
 

 

 

周南市コミュニティ推進連絡協議会広報紙 

わたしたちのコミュニティ 

令和 2年 7月１日 周南市コミュニティ推進連絡協議会事務局 

〒745-0045  山口県周南市徳山港町 1-1 

公益財団法人周南市ふるさと振興財団内 

TEL 0834-33-7701  FAX 0834-31-3655 第 29号 

 

 

 周南市コミュニティ 
     令和２年度総会 

  中須をよりよくする会 

裏
面 

 大道理（魚切の滝）  

現在、イベントの中止や外出自粛の日々が続いています。このような時期ですので事務局では、皆さんに

代わって各地の様子を取材して来ました。一日も早く以前の生活が戻り、皆さんもご自分の目で、美しい

周南市の風景を楽しむ事が出来るようになりますように‥‥。 

。 

 7月  

 

 9月  

27日 青空市場     （徳小区） 

 

 

 富田（永源山公園のこいのぼり）  

 徳小区（児玉公園のジャカランダ）  

 8月  

14日 盆踊り大会     （須金） 

29日 須金なし・ぶどう祭 （須金） 

30日 青空市場     （徳小区） 

  

     

 

 

 須金（梨の花）  

春から初夏の各地の様子 

 桜木（とおの山からの眺望） 

 三丘（東善寺側の菜の花）  

 遠石（周南西緑地の菖蒲園）  

 櫛浜（太華山からの眺望）  

 菊川（四熊峯さん牧場）  

こちらは太華山山頂からの眺望です。太華山からは四国や九州

まで望めるとのこと。この日も桜の花と共に、瀬戸内の景色を

楽しむことが出来ました。     （2020年 4月 6日撮影） 

 

   

 

桜木地区の皆さんに親しまれているとおの山は、標高 288ｍ。ハイ

キングにもってこいの山です。下松から防府まで見渡せます。私も

太華山と大津島を確認しておきました。 （2020年 4月 21日撮影） 

 

   

 

周南西緑地の菖蒲園は、6月上旬から中旬頃に見頃を迎

えます。冬には草しか生えてなかった池が今日は花菖

蒲で埋め尽くされていて、感動しました。 

              （2020年 6月 3日撮影） 

 

   

 

東善寺のすぐ側に、菜の花を見つけまし

た。ちょうど桜も咲いていて、黄色とピ

ンクのコントラストが素敵でした。       

       （2020年 4月 15日撮影） 

 

   

 

桜に似ていますが、これは梨の花です。須金

地区ではこの時期、一面に咲く白い梨の花を

見ることが出来ます。今年もきれいに咲いて

いました。秋の収穫が楽しみです。        

        （2020年 4月 14日撮影） 

 

   

 

これは中南米原産のジャカランダという

木です。周南市が、ブラジルのサンべルナ

ルド･ド･カンポと姉妹都市であることか

ら贈られました。珍しい木で、毎年開花を

楽しみにされている方もおられます。        

        （2020年 6月 12日撮影） 

 

   

 

富田の永源山公園です。いつもと違ってひっそりとしていました

が、こいのぼりは元気よく泳いでいました。この時期は花も多く、

チューリップの次はツツジが見ごろを迎えます。 

                  （2020年 4月 17日撮影） 

 

   

 

四熊にある峯さん牧場は、見事なあじさいで有名

です。今年は敷地内の数ヶ所にこんな飾り付けも

されており、とても楽しませてもらいました。      

            （2020年 6月 10日撮影） 

 

   

 

国道 375号線から歩いて 500ｍぐらい下った所に、魚切の滝は

あります。足もとは少々滑りやすいですが、マイナスイオンの

中を進んで行くと現れる滝は迫力があり、空気もひんやりして

いて癒されました。        （2020年 6月 7日撮影） 

 

   

 

※イベントは、変更・中止の場合あり 



                                                           

 

                                                                      

 

 

 

 

 

 

                                                    

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

File 北部地区-７－中須をよりよくする会 

 HOT TOPICS 
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ご存知ですか!? 市民活動支援センター 

コミュニティ会長   飯 田 唯 志 

コミュニティ誌   ふれあい中須 

   （毎月発行/周南市コミュニティ推進連絡協議会ホームページ 

         市民活動支援センターにバックナンバー保存）  

主要行事 地区市民運動会 ・ 中須ふれあいフェスタ 

     おだいし山に登ろう会 ・ どんど焼き 

     菅野湖畔 10 マイルレース 等 

        コミュニティ紹介 

         
 例年ならこの時期、周南市コミュニティ推進連絡協議会の総会を会場開催するところですが、

今年は新型コロナウィルス感染拡大防止のため、書面表決の方法による総会としました。 
  

 議案は以下の通り。各地区会長さんより書面表決にてご賛成いただき、可決いたしました。 

    第 1号議案 会長退任について 

    第 2号議案 令和元年度事業報告 

    第 3号議案 令和元年度収支決算並びに監査報告 

    第 4号議案 令和 2 年度事業計画 

    第 5号議案 令和 2 年度収支予算 
 

また各地区会長ならびに周南市コミュニティ推進連絡協議会役員も次のように決まりました。 

みなさん、今年度も、よろしくお願い致します。 

 

  

周南市ふるさと振興財団では、職員が様々な取材を行ってい

ますが、最近では周南市の美しい風景や地域の取組みの取材に

も力を入れています。そしてその取材成果をより多くの人々に

ご報告できるよう、“YouTube”にもアップしてみました。財団

ホームページやフェイスブックと併せてご確認下さい。また、

取材するとよい情報などありましたら、ご連絡下さい！ 

《会 長》 

 内山 浩昭 （須金コミ会長） 

《副会長》 

 山根 昭昶 （久米コミ会長） 

 中村 利孝 （福川コミ会長） 

《理 事》 

 田村 勇一 （桜木コミ会長） 

 砂田 龍二  （徳小区コミ会長）※ 

 三牧 蔟  （鼓南コミ会長） 

 宗貞 洋治 （三丘コミ会長） 

 松田 喜八郎（富田西コミ会長） 

 磯部 保夫  （夜市コミ会長）※ 

 重國 和男  （長穂コミ会長） 

《監 事》 

 福田 秀夫 （遠石コミ会長）   

 有馬 孝志   （須々万コミ会長） 

 

 高橋 幹夫 （岐山コミ会長） 

 田村 隆嘉  （今宿コミ会長） 

 加藤 洋   （周陽コミ会長） 

 福本 智  （秋月コミ会長） 

 森光 剋友  （櫛浜コミ会長） 

 村川 哲夫  （大河内コミ会長） 

 竹村 正美  （高水コミ会長） 

 有田 司  （勝間コミ会長） 

 佐伯 育夫  （八代コミ会長） 

吉井 信博  （湯野コミ会長） 

土屋 晴巳  （戸田コミ会長） 

安達 壽富  （大津島コミ会長） 

小林 雄二  （菊川コミ会長） 

末次 利幸  （富田東コミ会長） 

土田 友己  （大道理コミ会長） 

長廣 巧   （大向コミ会長） 

長嶺 敏昭  （鹿野コミ会長） 

國本 研二  （和田コミ会長） 

飯田 唯志  （中須コミ会長） 

 

※は会長が交代された地区 

1. 中須八幡宮で豊作を願って毎年開催される御田頭祭揉山は、とても勇壮な祭です。  

2. 中須地区総合運動場で開催される中須ふれあいフェスタは、毎年人気のイベントです。 

3. 前回の中須ツリ―まつりは中須地区総合運動場で開催され、光のトンネルも作られました。 

４. 中須北の棚田は「やまぐちの棚田 20 選」に選ばれており、フォトコンテストも開催されます。 

５. あらたまの滝は、普段は菅野ダムの底に沈んでいますが、数年に一度、ダムの水が減ると現れます。 

６. 青少年の健全育成に貢献する大田原自然の家は、ふるさと振興財団が管理･運営する施設です。  

令和２年度 周南市コミュニティ推進連絡協議会 総会          

 
   

公益財団法人周南市ふるさと振興財団   周南市徳山港町 1-1  

   TEL（0834）33-7701  TEL（0834）31-3655 （平日 8：30～17：15） 

 

鹿野地区で「Stay Home 花火」打上げ！ 

  
    

周南市のこいのぼり 2020 

 

写真：山口新聞 

 先日、全国の花火業者によるシークレット花火が話題になり

ました。6 月 1 日の事でしたが、それに先がけ周南市でも、5

月 30 日夜、周南観光コンベンション協会による「Stay Home

花火」が鹿野地区で打ち上げられました。 

 これは、不要不急の外出をしないよう心掛ける地域住民に楽

しんでもらおうとサプライズで計画されたもので、地区内の 2

ヶ所から 60 発ずつ、計 120 発が打ち上げられました。 

 現在この試みに賛同する地域コミュニティがいくつかあり、

自分たちの地区でも開催出来ないか検討中です。実現するかど

うかはまだ分かりませんが、もしかしたらお住まいの地区で

も、花火が打ち上げられるかもしれません。皆さんも、夜にな

ったら、ちょっと外の音にも耳を傾けてみて下さいね！ 

 

  

うす暗い中、作業されるスタッフ 

周南市の桜 2020 

 

“Ｙou Ｔube” やってみました！ 

徳山駅前賑わい交流施設 3階にある市民活動支援センター

は、当財団が周南市より業務委託を受け運営しています。こ

こでは、市民活動（営利目的でない自主・主体的な公益活動）

のための情報コーナーやワーキングコーナー等があり、皆さ

んの活動をサポートします。もちろん、各地区コミュニティ

推進組織の活動にも役立てて頂けます。興味のある方は、お

気軽にお問い合わせください！ 

周南市市民活動支援センター TEL(0834)32-2200 （相談対応可能日時：日･祝を除く 9：30～18：15） 


