○ 体振グランドゴルフ大会

５月１８日（土）

● ソレーネ周南５周年イベント ５月１９日（日）
○ 舟山神社祇園祭

７月１４日（日）

● 戸田地区盆踊り大会

８月１４日（水）

○ 灯篭流し

８月１６日（金）

● 桜田中学校運動会

９月

○ 戸田小学校運動会

９月１４日（土）

● 桜田八幡宮秋季例大祭

９月２２日（日）

○ 戸田地区敬老会

９月２９日（日）

７日（土）

● 桜田幼稚園運動会

１０月

○ 戸田地区民大運動会

１０月２０日（日）

● 戸田みのりフェスタ

１１月

○ 大収穫祭ｉｎソレーネ

１１月２４日（日）

● イルミネーション点灯式

１２月 ８日（日）

○ 新春登山

１月

６日（日）
３日（日）

１日（水）

● 戸田地区新春ふれあいの集い １月１１日（土）
○ 戸田地区どんど焼き

１月１２日（日）

● 戸田地区桜を楽しむ会

３月２９日（日）

「おまたせクッキー」
ハッチンス さく
乾 侑美子 やく

一番好きなのはおやつの時間。
ビクトリアとサムがおかあさんのやいた
クッキーを食べようとすると「ピンポーン」。
つぎつぎとおともだちがやってきます。みん
なでいっしょのおやつの時間。
さて、何個ずつ食べようかな・・・
（こどもとしょかんタイムマシン）

○ 周南市防災ラジオとは
災害時や緊急時に、市の緊急放送で自動的に電源が入
り、最大音量で流れます。普段はしゅうなんFMの受信
に使えるほか、停電時などは乾電池で使用できます。

○ 主な放送内容
・Jアラートによる国からの緊急情報など。
・市からの緊急情報や防災情報など。

戸田だより

地域情報誌
令和元年 春号
5月1 日発行

Vol. 43
＜発行・編集＞戸田市民センター コミュニティ推協 社会福祉協議会 編集委員会

○ 受付期間
平成３１年４月１５日 ～ 令和元年５月１０日

○ 受付場所
市役所（防災危機管理課）、各総合支所、各支所

○ 対象者
市内在住者（１世帯につき１台） または
市内事業所（１事業所につき１台）

○ 購入代金
2,000 円（１台）

※ 今回は先着順で、1000台限りの配布となりま
す。申請方法等について詳しくは戸田市民センター
までご相談ください。

４月１日から戸田支所で１日３回鳴っていたサ
イレンが、防災無線のメロディーチャイムに変更
となりました。
これにより、毎日６:００、１７:００の２回に変わ
りました。それぞれ流れる曲が違うのでお確かめ
ください。

善意銀行
清永 博実 様
皆さんから温かい善意をお寄せ頂きあり
がとうございます。この善意は地域福祉の
為に使わせていただきます。（地区社協）

満開の桜と市民センター「さくら」、そして地域のみなさんの温かさに迎えられ、新年度をス
タートすることができました。緑が色つき、春の陽気に包まれるこの季節、なんと戸田支所の事
務室内に１羽のつばめが舞い込んできました。このつばめこそ、幸せを運ぶ鳥・・・？（Ｆ記）

３月３１日（日）、戸田市民センターにて、戸田市民センターの愛称発表会が行われました。応
募総数２５８通の中から市民センター運営協議会で３点を選出し、戸田小学校児童３～６年生の投
票にて愛称が戸田市民センター「さくら」に決定しました。
選ばれたさくらを応募してくださったのは、山内 寛大郎くん（中）・福嶋 和子さん（右）、そ
して看板を作成してくださったのは、河井 日出夫さん（左）です。沢山のご応募ありがとうござい
ました。
桜のように、みなさんから愛され続ける市民センターにしていきますので、戸田市民センター
「さくら」の愛称でより親しんでもらえればと思います。

戸田の人 インタビュー
◆ 戸田地区自治連合会長

道の駅「ソレーネ周南」駅長

福原 和昭

◇

〃

コミュニティ
推進協議会長

◆

〃

自主防災協議会長

◇

〃

婦人会長

原田 京子

◆

〃

体育振興会長

高松 清司

◇

〃

社会福祉協議会長

西村

◆

〃

盆踊り保存会長

河井 日出夫

◇

〃

婦人防火クラブ会長

松本 幸江

15

No.

小野 拓二

土屋 晴巳

さん

〃

明

◆ 老人クラブ戸田寿会長

松野

擴

◇ 交通安全協会戸田支部長

森重 勝己

◆ 消防団西第１８分団戸田支部長

藤本 昌治

４月１３日（土）、戸田市民センターにて戸田地
区歓送迎会が開催されました。前桜田中学校教頭の
友清さんは長期派遣研修に、前戸田小学校教頭の大
庭さんと前桜田幼稚園長の古賀さんは定年退職、前
戸田市民センター主事の筑後さんは生活支援課に異
動になりました。
戸田地域のためにご尽力いただきありがとうござ
いました。益々のご活躍をお祈りしています。

この5月17日で５周年を迎える
「ソレーネ周南」。小野駅長は、
出荷者をはじめ購買者、維持管理
に携わる方など地域住民に支えら
れていると言います。今後は、5
年10年を見据えて地域の活性化
を図り、また周南市の観光拠点の
１つにしていきたいと考えている
そうです。
そして、5月19日（日）の9時
から15時において、ソレーネ周
南5周年祭が開催されます。ス
テージイベントの他、屋台や湯野
温泉の足湯が出店されるのでぜひ
足を運んでみてください。

※敬称略

このたび、桜田中学校
に転任してきました、教
頭の岩崎浩一（いわさ
き・こういち）です。
地域の皆様と一緒に、
桜田中学校の発展のため
に尽くしていきたいと思
いますので、よろしくお
願いします。

今年度から桜田幼稚園
の園長としてお世話にな
ります、深井淑恵（ふか
い・としえ）と申します。
２年ぶりに帰ってきまし
た。
みんなにとって楽しい
幼稚園となるよう頑張っ
ていきたいと思います。
よろしくお願いします。

牟礼南小学校から来ま
した戸田小学校教頭の野
村恭子（のむら・きょう
こ）です。
地域のぬくもりが感じ
られる戸田に赴任できた
ことを幸せに思っていま
す。この出会いを大切に
していきたいです！どう
ぞよろしくお願いします。

この度、戸田市民セン
ター主事になりました福
守純弥（ふくもり・じゅ
んや）と申します。
まだまだ未熟ものでは
ございますが地域のみな
さまの助けを受けながら
がんばり、成長していき
たいと思いますので、よ
ろしくお願いします。

今回は道の駅「ソレーネ周南」駅長の小野拓二さん。
山口銀行福川支店の支店長からの転身で、この4月か
ら2年8カ月の空席を埋めるべく、駅長に就任されま
した。
山口フィナンシャルグループとして湯野温泉の活性
化に取り組んでおり、「ソレーネ周南」と連携できな
いかと考えていた時に、駅長の話が舞い込んできたと
いうのが駅長に就任されたきっかけだそうです。
地元住民の日常使いや、国道２号に面していること
から通勤で寄る方、観光として来られる方と目的はさ
まざまですが、レジ通過者だけでも年間80万人もの
来場者がいるそうです。平日でも1000人以上の時も
あるとか。
「ソレーネ周南」では70%が中山間地域といわれ
る周南市において、出荷が困難な中山間地域の高齢農
家でも販売できるように、ヤマト運輸と連携協定を結
び、宅配便のトラックが農家を訪れて集荷するシステ
ムを行っています。それ以外にも、道の駅としては珍
しい「いきいきサポートステーション」に看護師が常
駐し、地域住民の健康相談や生活支援、介護支援をお
こなっているなど地域福祉に力を入れた取り組みをし

４月１８日（木）、桜田幼稚園の園児１９名
と戸田小学校の児童１８名がソレーネ周南親水
護岸にて、アユの稚魚を放流しました。
このイベントは、湯野・戸田・夜市の西部３
地区を流れる夜市川へアユを放流することを通
じて、３地区で生まれ育った園児・児童たちに、
自然とのふれあいを体験して楽しんでもらうも
のです。
バケツから夜市川に放たれたアユは、「早く
おおきくなってね」というかけ声に応じるよう
に、川の中を元気よく、すいすいと上流に向
かって泳いでいきました。

４月１日から、独居老人の
サポートをしている地域福祉
コーディネーターが前田則之
さんから西本篤幸さんに変わ
りました。
月・水・金曜日の９時から
１５時まで戸田支所内で勤務
されていますので、ご相談が
ある方は気軽にお立ち寄りく
ださい。

