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　今年は丑年。昨年から新型コロナウイルス

感染症で大変な状況ですが、先を急がず一歩

一歩着実に物事を進めていきましょう。

 表紙の写真は、有限会社アグリランドミス

ミの生後１週間程度の子牛です。そこでは、

生まれたての子牛から、とても体の大きな成

牛までのおよそ 100 頭の牛が暮らしていまし

た。

　取材にご協力いただいた有限会社アグリラ

ンドミスミの皆さん並びに沖原さんありがと

うございました。

▲ Instagram

▲ YouTube▲ Facebook

　広報広聴係では地域のイベント

などを取材させていただきます。

　イベントや話題の人などの情報

をお寄せください。

（☎：0837-23-1117）

mail：koho ＠ city.nagato.lg.jp

　市政情報番組「知っちょこ」を

ほっちゃテレビで放送中です。広

報掲載情報の中から、テーマを選

びわかりやすくお伝えします。

　また、長門市の YouTube チャン

ネルからも視聴可能です。

ＳＮＳで
情報発信中

市政情報番組
放送中
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　深川小学校グラウンドで、大津緑洋高校のラグ

ビー部による深川小中学生を対象としたタグラグ

ビーの指導が行われました。

　同部は 11 月 15 日に花園出場を決めたばかりで、

今回の交流は、日ごろの厳しい練習で培った知識

や技能を小学生に伝え、未来志向の地域貢献につ

なげたいという思いから実現したもので、最後の

試合では児童らが上達ぶりを発揮していました。

 仙崎みすゞ通りの広場で「仙崎通り町蚤の市」が

開催されました。

　このイベントは、10 月に設立された仙崎通り町

協議会が主催する初のイベントで、漆
しっ

喰
くい

塗りやテー

ブル・ベンチづくりのワークショップのほか、フ

リーマーケットや飲食ブースなどが設けられ、連

休の中日とあって地元の人を中心に多くの人でに

ぎわいました。

花園出場の大津緑洋高校ラグビー部

小中学生にタグラグビーを指導

みすゞ通りににぎわいを

仙崎通り町 蚤の市

　健康づくりやがん対策の推進、感染症対策など

に関する連携協定を締結。生涯「健幸」で元気に

暮らせるまちの実現に向けて取り組んでいきます。

明治安田生命保険相互会社と連携協定

健幸なまちの創造へ
　災害用物資用避難生活セット２人用 30 セットや

レトルト食品（保存料・着色料・化学調味料無添加）

280 食などの災害用物資が寄贈されました。

シースター株式会社の県内自治体に対する

災害用物資の寄贈
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　ルネッサながとで花に親しむイベント「花と遊

ぼう！学ぼう！ 2020」が開催されました。

　このイベントは、市内でフラワーアレンジメン

ト教室を主宰する「花デザイン由樹」が主催となっ

て開催したもので、アレンジメント体験や県産花

を使ったデモンストレーション、花き生産者から

学ぶ植物講座、花のセリ体験などが実施され、多

くの人が来場しました。

　へきの洋館（中野別邸・洋館）で「日置の手し

ごと展」が開催されました。

　このイベントは地域おこし協力隊の杉村和紀さ

んが企画。古民家の洋館を活用して気軽に利用で

きる「物販ギャラリースペース」を整備し、地域

の情報発信や交流の促進を目的に実施されたもの

で、次回は来年春以降に開催が予定されています。

地域おこし協力隊
杉村和紀隊員

　大津緑洋高校音楽室でラジオ番組「大津緑洋高

校吹奏楽部ブリランテ」の収録が行われました。

今年３月から新型コロナウイルス感染症の影響で

コンクールや演奏会が中止となり、例年のように

演奏を披露できなかったことから、現状で音楽を

届ける方法を部長・副部長らが考え、長門市のコ

ミュニティラジオ局「ＦМアクア」で番組を制作・

放送することになったものです。

　この日行われた演奏収録では、クリスマス演

奏会を目指して練習を重ねてきた２曲、「RAIN

（SEKAI NO OWARI）」と「クリスマスソング（back 

number）」を演奏。部員 14 人そろっての合奏は今

年度になって初めて。楽しく、明るく、息の合っ

た演奏を披露しました。

お花から学ぶ一日お花から学ぶ一日

花と遊ぼう！学ぼう！ 2020花と遊ぼう！学ぼう！ 2020
お花から学ぶ一日

花と遊ぼう！学ぼう！ 2020

へきの洋館に展示ギャラリーが登場

日置の手しごと展が開催

大津緑洋高校吹奏楽部がラジオ番組を収録

演奏をラジオにのせて
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　長門おもちゃ美術館でつみきあかりワーク

ショップが開催され、市内小学生約 30 人が参加し

ました。

　小学生は 12 グループに分かれた後、学生のサ

ポートを受けながら作品作りを開始。つみきを重

ねてライトを上にのせたり、タワーを作ってその

中にライトを入れるなど個性の光る作品を完成さ

せていきました。後日、作品の写真などが入った

カレンダーが参加者に郵送されるとのことです。

完成した
作品のひとつ

　萩市民館大ホールで俵山・豊田道路起工式が行

われました。俵山・豊田道路は平成 28 年に事業化

が決定し、平成 30 年度から用地取得を開始。長門

市小原から下関市豊田町八道までの延長 13.9 ｋｍ

の自動車専用道路で、救急医療搬送の時間短縮や

地元産品の販路拡大などが期待されています。

　長門市と美祢市を中心に駆け巡るサイクリング

イベント「ながとブルーオーシャンライド with 秋

吉台」が道の駅センザキッチンをスタート・ゴー

ルに行われ、総勢 266 人が出走しました。

　５回目の開催となる同イベントは、秋吉台や大

浜海岸、東後畑の棚田などを巡る全長約 117km の

サイクリングコースを設定。参加者はスタート前

に検温し、５人ごとにスタートするなど、密にな

らないよう注意しながら取り組んでいました。

子どもたちの自由な発想力を

つみきあかりのワークショップ

一日でも早い開通を

俵山・豊田道路起工式

ながとブルーオーシャンライド with 秋吉台

県内のサイクリストが集結
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