
 

  +6ｈ 

いつ 11/3（祝）9：30～14：00 

どこ 大島市民センター・鼓南地区総合グラウンド 

なに ステージ・バザー・作品展示 等 

だれ 鼓南地区コミュニティ推進協議会 

   鼓南地区社会福祉協議会 

いつ 12/23（祝）9：00～  

どこ 久米市民センター 

なに しめ縄づくり 

だれ 久米市民センター 

   久米地区コミュニティ推進協議会 

いつ 10/21（日）9：30～15：00 

どこ コアプラザかの・周辺 

なに バザー・ステージイベント・作品展示・餅まき 等 

だれ 実行委員会・明るく元気な鹿野をつくる会(後援) 

いつ 11/18（日）11：00～13：30頃 

どこ 須々万中学校 

なに 鍋の食べくらべ・餅まき 

  “すすまる市”(須々万の野菜･加工品      

           すす丸ｸﾞｯｽﾞ販売) 

だれ 須々万地区まちづくり推進協議会 

   実行委員会 

    

周南市コミュニティ推進連絡協議会広報誌 
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 HOP 始動!!～戸田地区 

周陽地区ｺﾐｭﾆﾃｨ推進協議会 

裏
面 

 12月   

 1日 スターライト夜市2018   （夜市） 

 1日 ふれあい会         （櫛浜） 

 2日 熊毛たんぼのマラソン大会 （三丘） 

 8日 冬花火｢銀嶺の舞｣     （鹿野） 

 9日 イルミネーション点灯式  （戸田） 

22日 キャンドルナイト     （櫛浜） 

23日 しめ縄作り講習会     （久米） 

23日 クリスマスプレゼント配布  （和田）  

上旬 昔遊び授業        （勝間）  

  ｺﾐｭﾆﾃｨ ｲﾍﾞﾝﾄ器材の点検・修理     

いつ 12/9（日） 16：00～ 

どこ ソレーネ周南 芝生広場 

なに 点灯式・イルミネーション点灯 

だれ 戸田地区コミュニティ推進協議会 

いつ 10/13（土）10：20～15：00頃 

     14（日） 9：30～14：00 

どこ 桜木小学校 

なに ステージイベント・作品展示・バザー 等 

だれ 桜木地区コミュニティ推進協議会 

 

 かのふるさとまつり・鹿野文化祭  

 須々万鍋Ｓ-1 グランプリ  

※写真は、去年以前のものです。時間等は、変更になる場合があります。 

過ごしやすい季節になりました。この時期は、毎週のようにたく

さんのイベントが開催されます。是非参加してみて下さいね！ 

なお、各イベントのチラシ等は、周南市ふるさと振興財団の事務

所にも設置してありますし、コミュニティ推進連絡協議会のホー

ムページにも載っています。ご利用下さい。 

 しめ縄づくり講習会  

実りの秋はイベントもいっぱい！  

 10月  

 6日 ふるさとまつり      （福川） 

 7日 周陽秋まつり        （周陽） 

 7日 長穂地区合同大運動会     （長穂） 

13～14日 桜木フェスタ・文化祭 （桜木） 

14日 夜市地区敬老会       （夜市）  

14日 中央地区運動会      （徳小区）  

14日 三丘縁日          （三丘）   

20～21日 和田市民センターまつり （和田） 

21日 和田総合まつり        （和田） 

21日 大向地区運動会       （大向） 

21日 大道理地区福祉大運動会  （大道理） 

21日 秋まつり          （遠石） 

21日 中須地区市民運動会     （中須）

21日 今宿地区親睦大運動会    （今宿）  

21日 湯野地区大運動会     （湯野） 

21日 あそびんピック      （富田東） 

21日 かのふるさとまつり・文化祭 (鹿野) 

28日 島マルチェ        （大津島） 

 11月   

１～4日 夜市市民センターまつり （夜市） 

 3日 鼓南地区ふれあい文化祭  （鼓南）  

 3日 観音岳歩け歩け大会    （湯野）  

 4日 櫛浜地区文化祭      （櫛浜） 

 4日 総ふれあい大運動会    （久米） 

 4日 みのりフェスタ      （戸田）  

10～11日 中須ふれあいフェスタ （中須）

11日  ルーラル 315・376フェスタ （和田） 

11日 元気!大道理ふるさとまつり 

               （大道理） 

11日 岐山まつり         （岐山） 

11日 長穂地区産業文化祭     （長穂）  

11日 大河内ふれあい秋まつり  （大河内） 

11日 勝間ふれあい祭り      （勝間） 

17～18日 アイランダー    （大津島） 

18日 ふるさと祭り         （大向）

18日 菊川まつり         （菊川）

18日 すすま鍋Ｓ-1ＧＰ     （須々万） 

18日 三丘徳修館まつり     （三丘） 

18日 湯野ふるさと祭り     （湯野） 

23日 グランドゴルフで遊ぼう （富田西）   

25日 くまげ鶴の里ウォーク大会 

         ・観光収穫祭  （八代） 

 大河内ふれあい秋まつり  

 第 35 回 鼓南地区ふれあい文化祭  

 イルミネーション点灯式  

 桜木フェスタ・文化祭  

いつ 11/11（日） 9：00～15：00 

どこ 大河内市民センター特設イベント会場 

なに バザー・作品展示・演芸発表・餅まき 等 

だれ 大河内地区コミュニティ推進協議会 
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File 中央地区-６－周陽地区ｺﾐｭﾆﾃｨ推進協議会 

        

  

 
  
  

 

  

 ●現在の保管状況 （H30.9 月現在） 

 

 

 

 

コミュニティ会長 加藤 洋 

コミュニティ誌  ふれあい 

  （隔月発行 /周南市コミュニティ推進連絡協議会ホームページ 

        周南市ふるさと振興財団事務所にもバックナンバー保存） 

主要行事  周陽秋まつり ・ 新春互礼会 ・ どんど焼き   

    建国記念の日 行事 等   

           コミュニティ紹介 

1. 一年の初めに、新年互礼会が盛大に開催されます。   ２. どんど焼きは、“火熾(おこ)しの儀”から始まります。

３. 地元の子供たちを中心とした周陽太鼓は、周陽地区のイベントには欠かせません！     

４. 今と昔の周陽地区の移り変わりを、写真の比較により見ることが出来る「周陽の今昔」は、平成 22・23 年度の 

  特色あるコミュニティ活動助成金の助成事業です。（H24.2 発行）   

コミュニティイベント器材倉庫の移転 について 

 平日（8:30～17:15）周南市徳山港町 3-21 / （0834）33-7701  

 櫛浜コミュニティ倉庫の廃止に伴い、一部のイベ

ント器材を旧港町庁舎のイベント器材倉庫に移動し

ました。また今後も、財団事務所の移転に伴い、器

材の保管場所が変更になる場合もあります。その都

度、コミュニティの皆様にはお知らせしますが、ご

利用の際にはお気を付け下さい。 

 
 

ふ
る
さ
と
振
興
財
団
よ
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事務局では、各地区コミュニティの頑張る皆さんを取材し、紙面やホームページ等で紹介させていただい

ています。今までに、夜市や高水の取り組みについても報告済みです。是非、チェックしてみて下さい！

また、各地区コミュニティの 面白い活動等ありましたら取材にうかがいますので、情報提供をお願いし 

ます。      （上記の「HOP 始動!!～戸田地区」は、5 月にホームページでも紹介したものです。）
問合せ 

旧港町庁舎倉庫で保管 

・ガーデンテーブル（60 台） 

・ガーデンチェア（400 脚） 

・アルミ複合テント（5 張） 

・どんぶり（300 個） 

・長机（30 台） 

・展示用パネル 

・ホワイトボード 

港町分庁舎倉庫で保管 

・トランシーバー（8 台） ・綿菓子機 

・ビデオカメラ      ・フライヤー 

・三脚          ・カキ氷器 

・ノートパソコン     ・お好み焼き器 

・プロジェクター     ・音響機材 

・発電機 

・ポップコーンマシン     

旧港町庁舎イベント器材倉庫

 HOT TOPICS 


