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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 4年 4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 36号 

 

 

 コミュニティ活動助成金 

 大道理地区「芝桜」 

裏
面 

現在開催予定のイベント等も、中

止や延期になる可能性もありま

す。ご注意ください。 

 4月  

1日～30日 

    大道理芝桜まつり     （大道理） 

3日 太華山山開き（神事のみ） （櫛浜） 

16日 虎ヶ岳登山大会       （大河内） 

17日 グランドゴルフ大会    （八代） 

17日 戸田ふるさとウォーク   （戸田） 

24日 青空市場朝市      （徳小区） 

 

 5月   

15日 歩け歩け大会       （今宿）

28日 春季大運動会       （八代） 

29日 青空市場朝市      （徳小区） 

上旬 農 ganic Festa2021       (須金) 

  

 6月  

 4日 トワイライトフェスティバル 

                （和田）  

 8日 やじの通学合宿(～11日)  （夜市） 

11日 ホタル観賞の夕べ       （大道理）   

19日 ソフトバレーボール大会   （八代） 

26日 青空市場朝市      （徳小区） 

未定 通学合宿たかみず     （高水） 

先日、農林水産省が募集した「つなぐ棚田遺産～ふるさとの誇りを未来へ」で、

全国の 271 の棚田が選ばれました。県内からは 8 カ所選定され、周南市からも

「大道理鹿野地の棚田」と「中須の棚田」が選ばれました！ 市民としても、とて

も嬉しいです。ですが年々、棚田をはじめとする田畑も、維持することが難しく

なってきています。この機会に是非、市内の里山をめぐって、大切にしていきた

い“ふるさとの風景”を楽しんでみられてはいかがでしょうか?! 

 長穂地区  

 中須地区  

冬にはツルがやってくる貴重な田んぼです。 

現在、大規模農地に転換中。今年はどんな 

風景になるのか‥楽しみです。 

 菊川地区（四熊･井谷）  

「つなぐ棚田遺産」に選ばれた棚田は一面

に広がっていて、四季折々の景色を楽しま

せてくれます。 

温泉地として知られる地区 

ですが、棚田の景色も 

楽しめます。 

近くには名水「金明水」の取水場もあり、きれいな水でも

有名な地域です。 

のり面の芝桜ですっかり有名になりましたが、 

最初のきっかけは、雑草対策だったそうです。 

 八代地区  

  大道理地区（鹿野地）   

 

菊川の 2地区は、平成 22年には「やまぐち

の棚田 20選」に選ばれました。 

 菊川地区（小畑）  

 湯野地区  

市内の棚田や田園風景のご紹介 

 



                                                          

 

                                                                      

 

 

 

 

 

 

                                                    

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

徳小区【公園清掃事業】  （10万円） 

鹿野【鹿野かくれがﾏﾙｼｪ】 （10万円） 

久米【史跡まっぷ看板 作成】（10万円） 

遠石【コミュニティ倉庫】 （10万円） 

桜木【コミュニティ倉庫】 （10万円） 

長穂【花のカーテン】    （5万円） 

勝間【HANASA KATUMA】  （35,860円） 

戸田【灯篭流し PR活動】 （48,280円） 

今宿【今宿ｶﾌｪ 設備強化】  （5万円） 

 

   

秋月【あいさつ坂 看板整備】（10万円） 

須金【地域通貨 作成】   （10万円） 

戸田【ﾌﾟﾁ花いっぱい運動】(95,546円) 

岐山【岐山まつり 設備充実】（5万円） 

富田東【駅前ｲﾙﾐﾈｰｼｮﾝ】  （5万円） 

桜木【ｸﾘｽﾏｽｲﾙﾐﾈｰｼｮﾝ】   （5万円） 

 

福川【ｲﾍﾞﾝﾄ活性化】   （10万円） 

久米【夏まつり 設備強化】 （10万円） 

須々万【ｲﾍﾞﾝﾄ 強化】   （10万円） 

鹿野【ﾌｫﾄｺﾝﾃｽﾄ 開催】  （54,540円） 

長穂【地域交流イベント開催】（5万円） 

三丘【子どもまちづくり塾】 （5万円） 

鼓南【夢プラン 会議･実施】 （5万円） 

岐山【岐山まつり 充実】  （5万円） 

 

 

 

 

 

 

徳小区【子ども見守りタイ】 （10万円） 

鹿野【地域医療とまちづくり】 (30,970円) 

戸田【HOT ﾅｲﾄｲﾙﾐﾈｰｼｮﾝ】  （3万円） 

 

湯野【ｽﾀｯﾌｼﾞｬﾝﾊﾟｰ 作成】  （10万円） 

鹿野【地域医療とまちづくり】（10万円） 

戸田【HOT ﾅｲﾄｲﾙﾐﾈｰｼｮﾝ】   （3万円） 

菊川【史跡案内地図の配布】 （10万円） 

須金【ﾂｰﾘｽﾞﾑ推進事業】   （10万円） 

大向【お大師様整備事業】  （8万円） 

      

菊川【地域マップ看板 作成】（10万円） 

岐山【ひまわり街道】   （10万円） 

須金【ﾂｰﾘｽﾞﾑ推進事業】  （10万円） 

大向【お大師様整備事業】  （10万円） 

和田【山コン㏌和田】    （10万円） 

長穂【ほたるﾙﾐﾅﾘｴ長穂】  （10万円） 

高水【通学合宿たかみず】 （10万円） 

 

 

 

 

 

1.すっかり名所となった鹿野地の芝桜 

2.公民館周辺のホタルロード 

3.地元の方の手で整備されている“魚切の滝” 

4.大道理をよくする会による郷土史 

 “わたしたちのふるさと大道理” 

5.年頭登山も行われる大高神山よりの眺望 

6.地元に伝わる“手踊り”は、５０㎝もある 

 団扇を回しながらの踊りです 

 
Vol.4－大道理地区の「芝桜」 

 HOT TOPICS   コミュニティ情報～地域担当者のイチ押し！        

← 2009 年 2 月  
法面に防草シートを張りました。 

       

         

        

 

      

   

 

    

  

特色あるコミュニティ活動助成金について 

（周南市ふるさと振興財団の助成事業） 
 みなさんは、ふるさと振興財団が特色あるコミュニティ活動に対して行っている助成金事業をご存知です

か？平成 20年度から始まった事業ですが、これまで延べ 60以上の活動を助成してきました。 

活気あるふるさとをつくるために各地区のコミュニティ団体の皆さんが思いついた、様々な事業やアイデア

に対する助成です。今回は今までの実施例を振り返ってみますので、興味のあるコミュニティ団体の皆さん

は参考にされて下さい。 

          〒745-0045 周南市徳山港町 1-1  TEL：33-7701  FAX：31-3655 

財団では、この 3 月に、財団機関紙「五感で感じるふるさと周南 vol.6」

を発行しました。今回は、コロナ禍でも頑張っている皆さんの様子をお

伝えしたく、「こんな時こそコミュニティ」と題して特集しています。

市民活動や大田原自然の家のお知らせも、載っていますよ！ 

冊子は、市民センターを始めとする公共施設に設置してあり、ホームペ

ージでも閲覧可能です。ぜひ、ご覧下さい！ 

財団機関紙              発行 

 

(公財 )周南市  
ふるさと振興財団 

ふるさと振興財団より 

ふるさと振興財団の地域担当職員が各地区お

すすめの情報を紹介するコーナー第4弾。4回目

となる今回は、周南市の北部に位置する大道理地

区の一押しスポットです。 

令和 3年度 令和元年度 令和 2年度 

平成 30年度 平成 29年度 平成 28年度 

大道理と言えば、芝桜。表面の「市内の棚田や田園風景の紹介」でも取り上げている鹿野地(かのじ)

地区は、山口県内でも随一の芝桜スポットとして有名ですが、この芝桜、どのような経緯で植えられてい

るかご存じでしょうか？ 

大道理の芝桜は、棚田の法面
のりめん

(斜面)部分に植えられています。この芝桜の下には黒い色の防草シートが貼

られていて、雑草が生えないようになっているのですが、これが無いと年間５回ほど、この斜面の草刈り

をしなくてはいけません。そして、大道理地区も他の中山間地域の例に漏れず少子高齢化が進む地域。こ

の地域に暮らす約10世帯で、勾配の激しい３haもの農地の草を刈るのはとても大変で、その課題を解

決するために、防草シート案が挙がり、さらに芝桜を植えることで、花がシートを太陽光から守り、花の

根が張ることで法面も強くなるのです。そして、その花の彩りにより得られる景観の素晴らしさは、皆さ

んもご存じの通り。 

とはいえ、今では１０万本という数の芝桜も、手入れをしなければ寿命も早まり、キレイに咲くことが

できません。2009 年から現在に至るまで、百 笑
ひゃくしょう

倶楽部
く ら ぶ

を中心に地区内や市内外からのボランティア

の応援により、さし芽や植え替えなどの作業をされています。 

大道理の芝桜の見頃は 4月中旬から 5月上旬の一ヵ月ほど。また、6月には近くの川でほたるも見ら

れます。春を迎えるこれからの季節、ぜひ自然豊かな大道理地区へ足を運ばれてはいかがでしょうか。 

 

2009 年 3 月 

初めての芝桜の植え付けです。→ 

 2010 年 3 月 植え付け後 1 年たった頃 ↓ 


