
事業開催日程 

 

平成２9 年度特定非営利活動事業開催日程(予定) 

特定非営利活動法人｢降松平和の里ハイキングの会｣ 

                理事長  廣 戸  一 見 

(おなまえ           ） 平成 29 年 5 月 9 日現在   NO１ 

開催日時 事業内容 備考 参加 

29.3.18(土)19:00~21:00 理事会‣役員会(28 決算‣29 計画) 若宮(表決 11 名) 20(9)名 

29.4.8(土) 19:00~21:00 29 年度通常総会‣実行委員会 下松中央公民館 73(10)名 

4.15･16(土･日)  8:00~15:00 ハイキングコース整備事業(臨) 鎌･鋸等弁当持参 ６名① 

 8:00～吉原駐車場集合 集合場所中宮公園(碑前) ６名 8:00~吉原出発 桜除草 

未定 スロージョギング大会福岡大学 5:00~下松出発 名② 

5.22(月)14:00~15:30SJ 講 福岡市長浜 3-3-1 浜の町病院 3F 8:46~下松出発  名③ 

5.22(月) 14:00~15:30 市民憲章総会･星らんど 2F 13:00 までに集合  名 

5.26(金)8:00~12:00 烏帽子西整備事業 農業公園集合 8:00～出発  名 

看板･設置個所検討(2 回目) 烏帽子別れから西(新山･葉山)へ 鎌･鋸等弁当持参 水桶 

29.5.27(土) 9:00~16:30 

 光・妙見所周辺見学 

史跡･文化遺産見学勉強会(1) 

(葉山・新山登山・光ルート見学) 

周南地域史跡訪問

若宮出発 9:00~ 

名④ 

来巻熊毛 

29.6.10(土)総会実行委 19~ 10.1、SH･SJ 開催要領案承認外 理事役員市役所外 理事外 

29.7.25(火) 市と交渉 ハイキングコース整備(市･外) 8:00～農業公園  名⑤ 

別れ～西新山整備を含む 看板･設置個所検討(3 回目) 鎌･鋸等弁当持参 水桶 

29.9.7(木) 10:00~12:00 文化遺産(史跡)･勉強会 下松中央公民館  名⑥ 

29.9.９(土)9:00~12:00 計  名受講 普通外救命講習 下松消防署３F   ⑦ 

9.10(日)  8:00~15:00 ハイキングコース整備事業(1) 鎌･鋸等弁当持参  名⑧ 

 8:00～農業公園集合 烏帽子別れから西(葉山)へ 8:00~公園出発 水桶 

9.23(土)事前点検(雨日曜) 若宮～８ｋｍコース幟設置等準備 8:00～出発･幟持参 昼食持参 

8:00～若宮駐車場集合 (当日幟持帰る)   

    

10. 1(日)  8:30~15:00 スローハイキング大会(第 3 回) 若宮出発 10:30～ ⑨ 

 参加者募集(9.20 必着) 8:30～若宮、SJ＋SH＝4k で実施 講師佐藤紀子先生  

雨天特別講習会のみ開催 (150 名参加予定、SH8ｋｍは別) SH8km コース(６ /24 設定） 

    

29.10.14(土)10:00~16:30 SJ講習会参加(ベーシック資格取) 福岡市 福岡大学  名 

申込者は松岡まで申出を 生年月日と 13000 円を添えて 10･5(水)申込締切  

10. 15(日)  8:00~15:00 ハイキングコース整備事業(2) 鎌･鋸等弁当持参 名⑩ 

8:00～烏帽子分れから西 集合場所農業公園(3～も同)  8:00~来巻出発  



事業開催日程 

 

平成２9 年度特定非営利活動事業開催日程(予定) 

   （おなまえ           ）            NO ２ 

開催日時 事業内容 備考 参加 

29.10.27(金)18:00~20:00 反省会･今後の計画(於花水木) スタッフ有志 名⑪ 

11.10(金)13:00~16:30 NPO 会計講習(第１回) 名参加 山口市 

11.4(土)  9:00~12:00 史跡･文化遺産見学勉強会(2) 若宮出発 9:00～ 名参加⑫ 

11.17(金)13:00~16:30 NPO 会計講習会(同上) 名参加 山口市 

29.11.11.12(土･日) 8~15 ハイキングコース整備事業(3) 鎌･鋸等弁当持参 名参加⑬ 

分れ~新山まで、後中宮へ 烏帽子別れから西へ新山まで 8:00~来巻出発  

11.20(月)13:00~16:30 ソーシャル B 交流会 名参加 山口市 

29.12.1(金)13;00~16;30 ＮＰＯ会計研修会(同上) 山口支援センタ 名 

12.16(土)13:00~19:30 ソーシャル B 交流会 名参加 山口市 

30.1.11(木)13:00~ ソーシャル BS 参加 名 講話内容による。 光市 

30.1.13(土)9:00~12:00 史跡･文化遺産見学勉強会(3) 9;00 若宮出発 名 ⑭ 

 (1)(２)の続き   

30. 1.13･14(土･日) .8~15 ハイキングコース整備事業(4) 鎌･鋸等弁当持参 ⑮ 

 8:00～農業公園集合 烏帽子別れから西(桜植樹場所) 8:00~来巻出発  

(中宮は吉原駐車場集合) 新山まで、以降中宮へ 中宮も 8:00 出発  

中宮方面開始時葉山へポリ 水貯めポリ容器２個新山へ 中宮は公園東側～  

30. 2.4(日) . 8~15 ハイキングコース整備事業(5) 鎌･鋸等弁当持参 ⑯ 

8:00～農業公園集合 烏帽子別れから西(桜植樹場所) 8:00~来巻出発  

(中宮は吉原駐車場集合) 葉山への中間点まで、以降中宮へ 中宮も 8:00 出発  

30.2.15(木) 8:00~16:00 NPO 法人研修会(山口センター) 名参加予定  

30.2.17(土) . 9:00~15:00 桜植樹祭･事前植樹 雨天翌日 8 本植樹予定 ⑰ 

8:00～農業公園集合 烏帽子別れから西(桜植樹場所) 飲み物弁当持参  

(中宮は吉原駐車場集合) 可能な中宮方面も植樹する。この 場合２日間植樹  

30. 3.3(土) . 9:00~15:00 中宮ハイキングコース桜植樹祭 飲物弁当持参 ⑱ 

8:00～農業公園集合 ２箇所以上 8 本程度･植樹者募集 植樹者８人募集 受付 8:30~ 

＊雨天 3,4(日)開催 農業公園と烏帽子別れ西方面外 中宮方面も  

注：開催日は出来るだけ先延ばしせず、長期予報でその都度検討し、その週の晴天日で行う(土曜日雨予報は日曜日に、両日雨予報は中止又は翌週へ)。 

理事・役員 各２部配布します。１部は控えとし、参加予約アンケート;右端欄に○印を付けて、４月末までに事務局に 

参加欄○印をチェックして、4 月末までに、宮田(TEL46-1218)清木(F43-6035) 

(参加できる見込みの番号を○で囲む)  廣戸(F41-4852)松岡(F43-0560)へ 


