していましたブルーライン

交通の路線バスは廃止になります。） 

予約された方宅付近 → ＪＲ長門古市駅 → 日置小学校 → ＪＲ人丸駅（戻便は逆となります） 

雨乞、長行、野田南、野田北、北山、炭床、西坂本、東坂本、日置中村、川原、大内山下、

畑、国広、真口、新市、農士園、小野地、狩宿 

出便は利用日前日の１９時までに ☎３２－１１２６ で電話予約 

大人（中学生以上）：２００円 、 小人（小学生以下）：１００円 均一 

※運行時刻等の詳細はチラシで確認してください。（該当自治会のみ） 

日置地区デマンド型乗合タクシー 
４月１日から運行開始！！ 

粒粒マスターズ 卓球

日置野球スポーツ少年団 軟式野球
日置柔道スポーツ少年団 柔道
日置バレーボールスポーツ少年団 バレーボール

にこにこクラブ 各種スポーツ

わかばクラブ バレーボール
純遊人 ソフトバレーボール

好球会 バドミントン

日置わらじ会 ウォーク・自然・社会探訪
長門市ゲートボール協会日置支部 ゲートボール

Lucy７ バドミントン
親球日置 卓球

長崎インディアカ インディアカ

濱谷卓球クラブ 卓球
ドタバタミントン バドミントン

はぐはぐ バドミントン
日置バドミントンクラブ バドミントン
豪遊会 各種スポーツ

FHPファミリー 各種スポーツ
もくもくバドミントン バドミントン
日置VABO ソフトバレーボール

新空手道実践塾日置道場 空手
ヤングクラブ ソフトボール
日置グラウンドゴルフ同好会 グラウンドゴルフ

サークル名 活動内容
バトンズ バドミントン
日置インディアカ愛好会 インディアカ

【体育サークル】

ボンバーズ バレーボール

【スポーツ少年団】

日置水泳スポーツ少年団 水泳
黄波戸スポーツ少年団 各種スポーツ

ペタンク・グラウンドゴルフ等

ゆう*ゆうクラブ 絵手紙・水彩画
寺岡茶道教室 茶道

日置さつき同好会 さつき展示
益習老人クラブ 健康づくり・仲間づくり
ベルーナへき ハンドベル

神田さざなみ会
絵手紙 絵手紙
黄波戸銭太鼓 銭太鼓
黄波戸洋裁教室 裁縫

はつらつクラブ 筋力向上トレーニング

黄波戸フォークダンス同好会 フォークダンス
社交ダンス長門 社交ダンス

和太鼓　鼓波会 和太鼓

ｂlue note 英会話
スローヨガ日置 スローヨガ
活き活き運動クラブ 筋力トレーニング(介護予防）

はまゆう俳壇 句会の開催
はまゆうママの会 家庭教育の勉強会
さくら会長門教室

囲碁迷人会 囲碁

銭太鼓

鴻峯吟詠大津朗吟会日置支部

サークル名 　　活動内容　　
白い風車 女声コーラス
フォークダンス日置

【文化サークル】

夢風車へき 健康体操
鴻峯吟詠大津朗吟会雄吟支部 吟を行とし、漢詩を吟ずる

詩歌吟詠の研究習得

フォークダンス
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新刊案内 

【一般図書】 

・あの日           小保方 晴子 

・１１２日間のママ      清水 健 

・つまをめとらば       青山 心平 

・異類婚姻譚         本谷 有希子 

・復讐屋成海慶介の事件簿   原田 ひ香 

【児童書】 

・もうぬげない        ヨシタケ シンスケ 

・だ～れのおうち？      きむら ゆういち 

・おやすみ、ロジャー 

 魔法のぐっすり絵本     ｶｰﾙ=ﾖﾊﾝ・ｴﾘｰﾝ 

 

 

               

 

  

 

                           

                           

                             

                            

                        

                         

                            

                            

                            

                        

                         

                                                                       

                           

 

      

                

 日置の人口      （平成２８年２月２９日現在） 

人 口    ３，９９６人   （－  ５） 

男    １，９０５人   （－  ４） 

女    ２，０９１人   （－  １） 

世帯数    １，７２６世帯  （－  ２） 
                 （ ）内は前月比 

 

今月号の「ここはどこ」は、 

「花でつくる 笑顔の輪」をキャッチフレーズに、畑自

治会がお世話されている「中の瀬花壇」です。 

古市から俵山に至る県道沿いにあり、畑自治会の玄関

とも言えるところです。自治会の皆さんのおかげで、年

間を通じて美しい花々が咲き、道交う人たちを楽しませ

ています。また、中の瀬周辺では、春は桜が咲き、夏は

蛍が舞い、秋には紅葉も楽しめる場所でもあります。ち

ょっと立ち寄られてはいかがでしょうか。 

 

 

先月はコブシやモクレンなどの花々が咲き始め、全国

各地で「桜の開花宣言」も始まった。日置農村環境改善

センターの敷地にある桜の木にも、蕾が一輪・二輪とほ

ころび、３月２０日にご当地での「プチ開花宣言」とな

った。過去には野鳥が来て花芽をついばむこともたびた

びあったが、今年はたくさんの蕾がついているので心配

なさそうだ。４月の初めには満開となり、春風に舞う花

吹雪が楽しめる。 

少し遅い感もするが、山菜とりが始まっている。若芽

に蓄えられたエネルギーが、冬に眠っていた我々の体を

めざめさせ、活力を取り戻してくれる。これからますま

す野山へと気が向き、楽しみが増えていく。 

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/ 

 

日  時：４月２９日（金・祝）９：３０～ 

場  所：日置農村環境改善センターから千畳敷まで 

コ ー ス チャレンジコース  （概ね９ｋｍ） 

     ファミリーコース  （概ね６ｋｍ） 

内  容：ジャンケン大会  ウォーキング教室 

     ニュースポーツ体験 

申込方法：３～５人を１組とし、改善センター備え付け

の申込用紙に記入の上、提出してください。     

締  切：４月２２日（金）   

参 加 料：無料 

 

お気軽にお問い合わせください。 

汗を流した後には、美味しい豚汁がまっています。 

【問い合わせ先】日置農村環境改善センター 

        ＴＥＬ ３７－２３４０ 

日･曜日 行事予定 場所 時間

5(火)
日置スポーツ振興会

理事会
改善センター 19:00～

11(月) めぐみ学級開講式 漁村センター 9:30～

16(土)
女性リフレッシュ講座

「上手なｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝのとり方」
改善センター 9:30～

19(火)
日置スポーツ振興会

自治会体育推進員会議
改善センター 19:00～

20(水)
みのり・むつみ

合同開講式
改善センター 9:30～

29(金) 健康づくり歩け歩け大会 千畳敷 9:30～
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