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日置中学校 卒業生３２名 

神田小学校 卒業生５名 日置小学校 卒業生１７名 

 各小、中学校で卒業式が行われました。児童、生

徒たちは、今までの思い出を振り返り、友達との別

れを悲しむ場面もありましたが、まぶしいキラキラ

した笑顔で卒業です。卒業、おめでとうございます。 
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「 岩 国 寿 司 を 作 ろ う 」 

めぐみ学級 

「健康料理教室」 

 

みのり・むつみ学級

「健康講座」 

「アンガーマネジメント講座」 

 ３月８日（水）百合野保健師から、

健診を受けることの必要性や生活習慣

病についてクイズ方式で分かりやすく

説明がありました。話を聞いて自身の

体のことを意識する良い機会になった

と思います。 

 講師に通の村田厚子さんをお迎

えし、岩国寿司にチャレンジしま

した。素材をいかしながら上手に

調理するコツを学級生のみなさん

は熱心に習い、味もよいプロさな

がらのりっぱなお寿司を完成させ

ました。ごちそうさまでした。 

３月１３日（月）日置地区食生活改

善推進員指導のもと、健康料理（豚肉

のピリ辛蒸し、すりおろしレンコンス

ープ、ひじきの白和え、柑橘玉ねぎサ

ラダ、抹茶プリン）を作りました。で

きあがった料理をみんなで囲み、和気

あいあいの会食となりました。 

健康教室、料理教室、研修視察、

歴史探訪、グラウンド・ゴルフ、 

手芸教室等、開催予定です。 

今年度も高齢者学級を開催します。

開講式をめぐみ学級は４月１０日

（月）、みのり・むつみ学級は４月１

９日（水）を予定しています。みんな

で一緒に様々なことを学習してみま

せんか。お友達を誘って、充実した楽

しい日々を過ごしましょう。お気軽に

お問い合わせください。 

親子でふれあい、いろんなことに

チャレンジする子育て中のおかあ

さんを募集しています！ 

３月６日（月）開催！ 

健康講座、コサージュ教室、研修視察 

カラーコーディネイト教室、 

ニュースポーツ教室、 

ドライフラワーラック教室 

子育て講演、小物作り、 

アロマでリラックス＆虫よけ 

おかあさんたちのヨガ、 

親子で体操、パン作り、 

クリスマス会などを予定 

しています！ 

 

子育てに一段落ついたお母さん、少し

家庭から離れて自分磨きをしてみませ

んか？今年度は女性がいきいきできる

プログラムを予定しています！随時受

講生を募集していますので、興味のある

方はお問い合わせください。 

 

３月１８日（土）講師にcoco
ココ

-emi
エミ

（心に笑みを）

の小林洋子さんをお迎えし、アンガーマネジメント

講座を行いました。怒りの感情と上手に付き合うた

めの心理トレーニングで、人間関係を良好に保つに

は必要不可欠とみなさん熱心に耳をかたむけてい

ました。 
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この度、日置地区で「日置まちづくり協議会」

が設立されました。この活動は、長門市みんな

で進める市民協働によるまちづくり条例の理念

に基づき、弱体化しつつある集落機能を再生す

るため、地域団体との協働によるまちづくり活

動を実施していくものです。 

今後、地域資源を活用するまちづくりや交流

するまちづくり、健康福祉のまちづくりを目指

し、活動を展開する予定です。 

４月２９日に「つつじ祭り」 

を開催予定です。 

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。 

日置水泳スポーツ少年団 水泳

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
黄波戸スポーツ少年団 各種スポーツ

【スポーツ少年団】
日置野球スポーツ少年団 軟式野球

◇日  時：４月２９日（土・祝）９：００～受付開始 

◇集合場所：日置農村環境改善センター 

◇コ ー ス：日置農村環境改善センターから千畳敷まで 

チャレンジコース 概ね７ｋｍ 

      ファミリーコース 概ね５ｋｍ 

◇申込方法：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。 ※４月２１日（金）〆切 

 

汗を流した後には、おいしい豚汁があります。 

お気軽にお問い合わせください。 ３７－２３４０ 

詩歌吟詠の研究習得

寺岡茶道教室 茶道
日置天文同好会 天体観測

【文化サークル】
サークル名 　　活動内容　　

白い風車 女性コーラス
フォークダンス日置 フォークダンス
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
鴻峯吟詠大津朗吟会日置支部
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 銭太鼓

囲碁迷人会 囲碁
ｂlue note 英会話
スローヨガビクス日置 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）
和太鼓　鼓波会 和太鼓
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
はつらつクラブ 筋力向上トレーニング
神田さざなみ会
絵手紙の会 絵手紙

ペタンク、グラウンド・ゴルフ等

黄波戸銭太鼓 銭太鼓
黄波戸洋裁教室 裁縫
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
ゆう*ゆうクラブ 絵手紙・水彩画

書友の会 習字

【体育サークル】
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
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
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
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
Lucy７ バドミントン
ＨＥＫＩクラブ 卓球
濱谷卓球クラブ 卓球
ドタバタミントン バドミントン
好球会 バドミントン
わかばクラブ バレーボール
純遊人 ソフトバレーボール
長崎インディアカクラブ インディアカ
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
ボンバーズ バレーボール
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 日置の人口      （平成２9 年２月２８日現在） 

人 口    ３，９０６人   （－ １０） 

男    １，８５２人   （－  ２） 

女    ２，０５４人   （－  ８） 

世帯数    １，７２８世帯  （－  ３） 
                 （ ）内は前月比 

 

今月号の「ここはどこ」は、 

昭和４０年４月に建てられた『旧日置町庁舎』で

す。長年、行政業務を掌ったところですが、５０年

以上が経過するなか、随分と老朽化が進みました。 

ご存知と思いますが、今年度において、取り壊さ

れることとなりました。跡地利用については、保育

園が建設されることになっています。そうなれば、

元気な子どもたちの声が飛び交うことになります。 

 

３月の終わりから４月にかけて列島内が進学、就

職、転勤などによる人たちで大移動が始まった。そ

れぞれが新たなる環境に、いち早く馴染んで頑張っ

てもらいたい。それらを祝福するように、桜前線も

南から北へと移動する。他の花々も競うように咲き

始めている。鳥たちも慌ただしく、北へ帰るものも

いれば、南からも渡ってくる。冬の寒さから解き放

たれ、すべてのものが生き生きとする、二十四節気

の清明。動物も植物も活発に活動を始める。季節が

めぐり、春爛漫となるよき季節の到来である。 

 

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/soshiki/43/ 

 

≪一般図書≫ 

・大雪物語           藤田宜永 

・I Love letter        あさのあつこ 

・農ガール、農ライフ      垣谷美雨 

・美しい距離          山崎ナオコーラ 

・メビウス１９７４       堂場瞬一 

≪児童書≫ 

・ひなまつりルンルン 

 おんなのこの日！       ますだゆうこ 

・〝弁当の日″がやってきた‼  竹下和男 

・いちばんしあわせなおくりもの 宮野聡子 

・あしたから１ねんせい     きむらゆういち 

・ママのスマホになりたい    のぶみ 

日･曜日 行事予定 場所 時間

4(火)
スポーツ振興会

理事会
改善センター 19:00～

5(水) 健康相談 保健センター 13:30～

めぐみ学級開講式 漁村センター 9:30～

日置小学校入学式
神田小学校入学式

日置小学校
神田小学校

10:00～

日置中学校入学式 日置中学校 13:30～

大津緑洋高等学校入学式 大津校舎 13:30～

14(金) 育児相談 保健センター 10:00～

15(土)
女性リフレッシュ講座
「開講式・健康講座」

改善センター 9:30～

18(火)
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～

みのり・むつみ学級開講式 改善センター 9:30～

日置地区行政協力員会議 保健センター 18:00～

20(木) 行政相談 保健センター 10:00～

29(土)
日置健康づくり
歩け歩け大会

千畳敷 9:30～

10(月)

19(水)
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