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     食推おすすめ料理　　     食推おすすめ料理　　
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　１月 30 日（土）から２月 28 日（日）まで

の約１カ月間、長門湯本温泉で、金子みすゞ

さんの詩をテーマにしたあかりのイベントが

開催されました。

　温泉街には、これまでに作成したあかり

で音信川を彩る「おとずれ川エリア」、市内

の子どもたちが手作りした飾り紙のランプ

3,000 個がきらめく「みすゞのお庭エリア」、

詩のナレーションにあわせて音楽や光の演出

が楽しめる「幻燈輪舞エリア」が設置され、

幻想的な空間が広がりました。

▲ Instagram

▲ 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

ＳＮＳで
情報発信中

▲ YouTube

　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。

市政情報番組
放送中
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 「学校給食・くじら交流の日」が実施され、古式

捕鯨のまち長門市と近代捕鯨のまち下関市の小中

学校でくじら肉の給食が提供されました。

　これは、歴史の中で育まれた伝統的食文化を継

承させることを目的に、毎年節分の時期に実施さ

れています。この日は、市内すべての小中学校の

給食に調理されたくじらの竜田揚げが並び、子ど

もたちは美味しそうに食べていました。

　社会教育登録団体「ストゥリングス」による新

春ミニコンサートが長門市中央公民館で開かれま

した。

　一般市民約 20 人と浅田小学校４・５年生 21 人

が集まる中、演奏が開始。館内には箏のすばらし

いハーモニーが響き渡り、来場者は優雅な箏の調

べに耳を傾けていました。

　仙崎港から大津緑洋高校水産校舎の生徒ら 67 人

を乗せた実習船「海友丸」が出航しました。

　同校では毎年、専門的な知識と技術を習得し、

船舶職員としての資質や人格の醸成のために遠洋

航海実習を実施しています。新型コロナウイルス

感染拡大のためハワイ上陸は中止となりましたが、

マーシャル諸島からマリアナ諸島海域でマグロの

はえ縄漁の実習などを 30 日間行うとのことです。

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
伝統食文化を次世代に

学校給食にくじら肉を提供

新春の箏の調べ

中央公民館で新春ミニコンサート

実習船「海友丸」出発式の開催

30 日間におよぶ航海に出発

１/21
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（水）

（木）

１/29
（金）
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　市では、新型コロナウイルスワクチンの集団接

種に際し、長門ライオンズクラブ、長門ロータリー

クラブ、一般社団法人長門青年会議所と連携して

円滑な接種体制を整えることになりました。

　協力内容は、①集団接種会場の設置・運営に必

要な労務等の提供②会員事業所従業員へのワクチ

ン接種に関する周知及び接種勧奨③その他市が協

力を要する事項です。

　俵山温泉を拠点に活躍する地域おこし協力隊の

岩田悠さんが主催する写真展がゲストハウスねる

山の「ＳＤサロン」で開かれました。これは、『俵

山を「アート×癒し」のまちへ』をコンセプトと

する「ＴＡＷＡＲＡＹＡＭＡプロジェクト ぼくら

のひみつ基地」の第１弾の企画として開催された

もので、岩田さんが撮影した俵山の日常写真や長

門市観光コンベンション協会の企画「ながとに物

語を」の写真が展示されているほか、来場者が撮

影した俵山の写真もフリースペースに展示するこ

とができます。

　岩田さんは「写真を通じて俵山の魅力をお伝え

すると同時に、来場者も参加できるイベントなの

で、ここで新たな交流の場をつくってもらえれば」

と話していました。展示は３月 31 日までです。

円滑な新型コロナウイルスワクチン接種のために

協力活動に関する協定の締結

写真を通じて交流を

俵山写真展＠ＳＤサロン始まる
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　東京 2020 オリンピック競技大会の女子７人制ラ

グビーブラジル代表のキャンプ地となっている俵

山で、キャンプ地歓迎横断幕が設置されました。

　これは、歓迎の機運を高めることを目的に、俵

山公民館が中心となって手作りの横断幕を作成し

たもので、俵山幼児園・俵山小学校の子どもたち

約 40 人と一緒に歓迎ムードを盛り上げました。

歓迎の心忘れずに

俵山でキャンプ地歓迎横断幕設置

２/ ３
（水）
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　株式会社セブン - イレブン・ジャパンから、長

門市を代表する食材「長州黒かしわ」を使用した「厳

選米おむすび 炭火やきとり（長州黒かしわ使用）」

が山口県内 328 店舗で期間限定で販売されていま

す。

　新型コロナウイルス感染拡大に伴う影響により、

国内における外食需要が落ち込む中、「長州黒かし

わ」の消費を促すことを目的に、深川養鶏農業協

同組合の協力により実現したものです。

　大津緑洋高校大津校舎でオンライン修学旅行が

行われました。同校では、沖縄への修学旅行を計

画していたものの、新型コロナウイルス感染拡大

のために中止となったことを受け、教職員が沖縄

や香港、イギリスとオンラインでつないだ探究学

習を企画し実施されたものです。

　２年生 83 人が参加し、テーマごとに４つのクラ

スに分かれて、テーマに沿った学習を行いました。

　働き方改革や新型コロナウイルス感染拡大の影

響により働き方や生活スタイルが見直されている

ことから、長門市内でワーケーションの実証実験

が行われました。

　旅先で休暇（バケーション）を楽しみながら働

く（ワーク）ことのできるワーケーション。長門

市でも、豊かな自然や観光資源を活かしたプラン

づくりに取り組むため、地域活性化の連携協定を

締結している日本航空株式会社（ＪＡＬ）の協力

により行われ、２月２日（火）には、ＪＡＬの支

店長５人が油谷の百姓庵を訪問しました。その他、

市内の温泉地などでワーケーションを体験し、受

け入れ体制や今後の方向性を検討していきました。

セブン - イレブンが地域の食材を応援

「長州黒かしわ」使用商品が販売

コロナ禍でもキャリア形成を

オンライン修学旅行

ＪＡＬと協力でワーケーションの実証実験

長門でワーク＋バケーション
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