
表紙の説明

長門市にも春の訪れ

菜の花がきれいに咲き誇る

0303　　ながとのニュースながとのニュース

0606　　　　　　新型コロナワクチンの新型コロナワクチンの
接種接種についてについて

0808　　　　　　「誰ひとり取り残さない「誰ひとり取り残さない
　　新たな日常への挑戦」　　新たな日常への挑戦」

              令和３年度予算の概要　　令和３年度予算の概要　　
  

1414      知っちょこ Pick up 知っちょこ Pick up   

　・長門市議会議員一般選挙　・長門市議会議員一般選挙

　　                   投票日は４月 18 日（日） 　　                   投票日は４月 18 日（日） 

　・ 図書館へ行こう　セルフ貸出機を導入　　・ 図書館へ行こう　セルフ貸出機を導入　

　　・ 令和３年度市民相談関係日程表・ 令和３年度市民相談関係日程表

　・ 効率性・実効性のある組織の構築のために　・ 効率性・実効性のある組織の構築のために
　　　　   市役所の組織が変わります   市役所の組織が変わります

　・ 住み続けたいまちづくりのために　・ 住み続けたいまちづくりのために
　　   市民のキズナ創出事業を開始　　   市民のキズナ創出事業を開始

2020     暮らしの知っちょこ 暮らしの知っちょこ

　　・ 緊急通報装置の設置・ 緊急通報装置の設置
　・　・ LINE Pay、Pay Pay で市税・保険料な LINE Pay、Pay Pay で市税・保険料な

　どが納付できます　どが納付できます

　　・令和３年（令和２年度）長門市成人式の開催・令和３年（令和２年度）長門市成人式の開催
　・　・東京 2020 オリンピック聖火リレーミニ東京 2020 オリンピック聖火リレーミニ

　セレブレーシ　セレブレーション観覧者募集ョン観覧者募集

2828　　４月の予定表４月の予定表
　　・ イベント情報・図書館・ 休日当番医・ イベント情報・図書館・ 休日当番医

　  ・相談・健幸に関する相談・納期限　  ・相談・健幸に関する相談・納期限

3030　　知っちょコラム知っちょコラム

3131　　長門の人長門の人

3232　　尾崎眞吾のみすゞギャラリー尾崎眞吾のみすゞギャラリー
     市民投稿コーナー スマイル     市民投稿コーナー スマイル
     食推おすすめ料理　　     食推おすすめ料理　　
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　市内でも春の訪れを感じるようになりまし

た。春といえば桜の他にも菜の花が代表的な

植物です。

　今回の表紙は菜の花と山陰本線を合わせて

撮影しましたが、一面に広がる黄色の花を見

ると春が到来したことを感じます。

　菜の花の花言葉は「快活」、「明るい」とい

う意味があります。コロナ禍ではありますが、

今年度が元気に、明るく過ごせ、気動車のよ

うに前に前に進んでいける年度となることを

願っています。

▲ Instagram

▲ Facebook

　シティセールス推進班では地域

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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　油谷湾温泉ホテル楊貴館の岡藤明史取締役が市

役所を訪れ、市長へ「第５回旅館甲子園」でグラ

ンプリを受賞したことを報告しました。

　「旅館甲子園」は、全国旅館ホテル生活衛生同業

組合連合会青年部が主催するもので、旅館業の未

来を切り開くことを目的として開催。1500 の対象

施設から 117 施設がエントリーされた中、油谷湾

温泉ホテル楊貴館がグランプリを受賞しました。

　通地区で唄い継がれる長門市無形民俗文化財「通

鯨唄」の引き継ぎ式が、通小学校で行われました。

　同校では、昭和 63 年から「通鯨唄」の伝承活動

に取り組んでいます。式では、全校児童16人によっ

て「祝え目出度」と「朝のめざめ」を披露。子ど

もたちは、鯨への哀悼と感謝の気持ちを表す揉み

手を行いながら張りのある歌声で歌い上げました。

　長門市市制施行 15 周年、ルネッサながと開館 20

周年を記念して、「ＮＨＫのど自慢」がルネッサな

がとで開催され、その様子が全国に生放送されま

した。

　ゲストの八代亜紀さん、吉幾三さんと観覧客が

見つめる中、前日の予選会に出場したおよそ 150

組の中から勝ち残った18組が本番で熱唱しました。

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
油谷湾温泉ホテル楊貴館

「第５回旅館甲子園」グランプリ受賞

通の伝統を唄い継ぐ

通鯨唄引き継ぎ式の開催

ルネッサながとで大熱唱

「NHK のど自慢」が開催

２/26

３/11
（木）

（金）

２/21
（日）
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　日置古市にあるへきの洋館を会場に、「小さなへ

きの市」が開催され、地元客など多くの人でにぎ

わいました。

　これは、長門市地域おこし協力隊の杉村隊員が

地域の情報発信と交流促進を目的に今回で５回目

の開催となるもので、農産品や加工品の販売、生

産者紹介パネルの展示などが行われ、訪れた多く

の人が交流を深めていました。

　市内 11 校の小学校で一斉に卒業式が行われ、

257 人の児童が学び舎をあとにしました。

　油谷小学校では６年生 24 人とその保護者が出席

しました。長廻修校長が卒業生一人ひとりに卒業

証書を授与すると、卒業生は在校生や保護者に対

し、自分の将来の夢を大きな声で発表しました。

　長廻校長は、「中学生になっても、希望と理想を

もって進んでいってください」と祝辞を贈りまし

た。

　卒業生を代表して３人の児童が、「ひとりではで

きないことでも、みんなと協力することで乗り越

えられることを感じました。先生や在校生のおか

げで毎日笑顔で過ごすことができました。お父さ

ん、お母さんにはいつも温かく見守ってくれてい

たことに感謝します」と思いを声にしていました。

地域の情報発信と交流促進を図る

小さなへきの市が開催

慣れ親しんだ学び舎をあとに

小学校で卒業式
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　「油谷こどもミュージカル」第 19 期退団式およ

び第 20 期結団式の開催に合わせ、ラポールゆやで

公演「明日へ」が開催されました。

　感染症対策を徹底し、一般客の入場をお断りし

た上で保護者と関係者のみが集まった舞台で、子

どもたちは迫真の演技を披露し、観客を魅了しま

した。

油谷こどもミュージカル 20 周年記念公演に向け

「明日へ」の公演

３/20
（土）
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　ルネッサながとで春季火災予防運動に伴う防火

訓練が実施され、ルネッサながとの職員９人と長

門市消防職員 15 人が参加しました。

　リハーサル室の給湯室を火元と想定して訓練が

始まると、火元に職員２人が駆けつけ、消火器を

使用して初期消火を開始。同時に、１１９番通報

を行うなど初期対応にあたり、消防隊によって火

災防御と楽屋に取り残された要救助者の救出が行

われ、訓練は終了しました。

　長門市しごとセンターを会場に動画制作ワーク

ショップが開催され、参加者 10 人が写真や動画に

必要な情報発信のスキルを学びました。

　市では、地域の魅力を市民一人ひとりが発信し、

持続可能な地域づくりを目指すために市民参加に

よるシティプロモーションを推進しています。こ

の日、動画の構成やテロップの入れ方などグルー

プで話し合いながら１つの動画を完成させました。

　早春の田園と山間の風景、そして美しい海岸線

を巡る「ながとブルーオーシャンライド mini」が

開催されました。

　このイベントは、サイクリングを通じてトップ

アスリートとの交流を図り、自転車でしか感じる

ことのできない長門市の魅力を堪能してもらうこ

とで、交流人口の拡大につなげることを目的とし

て行われています。

　この日はあいにくの雨となり、青空の下でのサ

イクリングとはなりませんでしたが、参加者はゲ

ストの日本競輪選手会山口県支部所属の宮本隼輔

選手といっしょに約 50 ｋｍのコースを走り、移り

変わる景色やエイドでのおもてなしを楽しんでい

ました。

利用者の安全と安心を守るために

ルネッサながとで防火訓練を実施

市民によるシティプロモーションの推進を

動画制作ワークショップの開催

サイクリングでトップアスリートと交流

ながとブルーオーシャンライド mini
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