
様々な活動にご活用ください
①特色あるコミュニティ活動支援事業助成金
対象団体；周南市内 31地区コミュニティ推進組織

最大２年間

単年上限 10万円（助成率 1/2）

②しゅうなん元気活動支援事業助成金
対象団体；周南市内で活動する市民活動団体

新規事業対象

上限 10万円（助成率 10/10）

助成金は

2種類！

助成金申請のスケジュール

５

助成金
活用講座

申請書
受付期間

プレゼン
テーション
審査会

採否通知 事業期間 事業完了後
報告書提出

12 月頃 1～ 2月頃 3月中旬 3月下旬
4月～翌年 3月

平成 29 年度助成団体の「活用事例」をご紹介します。

そのほかにも…

次は、皆さんの取り組まれている活動でご活用を！

写真

ご相談は、通年受け付けています。お気軽にご連絡ください。

スタッフジャンバー
＆

帽子の作成

湯野地区
コミュニティ協議会 福祉祭り

住民参加事業

新南陽若山
ライオンズクラブ 郷土史研究

及び
書籍発刊事業

新南陽郷土史会

草野球による
青少年健全育成

NPO法人
まなびデザインラボ

ひまわり・見まもり
安心きさん

岐山地区
コミュニティ推進協議会

２年目

中学生の声に
応える事業

住みよい
菊川をつくる会

２年目

須金ツーリズム
推進事業

生きがいのある
須金をつくる会

２年目 大向地区
88 ヶ所お大師様
整備事業

大向地区コミュニティ
推進連絡協議会

２年目

若い世代の
参加者増加

冬はイベントが少なく

住民交流が少ない。

地区内で世代間交流の

場がほしい。

クリスマスシーズン

イルミネーションを

「ソレーネ周南」に設置。

点灯イベントは地区内

の子どもたちと一緒に。
戸田地区コミュニ
ティ推進協議会

戸田HOTナイトイルミネーション
親子連れや若い世代も

楽しめる場ができた。

地域に身近な

冬のスポットに。

意識向上

鹿野地域の高齢化・過

疎化が進む中、医療体

制が不安。安心・安全

で持続的な体制を地域

内で構築したい。

住民・医療機関・行政

が一緒に話し合う場を

設定。

先進地の視察と交流で

知識習得及び関係構築。
明るく元気な
鹿野をつくる会

地域医療とまちづくり事業 住民・医療機関・行政

が定期的に話し合う場

ができ、学生も交えて

地域医療に関する様々

な取組が生まれた。

安全確保
子どもや高齢者の登山

者が増加する中、足が

滑りやすい箇所や段差

が大きな箇所が目立つ。

山登りコース案内板の

デザイン一新。

擬木の設置及び樹木伐

採箇所の調査と計画の

策定。

湯野観音岳ハイキ
ングコース協賛会

登山道整備とコース案内看板の設置
案内板が分かりやすく

なり、道案内不安解消。

来年に向けて整備する

準備が具体的にできた。

認知度向上
八代地区に食品を購入

できる店がなくなった。

地域団体で直売所を設

立したのでＰＲしたい。

案内看板を県道付近に

設置。

農産物直売所
つるのさと

販売ＰＲのための看板設置事業 来客数２割増加。

地区住民間で交流の

機会が増加。

ナベツル観光期間

以外も来訪者増加。

課題 解決策 結果

道の駅



公益財団法人周南市ふるさと振興財団公益財団法人周南市ふるさと振興財団

徳山商工高等学校×ふるさと産品の店 “こあ”徳山商工高等学校×ふるさと産品の店 “こあ”高校生
と

高校
生と

徳山大学経済学部教養ゼミⅠ「食育講座」徳山大学経済学部教養ゼミⅠ「食育講座」大学
生と

大学
生と

　課題研究授業の一環で 3年生 10名が１年間、「地域を知りたい！地域のために私たちができること」を思い、生徒自

らが研究テーマを設定し、ふるさと産品の店 “こあ” で周南市の産品や生産者について学びました。生徒の皆さんは、こ

の他にも様々な地域行事に参加し「地域と関わるってとっても楽しい！」と、地域の中で学ぶ楽しさを感じていました。

　徳山大学経済学部大田康博教授と連携し、教養ゼミⅠ受講の１年生を対象に取り組んでいます。

　3年目となる今回は、学生の皆さんが自分の健康とあわせて、「食」を通して、その背景（社会・自然など）に関して

も深く学んでいただくことを期待し、各種団体が連携し、リレー講座（全 3回）を実施しました。

　消費者と生産者が相互理解を深めるための交流を促進します。地場産品をより身近に感じる場づくりとして、生産地・

生産者の紹介等とあわせて料理を一緒に作り、楽しみながら周南の味を満喫しました。

周南市ふるさと振興財団の地産地消の推進、食育活動

６

ふるさと産品の店 “こあ” は、平成２９年 12月 28日をもちまして閉店いたしました。

皆様方には、平成 13年に開店して以来 16年にわたりご愛顧いただき誠にありがとうございました。

これまでの皆様からのご支援に心より感謝し、お礼申し上げます。

なお、当財団は今後とも、地場産品を活用した地域活動に関する情報発信や、地場産品をテーマにした食育活動

及び地産地消の推進活動は続けてまいりますのでよろしくお願いします。

・生産者へインタビュー

・自分たちで買い物して料理！
・ワークショップ

・イベント企画
・こあふるさと市紹介
・周南市産品販売

・須金の里ひまわり会との交流
・梨のパウンドケーキＰＲ企画
・商工祭で販売！

体験教室体験教室
市民
の

皆さ
んと市民
の

皆さ
んと

６月 ８月 11月

赤しそジュース そば打ちピザづくり

春 夏 冬

ピザづくり 赤しそジュース そば打ち

夜市産・鹿野産
　赤しそ使用

都濃そば使用
県内産小麦「せときらら」
周南市産野菜・ゆずみそ
鹿野ファームウインナー使用

県内産小麦「せときらら」
周南市産野菜・ゆずみそ
鹿野ファームウインナー使用

生産者の温かさや熱意を知りました！

・イベント企画
・こあふるさと市紹介
・周南市産品販売

・生産者へインタビュー

・自分たちで買い物して料理！
・ワークショップ

・須金の里ひまわり会との交流
・梨のパウンドケーキＰＲ企画
・商工祭で販売！（協力 :（公財）周南地域

　　　地場産業振興センター）
（協力 :（公財）周南地域
　　　地場産業振興センター）

（協力 : シティーケーブル周南）（協力 : シティーケーブル周南）

③食べることの大切さを知る
周南市産品と市販品の食べ比べ（お米と野菜）

②魚食普及活動
周南市の海で漁獲される魚について 講義と調理実習（しゅうなんスープ）

①味わうことの大切さと食品の背景を知る

山口県漁業協同組合周南統括支店山口県漁業協同組合周南統括支店 周南市食生活改善推進協議会周南市食生活改善推進協議会



周南市大田原自然の家の食農・食育体験活動

７

畑や田んぼで実際に土に触れ、汗を流して野菜や米を育てることで、食

べ物や自然の恵み、生産者への感謝の気持ちを育む食農体験事業を実施

しています。

農作業体験

食育体験 ピザ作りやうどん作りなど、手作り体験を通して食べ物や食べることの

大切さ、自ら作ることの楽しさや大変さなどが学べるように、食育活動

に力を入れて取り組んでいます。

大地を耕し作物をつくる
家族のつどい

①②

幼稚園の子どもたちが
収穫体験

③
年８回シリーズで実施

ピザ作り①
収穫祭②

手打ちうどん③
（その他の主催事業）
手作りベーコン工房
手作りみそ工房
春・秋の自然まるかじりなど

ボランティア
大豆や小麦などをボランティアの方々の協力を得て、大田原地区で自家生

産し、その食材を利用して体験活動を実施しています。また、「シャトル

ファーム」事業では、街なかの中学生、高校生が大田原自然の家に月１回

通って野菜の手入れをするほか、加工食品作りを体験する子どもたちへの

指導も協力していただいています。

②

食農ボランティア①
小麦生産のお手伝いなど。
子どもたちの喜ぶ笑顔がやりがいです。

http://gokan-furusato.org/ootabara/ 

シャトルファーム事業②
中学生、高校生は子どもたちと関わることで自らも
学びます。

周南市大田原自然の家 TEL 0834-89-0461
詳しくはホームページをご覧ください

（周南市中須北 3194）

① ② ③

①

③②①

豆腐作り

主催事業以外にも、団体のご希望に応じた活動プログラムをご利用いただけます。

体験イベントのご案内

周南市大田原自然の家

②



〒745-0045　山口県周南市徳山港町 3-21公益財団法人周南市ふるさと振興財団 TEL（0834）33-7701

当財団に関する情報を発信しています。ぜひご覧ください。

公益財団法人周南市ふるさと振興財団 検索

ホームページ

http://gokan-furusato.org/

平成 30 年３月作成

　周南市にゆかりのある首都圏在住のみなさんに、

少しでも周南市に触れてもらい、周南市を感じても

らえたらとの思いで昨年から始めた「ふるさと周南

を感じる会」。今回は山口県出身の方がオーナーの飲

食店にご協力いただき、３０名を超える参加者で盛

りあがりました！変わらない風景や、変化していく

街並みなどを紹介し、周南産の食材を使った料理と

地酒で話題は尽きませんでした。周南を懐かしんで

もらい、周南に帰るきっかけになればと思います。

ふるさと周南を感じる会
vol.2

H29.11.18

地域で活躍する若者を応援！
若者ネットワーク強化！

　地域課題としてもよく挙がる「若者の地域参画」への取組として、若い世代の地縁型グループの交

流、情報交換の場づくりを行い、それぞれの地域で活動する若い世代の仲間づくりを支援しています。

地域によって異なる課題や、共通の課題、特徴的な取り組みなどについて意見交換を行う機会を増や

すことで、仲間意識が芽生え、日頃から地域間の交流が行われていきます。地域を超えた行事への参

加や、出店も行われ、ＳＮＳを使った情報交換も日常的に行われています。

地域で活躍する若者を応援！
若者ネットワーク強化！

周南市ファンミーティング

①年２回交流会を開催
少しずつ参加者が
　　　　　増えています！

②泥んこ祭り in 長穂
多くの地区の若手が出店！

① ②

ご参加いただき
ありがとうございました！
ご参加いただき
ありがとうございました！

店内は周南市に縁がある方ばかり！店内は周南市に縁がある方ばかり！


