
区
事　業　名
団　体　名

事　業　部　門
実施小学校区

開催日・場所（予定） 概要

平成２３年４月３日（日）

御津金川観波橋河川公園

平成２３年８月１３日（土）

御津スポーツパークふれあい広場

平成２３年９月２５日（日）

御津紙工河原邸

平成２３年４月２４日（日）

黄ニラと青ねぎの里牧石ふれあいまつり実行委員会 牧石

平成２３年６月上旬

平成２３年８月７日（日）

高田学区コミュニティ協議会 高田 蛍明小学校

平成２３年７月１７日（日）

平津学区安全・安心ネットワーク 平津

平成２３年７月３０日（土）・３１日（日）

大元学区地域活性化推進委員会 大元

平成２３年７月３０日（土）

吉備・陵南おかやま木堂ふるさとまつり実行委員会 吉備

平成２３年７月３０日（土）

津島学区コミュニティ協議会 津島

平成２３年８月６日（土）

みのサマーフェスティバル実行委員会 御野

平成２３年９月１０日（土）

福谷コミュニティ協議会 福谷

北 1

北 6

北 7

北

北 2

北 3

北 9

北 8

4

北 5

地域の特産品である黄ニラと青ねぎを生かし
たまつりの開催を通じて、学区を広く知っても
らい、地域交流の場として活用し、学区民が
お互いを知り、安全で安心な暮らしやすい地
域づくりの機会とする。

学区内の小・中学生、地域の大人たちが一緒
になって、お化け屋敷を作り上げ、世代間の
交流や地域間の交流を深めることにり、地域
の教育力の向上を図り、よりよい学区づくりを
推進する。

区画整理によりできた新しい学区において若
さを活かした、子どもたちの大きな夢と希望に
あふれたまちづくりを推進するためフェスタを
開催する。学区民総参加で手作りで行うことを
通して、住民相互のふれあいと交流、憩いの
場を提供し、健全な学区の育成を図る。

岡山市無形文化財である「津島はっさく踊り」
を永久的に継承していくとともに、伝統文化の
大切さを学ぶことを通じて、地域交流の輪を
広め、安全・安心のまちづくりを推進する。

吉備文化の継承と地元出身の偉人「犬養毅
（木堂）」の功績を学習し、地域交流の場とし
て、新・旧住民のコミュニケーションを図りなが
ら、各種団体との協力・連携を通じて、より豊
かな地域社会の創造に貢献することを目的と
してまつりを開催する。

黄ニラと青ねぎの里・牧石ふれあいまつり 身近な交流部門

みのサマーフェスティバル

牧石小学校

平津小学校体育館

ひらつおばけ屋敷

平成２３年度吉備・陵南
　　　おかやま木堂ふるさとまつり

身近な交流部門

大元中央公園

吉備中学校グラウンド
吉備小学校区全体（パレー

ド）

身近な交流部門

福谷小学校南側

花火の里“ファンタジック福谷”

岡山市無形文化財
　「津島はっさく踊り」の継承事業

身近な交流部門

津島小学校運動場

身近な交流部門

岡山市北区の西部山間地に位置する過疎の
地域である学区で、県内唯一の花火製造所
の協力を得てまつりを開催することで、過疎に
負けずにがんばっている学区の活性化を図
り、学区内外住民との交流を推進する。

小中高校・大学の教育機関が集積し、また、
多くの外国人が暮らす街「御野学区」におい
て、地域住民、学生、外国人などが一体とな
り、イベントを開催することにより、地域の絆を
強固にするとともに、青少年の健全育成、安
全・安心のまちづくりを推進する。

岡北中学校

春は宇甘川土手にある桜並木の下で桜まつ
りを、夏は学区のほぼ中央の御津スポーツ
パークにおいて納涼まつりを、秋には江戸時
代後期建築の庄屋である河原邸でお月見会
を開催する。１小学校区となった３地区が、１
年を通じての行事により連携し、住民コミュニ
ティの育成と地域の活性化を図る。

御津活性化事業実行委員会 御津

御津地区ふれあい事業
　（桜まつり・納涼まつり・お月見会）

身近な交流部門

平成23年度岡山市区づくり推進事業事業一覧

２つのまつりを通じて、高田地区住民の親睦
を図るとともに、ホタルをはじめとする高田地
区の美しい自然や特産物をPRすることにより
地区の活性化を図る。

高田ホタルまつり
高田地区ふれあい夏まつり

身近な交流部門

子どもたちの夢をはぐくむふるさとづくり
　「サマーフェスタおおもと２０１１」

身近な交流部門

身近な交流部門



区
事　業　名
団　体　名

事　業　部　門
実施小学校区

開催日・場所（予定） 概要

平成23年10月15日(土)

西川秋祭り実行委員会 旧南方

平成23年11月13日(日)

陵南フェスタ事業実行委員会 陵南

平成23年11月末

建部町ふるさと野菜市出荷者組合 福渡

平成２３年４月１０日（日）

平成２３年１０月１６日（日）

足守地域活性化推進事業実行委員会
足守・大井・
高田・福谷

近水園一帯
町並み保存地区一帯

平成２３年７月２４日（日）

一宮地域活性化推進委員会
中山・馬屋下・

桃丘・平津

平成２３年７月下旬

みつ地区夏祭り実行委員会
御津・御津南・

五城

平成２３年８月２７日（土）

星空サマーコンサート実行委員会 御南・西

広域交流部門 平成23年9月18日(日)

津高ふれあいマスカットまつり実行委員会

平成２３年１０月３０日（日）

高松地区地域振興事業実行委員会
庄内・加茂・

鯉山

平成２３年１１月５日（土），６日（日）

吉備・陵南まちかど博物館実行委員会 吉備・陵南

北 17

津高ふれあいマスカットまつり2011

地域特産のマスカットをシンボルとしたイベント。
地域住民、企業・各種団体によるステージイベン
ト、出店などを通して、住民の交流と一体感を高め
るのが狙い。
［主な企画］　小中学生によるステージ、マスカット
音頭、四つ拍子踊り、マスカットにちなんだゲー
ム、出店・出展多数

横井
野谷

馬屋上

岡山空港貨物
ターミナル横広場

身近な交流部門

学区民が気軽に参加できる“ふれあいと憩いの
場”を創出するイベント。地域の交流と連帯を育
み、コミュニティの活性化を促進するとともに、地
域内商業地の活性化にも貢献する。
［主な企画］　踊り、歌、パフォーマンスなどのス
テージ、子ども向け企画多数、マグロ解体　等

野田屋町公園

学区の各種団体が協働して行う地域活性化イベ
ント。三世代交流に重点を置き、地域力の向上と
安全・安心のまちづくりを推進する。
［主な企画］　各種団体による出店、ステージ企
画、健康コーナー、子ども餅つき大会　等

陵南小学校グラウン
ド・

体育館

陵南フェスタ 身近な交流部門

建部町ふるさと野菜市感謝祭 身近な交流部門

西川秋祭り ｉｎ 南方

北 15

北 16

北 18

北 19

北 13

北 10

北 11

北 12

北 14

まほろば祭り「高松城水攻め歴史合戦」 広域交流部門

第７回吉備・陵南まちかど博物館 広域交流部門

陣屋町あしもり再発見！
足守洪庵さくらまつり
足守メロンまつり

広域交流部門

広域交流部門

第１２回御南中学校区星空サマーコンサート 広域交流部門

夏祭りｉｎみつ２０１１ 広域交流部門

このまつりを、新しい住民と従来からの住民と
の交流を深め、コミュニティ構築に資する重要
なまちづくり事業として位置づけ、同時に地元
農産物・特産品の消費拡大と地産地消を目指
した「農商工融合の活力あるまちづくり」を目
指す。

「ももの里、桃太郎の里　いちのみや」をキャッ
チフレーズに、特産の清水白桃や吉備津彦命
の御陵の麓である「桃太郎の郷」の魅力を発
信するフェスティバルを開催する。企画運営を
地域住民自らで行うことにより地域内での交
流と連帯を生み、地域住民の意識の向上、地
域の活性化を図る。

地域ゆかりの偉人や伝統工芸、また古民具な
ど、地域各所に保存、伝承されている歴史あ
る地域資源を一般公開し、伝承することによ
り、地域住民が自らのふるさとを知り、ふるさ
とに誇りを持てる地域づくりを目指す。

吉備・陵南学区内

三味線餅つきや宮内踊りなどの伝統行事の
披露や地域の歴史・文化遺産の史跡めぐりな
どを通じて、広く内外に地域の魅力を発信す
るイベントを開催し、幅広い交流を促進するこ
とで広域的に地域の活性化を図り、個性的で
魅力あるまちづくりを行う。

高松城址公園

吉備津彦神社馬場

岡山県立おかやま福祉
の郷

屋外ステージ

御津公民館

福祉施設、学校施設が集中している福祉の郷
で、福祉にやさしいまち御南をアピールする音
楽祭を通じて、地域の社会福祉施設との積極
的な交流による相互理解をはかり、地域の特
色を生かした福祉の街づくりに取組む。

自然のまち・歴史と文化のまち・人のまち足守
の三点をテーマに、開催を通じて、外に向けて
は魅力や情報を発信し、地域内ではそのすば
らしさを再発見してもらう。春は桜の下、秋は
足守メロンに囲まれて、大きな自然に育まれ
た芳醇な人間関係のなか、笑顔があふれ、心
豊かなまちづくりを目指す。

地域特産品のＰＲを通じて、地域の振興と区民の
交流の場を提供。
［主な企画］　模擬店（バザー、特産品試食販売、
天然鮎塩焼き等）、踊り、演奏ほか

建部町産業観光物産
案内所周辺

びぜん一宮桃太郎フェスティバル



区
事　業　名
団　体　名

事　業　部　門
実施小学校区

開催日・場所（予定） 概要

広域交流部門 平成23年11月20日(日)

岡山中央地区ふれあい祭実行委員会

平成２３年４月～平成２４年３月

吉備まちづくりの会 吉備

平成２３年４月～平成２４年３月

南方安全・安心ネットワーク 旧南方

平成２３年４月～平成２４年３月

御津獅子舞継承活動実行委員会
御津・御津南・

五城

平成２３年４月～２４年３月

NPO法人岡山市子どもセンター 御野

平成23年9月～11月

津島学区コミュニティ協議会 津島

平成２３年４月３日（日）

操明学区桜並木実行委員会 操明

平成２３年６月５日（日）

三勲小学校

平成２３年８月２０日（土）

三勲小学校

平成２３年１２月４日（日）

東山公園コミュニティ集会所前

平成２３年７月３０日（土）

サマーフェスタ旭操実行委員会 旭操

平成２３年７月３０日（土）

平成２３年１２月

宇野学区ふれあい交流事業実行委員会 宇野 宇野小学校

児童生徒と地域住民とのふれあいの場を創出す
るイベント。安全・安心のまちづくりに貢献。
［主な企画］　小・中・高校生による演奏、屋台、
小・中学生によるフリーマーケット、大人と子ども
のふれあいの企画多数

旧出石
旧内山下
旧弘西
旧深柢
旧南方

岡山中央中学校

グランドゴルフや、合唱団を設立しての練習を定
期的に行うことで、健康づくりと支え合い助け合う
地域づくりを目指すもの。成果は文化祭（11月開
催）で発表。
［主な企画］　グランドゴルフ（月2回程度）、合唱練
習（同）、文化祭ほか

津島スポーツ広場
津島小学校体育館

地域活動部門

災害の知識及び対応策を学ぶことにより、減
災の実現に向けての努力及び災害時により
短期間で効率的な復興を成し遂げるための知
識やネットワークを構築するとともに、各種地
域活動を通じて地域のつながりを高めていく。

概ね吉備小学校区

身近な地域課題を解決するため、防犯、防
災、地域保健福祉、健康づくり分野の様々な
地域活動をより積極的に推進し、『地域コミュ
ニティの再生』を合言葉に「安全で安心して住
み続けられる地域社会の実現」を図る。

南方コミュニティハウス
南方北公園　　ほか

沖新田開発により生まれた地域の歴史と文化
を次世代に伝え、田園風景が残る学区の「夜
空の星」をテーマに、学区の新旧住民、世代
間の融和・交流を図り、地域の活性化を図る。旭操小学校

地域住民が全員参加することを基本とし、三
世代交流や障害者との交流、人権意識の高
揚など、イベントを通じて、市内トップクラスの
人口密集地である学区での、地域住民の交
流と親睦の場づくりの機会とする。

中 29

宇野学区ふれあい交流事業 身近な交流部門

中 28

第２６回サマーフェスタ旭操”２０１１” 身近な交流部門

学区分割で出来た若い学区だが、百間川土手に
２年をかけて植えた桜並木を新たな地域資源とす
るべく、「自然」「始まり」のイメージのもとに「桜祭
り」を開催する。桜並木の周知と自然環境の保全・
整備の大切さを訴える事業を通じて、住民の交流
と地域への愛着を醸成する。

岡山ふれあいセンター
芝生広場・

軽スポーツ広場

中 27

三勲学区ふれあい事業
（春・夏・冬の四世代ふれあいフェスティバ
ル）

身近な交流部門

世代を越えた地域住民のふれあいや、中学
生・高校生のボランティア精神を育成すること
で将来の地域を担う人材育成への礎を築くな
ど、「住んでみたい三勲学区を創ろう」を合言
葉に四季を通じての交流事業を開催すること
で、コミュニティの育成と地域の活性化を図
る。三勲会 三勲

中 26

操明学区「桜祭り」 身近な交流部門

北 23

北 24

北 25

第2回いきいき生活応援プロジェクト！

北 22

北 21

北 20

吉備まちづくり事業 地域活動部門

岡山中央地区ふれあい祭

プレーパークによる遊びあふれるまちづくり
事業

地域活動部門

多くの人が集い、憩い、交流でき、子どもが自
然の中で自由に遊べる場であるプレーパーク
を常設し、また、防災訓練等を行うことにより、
コミュニティの活性化、子どもが豊かに育つ地
域づくり、子どもを核とした異世代交流と安心
して子育てができる地域づくりを行う。

国際児童年記念公園こどもの森

御津獅子舞継承活動事業 地域活動部門 御津地区の永い歴史と特徴ある獅子舞を通じ
て交流を深め、貴重な文化遺産の維持保存を
行い地域づくりを推進するとともに、次世代へ
継承していく。

五城活性化センター
御津公民館

南方地区「ふれあい地域づくり推進事業」 地域活動部門



区
事　業　名
団　体　名

事　業　部　門
実施小学校区

開催日・場所（予定） 概要

平成２３年８月２０日（土）２１日（日）

竜之口学区安全・安心・きれいネットワーク 竜之口

平成２３年１１月６日（日）

平井まつり実行委員会 平井

平成２３年１１月５日（土）６日（日）

富山文化まつり実行委員会 富山

平成23年11月13日（日）

操南学区活性化実行委員会 操南

平成２３年１１月２０日（日）

沢田柿まつり実行委員会 幡多

広域交流部門 平成２３年４月２４日（日）

百間川ふれあいフェスティバル実行委員会

梅ちぎり
平成２３年６月１２日（日）

平成２４年２月１９日（日）
～３月４日（日）

太伯振興梅まつり実行委員会 太伯 神崎緑地公園一帯

平成２３年８月６日（土）

豊学区コミュニティ協議会 豊

平成２３年８月２０日（土）

ぶどうの里古都ふれあいまつり実行委員会 古都

平成２３年８月２０日（土）

うきだ振興まつり実行委員会 浮田

中 33

第12回翔け操南ふれあい祭 身近な交流部門

ニューピオーネ作りの先進地である地域の歴史へ
の認識を深め、次世代にその歴史と誇りを伝える
ため、ぶどう作りをテーマにふれあいまつりを開催
する。パネル展示などの資料紹介や、小学生等に
実際のぶどう作りの観察を通じてその魅力を伝
え、後継者の育成を目指し地域の活性化を図る。

古都小学校

東 39

【岡山の開祖・宇喜多氏飛躍の地】
　うきだ振興まつり

身近な交流部門

宇喜多直家飛躍の地の亀山城跡（沼城）及び
宇喜多秀家生誕地であるなどの歴史的文化
遺産を活かしたイベントの開催を通じて、地域
交流ならびに子どもたちの健全な育成に取り
組むことにより、地域活性化を図り、魅力ある
まちづくりを推進する。

浮田小学校
および亀山城跡

東 38

ぶどうの里古都ふれあいまつり 身近な交流部門

神崎緑地、神崎梅園といった地域資源を有効
活用し、梅を通じて地域住民の連帯の醸成を
図り、地域内外の人々との交流、地域の活性
化を図る。

東 37

とよふれあいまつり 身近な交流部門

地元企業と地域が一体となり、ふれあいを通
して地域の活性化を図る。また、学区の新産
業ゾーンに絶滅危惧種であるダルマガエルの
生息地があることから、その保護活動をPR
し、地域の環境等へも関心を持つ機会の場と
する。

豊小学校

東 36

太伯振興梅まつり 身近な交流部門

中 35

第14回百間川ふれあいフェスティバル

百間川の歴史的な経緯・役割などへの理解を
深め、環境美化の向上、地域活性化をめざす
フェスティバルの開催、写生大会の開催を通
じて、流域内外の住民の連帯感・一体感の醸
成と自然環境の保全を啓発し、河川を通じた
まちづくりを推進する。

宇野・幡多・三
勲

旭竜・高島
竜之口・財田

中区東川原地先
百間川ワイワイ広場

地域の歴史的文化遺産や環境のすばらしさを
認識するとともに、地域でさまざまな文化活動
に取り組んでいる人たちの交流及び体験の場
として、イベントを開催することにより学区の文
化意識の高揚を図る。

富山小学校及び
富山公民館

沢田地域特産の富有柿を地域の魅力としてア
ピールすることにより、地域住民のふれあいを
深め、地域の魅力の発信と地域づくりを進め
る。

中区沢田地先
百間川河川敷

（沢田橋東多目的広場）

地域を支えてきた高齢者は学区の宝であると
し、９５歳以上の方をお宝人間として表彰する
ことにより、学区内の住民の世代を超えた親
睦とふれあいを深め、安全・安心・健康のまち
づくりを進める。

桑野スポーツ広場

中 34

沢田柿まつり 身近な交流部門

中 32

第９回富山文化まつり 身近な交流部門

学区の各種団体が一致団結し世代を超えて
ふれあい、交流できる場をつくることで、住民
相互のコミュニケーションを充実させ、心豊か
で活力あるまちづくりを推進する。平井小学校

中 30

中 31

平井まつり“２０１１” 身近な交流部門

ふれあい夏まつりｉｎ竜之口 身近な交流部門

新興住宅地として発展し、人口増加が著しい
地域である一方、「人と人、人と地域、地域と
地域」との絆が希薄になりつつある中で、地域
が一体となれるよう学区民が協働して事業、
目的に心を一つにして取り組み、地域への参
加が躊躇なくできるよう推進する。

竜之口小学校



区
事　業　名
団　体　名

事　業　部　門
実施小学校区

開催日・場所（予定） 概要

平成２３年８月２０日（土）

平島振興まつり実行委員会 平島

平成２３年８月２０日（土）

城東台夏まつり実行委員会 城東台

平成２３年１０月１日(土)

御休の集い実行委員会 御休

平成２３年１１月１３日（日）

朝日学区コミュニティ協議会 朝日

平成２３年１１月２０日（日）

角山学区振興まつり実行委員会 角山

平成２３年１２月３日(土)

ごふくまつり実行委員会 西大寺

平成２４年２月５日（日）

西大寺郷土芸能フェスティバル実行委員会
西大寺、西大寺

南、雄神、豊

平成２３年４月１（金）～１０日（日）

桜祭りin奥迫川実行委員会 灘崎迫川分校

平成２３年７月３０日（土）

彦崎学区夏祭り実行委員会 彦崎

平成２３年８月６日（土）

浦安ふれあい夏まつり実行委員会 浦安

　岡山県天然記念物指定の「奥迫川の桜」を中心
に桜祭りを開催
・桜を地域のシンボルとしてその魅力を地区内外
へ発信（地域外からの来場者のため、期間内シャ
トルバス運行）
・桜保護活動を通じた環境学習、次世代への事業
継承促進

奥迫川地内

南 49

浦安ふれあい夏まつり 身近な交流部門

彦崎学区夏祭り 身近な交流部門 　彦崎小学校を中心とした彦崎学区内の多く
の地域住民の力を結集して、文化と伝統を末
永く継承し、魅力ある夢と希望に満ちた、真に
明るい区づくりに努める。

彦崎小学校屋内運動
場

及び運動場

　「浦安地域に住む全ての人々が参加」することがテー
マ。当地区内の複数福祉施設と共同企画・事業の実
施。
・干拓の歴史等を紹介する地域学習イベント（地区住民
による説明付き、地域の歴史パネル展、歴史紹介パン
フレット配布）
・福祉施設紹介パネル展
・地域特産農産物の紹介

浦安小学校運動場

南 47

南 48

第６回桜祭りin奥迫川 身近な交流部門

西大寺郷土芸能フェスティバル2012 広域交流部門

学区の食文化や地産池消の田園都市として
の有意性を活かし、文化祭と収穫祭を兼ねた
イベントを開催することで、地域住民の連帯感
を深め、地域活性化を図る。角山小学校

学区でボランティア活動を行っている各種団
体が協力して企画・実施することを通じて、子
どもから高齢者まで世代を超えて交流し、地
域の連携を深める。西大寺小学校

西大寺地域に伝わる舞踏や歌・伝説や風習
などを語り伝え、西大寺をもっとよく知ってもら
い、次の世代に残すことにより、幅広い年齢
層の人たちの心が一つになり、自分たちの街
をもっとよくしていこうという前向きな動きへつ
なげていくことを目指す。

西大寺公民館大ホール

東 45

ごふくまつり 身近な交流部門

東 46

東 44

角山学区　食と芸術の文化祭
(クウ　アンド　マイアート　フェスティバル)

身近な交流部門

地域の特産であるカボチャを利用し、幅広い
年齢層が交流することにより、地域活性化を
図る。地域の人々の暖かさや力強い結束力を
伝えるとともに、地域の農作物、海辺の美しい
環境等のアピールにもつなげていく。

朝日小学校

東 42

東 43

巨大カボチャの品評会 身近な交流部門

御休の集い
(地域の歴史を学び新しい文化を育むまつり)

身近な交流部門

地域社会の人と人とのつながりを見つめ直
し、三世代交流を図ることにより、「明るく元気
に逞しく」を柱とした地域発展及び地域住民の
連帯意識の高揚を図る。平島小学校

学区全体で実施するイベントを通じて、人と人
とのつながりを大切にし、学区内外のふれあ
い・交流を深める場づくりを行うことにより、未
来へのまちづくりにつなげる。

城東台西三丁目公園他

西祖禅寺に伝わる梵鐘のレプリカを打ち鳴ら
し、日本文化をコンセプトにしたまつりを実施
することを通じて、三世代の交流を図ることに
より、人と人とのつながりを見つめ直し、地域
住民の連帯意識を高めることをねらいとする。

御休地区内「宮池」周辺

東 41

城東台夏まつり２０１１ 身近な交流部門

東 40

平島振興まつり(わっしょい平島16) 身近な交流部門



区
事　業　名
団　体　名

事　業　部　門
実施小学校区

開催日・場所（予定） 概要

平成23年10月2日（日）

曽根学区民支え合い防災体制づくり推進協議会 曽根

平成２３年１１月１３日（日）

二藤どんぶらこ収穫祭実行委員会 第二藤田

平成２３年４月３日（日）

妹尾ふるさと祭実行委員会 妹尾・箕島

平成２３年４月２９日（金）

なださきふるさとまつり実行委員会
灘崎・灘崎迫川分

校・彦崎・七区

平成２３年１０月２日（日）

芳田中学校区学びと健康ウォーク 芳田・芳明

平成２３年１１月２０日（日）

興除地区地域振興事業推進協議会 興除・曽根・東畦

平成23年12月4日（日）

藤田地区地域振興推進協議会
第一藤田・第二
藤田・第三藤田

通年

芳泉すこやかな子どもを育てる会 芳泉・浦安

　当該地区は、干拓地として開発された土地である。そ
の歴史、芸能、食文化、地域特産を広くＰＲするととも
に、新興住宅地区と農村地区の住民、世代間の交流を
行い、地域活性化を図るイベント。
・干拓時のパネル展示
・ふじた傅三郎太鼓等地元芸能発表
・干拓当時に食されていたフナ飯の紹介及び販売
・地元特産農産物の紹介及び販売　等

JA岡山 藤田支所

南 50

南 56

藤田ふれあい祭り 広域交流部門

　旧灘崎町地区の縄文時代から現代までの歴史
と文化を伝える事業
・迫川獅子舞・干拓を歌った「七区小唄」など地域
文化紹介
・彦崎貝塚ができた当時使っていた縄文土器を作
製するイベント
・地域の特産物紹介（千両ナス・ひょうたん　など）

ﾌｧｰﾏｰｽﾞﾏｰｹｯﾄ
ｻｳｽｳﾞｨﾚｯｼﾞ

　当該地区は、干拓地であり、地盤が弱く、地震被害を
受けた歴史がある。その歴史を伝え、訓練等を行なうこ
とにより、防災意識を向上させるイベント
・地域住民が、講師となり、前回南海地震の被災体験
談を伝える講演会
・避難を容易にするため、住民等の体力・健康維持イベ
ント
・炊き出し訓練

曽根小学校グラウンド
及び体育館

　芳泉中学校区の住民を中心に、健康増進事業
を通年実施
・骨密度、健康生活習慣の実態調査
・ウオーキング大会、当団体が作った骨コツ体操
の普及活動、食育指導など
・事業内容を取りまとめたチラシ等を作製し、公共
施設等に配架し、成果を広く発信

学区全域

南 55

南 57

地域で取り組む健康づくり 地域活動部門

KOJOお米フェスティバル2011 広域交流部門

　２小学校区に分割した地域住民が、生活基盤等の知
識を共有し、併せて健康維持を目的とする事業
・両地域住民協同マップ作製、ウオーキング時配布
・ウオーキング時に地域住民等による地区の歴史、史
跡、防災施設などの解説
・ウオーキングと併せ、栄養委員による食に関する「健
康づくり」

芳田中学校区内

「お米」をテーマに興除地区の魅力を発信するイベン
ト。区、市域を超えての参加者を募集
・米俵を早く美しく担ぎ上げることを競う「お米チャンピ
オンコンテスト」
・羽釜炊き体験と地元興除米の試食など
・昔の農機具（ポンプなど）を稼動、展示、干拓の歴史
紹介
・かかしコンテスト

興除小学校グランド及
び体育館

(雨天時:興除中学校
体育館ほか)

南 54

芳田中学校区学びと健康ウォーク 広域交流部門

南 53

なださきふるさとまつり 広域交流部門

　地域のさくらを名所とした会場で、地域の歴史と
文化をテーマに祭を開催
・妹尾太郎兼康に代表される郷土発展の歴史紹
介（漁村であったことにちなみ船になぞった神輿行
列など）
・ゲタめしや花餅など地域の食文化を地域内外の
住民に広く発信

妹尾公園一帯

南 51

南 52

歴史と文化のまち
第２０回妹尾・箕島ふるさとさくら祭

広域交流部門

二藤どんぶらこ収穫祭 身近な交流部門 　藤田地区を流れる笹が瀬川にまつわる桃太
郎伝説をテーマとしたイベント
・ふる里誕生や農産物が収穫できることに感
謝する心を育て、地域活性化を図る。

第二藤田小学校校庭
・体育館

曽根学区民支え合い防災体制づくり 身近な交流部門


