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わたしたちのコミュニティ

（桜木・大河内・戸田・菊川・福川・
富田・大道理・和田・須々万・中須）
5 日 互礼会

（周陽）

6 日 互礼会

（須々万）
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裏「平成 30 年 7 月豪雨」災害
面
“ほっと三丘”ｺﾐｭﾆﾃｨ協議会

11 日 ふれあいの集い/懇話会
（徳小区・遠石・夜市・菊川）
12 日

どんど焼き

（和田・夜市・

遠石・周陽・大河内・高水・勝間）
12 日 どんど焼き・互礼会

（桜木）

12 日 駅伝大会・どんど焼き

（富田西）

12 日 ふれあい新年会

（鹿野）

13 日 ふれあいの集い･どんど焼き

いつ

1/1（祝） 5：20(上野八幡宮に集合)
6：00(四熊市民センターに集合)
四熊ヶ嶽山頂 及び 下権現広場
四熊ヶ嶽登山 / カッポ酒・雑煮などの接待
四熊連合自治会・住みよい菊川をつくる会

どこ
なに
だれ

1 年を地元行事で始めましょう！
いつ
どこ

菅野湖畔 10 マイルレース

なに
だれ

（大向）
13 日

新年会/ふれあいの集い

岐山ふるさと探訪ハイキング

（大道理・岐山）

2/10（日）11：00～
中須 菅野ダム周辺
中須地区総合運動場（ｽﾀｰﾄ･ｺﾞｰﾙ）
10 ﾏｲﾙ（約 16 ㎞）のレース
実行委員会
中須をよりよくする会

13 日 どんど焼き
（徳小区・櫛浜・戸田・中須）
14 日 どんど焼き

(岐山)

14 日 どんど焼き・懇親会

（久米）

14 日 体力測定＆どんど焼き

（長穂）

19 日

（福川）

新春寄席

27 日 新年の集い

（長穂）

2月
10 日 菅野湖畔 10 ﾏｲﾙﾚｰｽ

勝間地区 どんど焼き
いつ
どこ
なに
だれ

3/3（日）9：30～
岐山地区内
史跡めぐり 等
岐山地区コミュニティ推進協議会

（中須）

11 日 建国記念の日の行事
（徳小区・遠石・今宿・桜木・
周陽・鼓南･大津島・大道理）
11 日 史跡探訪/ハイキングﾞ大会

いつ 1/12（土）8：00 頃～
どこ 勝間小学校 校庭
なに どんど焼き・もちつき・接待
昔の遊び 等
だれ 勝間コミュニティ推進協議会

（櫛浜・菊川）
11 日 三世代交流ｸﾞﾗﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌ大会（秋月）
15 日 市長と語る集い

（須金）

15･16 日 センター祭り

（徳小区）

16･17 日 福川文化まつり

（福川）

若者参画事業(先進地視察)

～

予定

3月
2･3 日 秋月市民センター文化祭 （秋月）
3 日 ふるさと探訪ハイキング

（岐山）

新
いつ
どこ
なに
だれ

春

寄

席

1/19（土）14：30～
新南陽ふれあいセンター 2 階大会議室
寄席
福川地区コミュニティ推進協議会 他

建国記念の日記念行事
ふれあいウォーク

9 日 みつお“ほっと”ｳｫｰｷﾝｸﾞ （三丘）
9･10 日 高水ふれあいﾌｪｽﾀ

（高水）

新年、明けましておめでとうございます。

17 日 文化祭

（久米）

本年も周南市コミュニティのますますの発展のため

17 日 翔北スポーツ交流会

尽力していきますので、よろしくお願いいたします。

（大道理・大向・長穂）
17 日 88 ｹ所ｳｫｰｷﾝｸﾞ大会
23 日 ハイキング
31 日 桜を楽しむ会

（富田西・東）
（富田西）
（戸田）

未定 三世代交流ｸﾞﾗﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌ大会（湯野）

いつ
どこ
なに
だれ

さて、今年も年頭より、新春登山やどんど焼き等の恒例行事が続きま
す。イベントのチラシは、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。どうぞご利用下さい！

建国記念の日奉祝行事 / 歩く会

いつ
どこ
なに
だれ

2/11（祝）9：30～12：00 頃
周陽市民センター講堂・北側緑道公園
記念式典・ウォーキング・接待 等
実行委員会
周陽地区コミュニティ推進協議会

2/11（祝）10：00～
櫛浜市民センター講堂・櫛浜地区内
記念式典・史跡探訪・クリーン作戦 等
実行委員会・地区体振
櫛浜地区コミュニティ推進協議会

※写真は、去年以前のものです。日時等は、変更になる場合があります。

コミュニティ紹介

HOT TOPICS

000000

ふるさと振興財団より

30

１. 交流集会でのスライドより

２. 氾濫する島田川

３. 田んぼも稲も、泥水で覆われました。
４. 道路も土砂で覆われ、通行できませんでした。
５. 地域の方の案内で、現在の被災地を視察しました。

周南市コミュニティ推進連絡協議会
平成 31 年 1 月 19 日（土） ●周南市文化会館 3 階展示室 10 時半～
●新南陽ふれあいセンター２階大会議室 14 時半～
毎年好評の“新春寄席”を今年も開催いたします。今回は、周南市文化会館と新南陽ふれあいセンターでの開
催となります。お正月は少し過ぎていますが、初笑いは是非、こちらの新春寄席で!!
主催：(公財)周南市文化振興財団 ・ 福川地区コミュニティ推進協議会 ・ (公財)周南市ふるさと振興財団

コミュニティ交流集会 開催!!

平成 30 年１2 月 1 日(土)、三丘地区で“周南市コミュニティ交流
集会”が開催されました。各地区のコミュニティより約 60 名が参加。
三丘地区の活動紹介や、7 月の豪雨災害時の振返り（上の記事参照）
も発表され、地区内の視察も行いました。参加者からは、今後のコミ
ュニティ活動の参考にしたい、との感想もいただきました。
“ほっと三丘”コミュニティ協議会の皆さん、お世話になりました。

｣

５. 徳修館裏山の公園に完成した物見やぐら

｢

公民館報コンクール特別賞受賞）

６. 三丘地区では、“みつおずっと子どもがいるまちプロジェクト”を始動しています。
（写真はその一環のステッカー） ７.三丘地区の史跡をまとめた「三丘見て歩き」

平成三十年七月豪雨 災害について

“タベルナタベタ” ４. 三丘地区の広報は、仕掛け絵本のようになっています！（H28

（周南市コミュニティ交流集会での三丘地区の報告より）

２. 三丘徳修館まつり

３. 昨年 8 月にオープンしたコミュニティカフェ

平成三十年七月、三丘地区は未曾有の豪雨災害に見舞われました。

では、安田夢太鼓も披露されます。

当地区でも以前より防災についての取組みはされていましたが、いざ実際に被災してみると、被

１. 三丘温泉さくらまつり(東善寺やすらぎの里周辺にて開催)

災した地域を中心とした個人や自治会では積極的に活動が出来ても、周辺の自治会や団体との連携

みつお“ほっと”ウォーキング ・ 三丘縁日 他

が難しく、地域全体が一体となって動くことのできる体制づくりの必要性を痛感したそうです。

三丘温泉さくらまつり ・ 三丘徳修館まつり

このような反省から、今回見えてきた問題や課題を様々な角度で検証し、今後の教訓にすること

主要行事

を目的として、『三丘地区「平成三十年七月豪雨」検証委員会』が設置されました。委員会では、

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）

災害時の地域の対応や行政側の対応、ボランティアセンターの対応等について討議を重ねて来られ

/周南市コミュニティ推進連絡協議会ホームページ

たとの事。そして、今回の被災を踏まえて、市に頼らざるを得ないところは頼るが、地域も一体と

（年 7.8 回程度発行

減災に取
なる必要性を痛感したため、三丘独自の活動体制をつくり、地域が一丸となって防災・

“ほっと三丘”コミュニティだより＆
三丘徳修館だより

組んでいける体制を作っていこう、という結論にたどり着かれたそうです。

コミュニティ誌

いつ、どこで起こるかわからない災害は、他人ごとではありません。今回の三丘地区の報告を参

宗貞 洋治

考に、それぞれの地区でも、日頃からの連携や協力体制づくりについて考えていく必要がありそう

コミュニティ会長

です。
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