
【報告　1－2】

　　　　　2017年度（平成29年度）　事業報告書

        NPO法人　百華倶楽部

事業名 事業内容 実施場所 従事者名 受益者人数

5/4 （木） 10:00～15:00 まちづくり推進 「47都道府県全国タスキリレー」出発式
三次市ハイヅカ湖畔
の森

住吉、宮崎、丸山 300名

5/14 （日） 10:00～15:00 社会教育 「豊かさを分かち合うシルバーランチミーティング」
旧にしこうフードセン
ター

住吉、宮崎 6名

5/28 （日） 11:00～13:00 まちづくり推進 「47都道府県全国タスキリレー」　（西備工業） 岡山県井原市 住吉、宮崎 6名

6/11 （日） 10:00～15:00 社会教育 「豊かさを分かち合うシルバーランチミーティング」 八千代町下根 住吉、宮崎、丸山 11名

6/17 （日） 10:00～15:00 社会教育 「豊かさを分かち合うシルバーランチミーティング」 翠月山荘 住吉、宮崎 10 名

6/18 （日） 10:00～15:00 社会教育
”ひろしまさとやま未来博2017”参加企画
「豊かさを分かち合うシルバーランチミーティング」

美土里町桑田 住吉、宮崎、丸山 15名

8/5 （日） 10:00～15:00 社会教育 「豊かさを分かち合うシルバーランチミーティング」
美土里町「ほととぎす
庭園」

住吉、宮崎 6名

8/17 （日） 10:00～15:00 社会教育 「豊かさを分かち合うシルバーランチミーティング」 美土里町 住吉、宮崎 7名

8/30 （水） まちづくり推進 「47都道府県全国タスキリレー」　（北海道新聞社） 北海道滝川市 住吉、宮崎 6名

8/31 （木） まちづくり推進 「47都道府県全国タスキリレー」　（下川町町長）
北海道上川郡　　下
川町

住吉、宮崎 25名

9/1 （金） まちづくり推進 「47都道府県全国タスキリレー」
北海道雨竜郡　　　雨
竜町

住吉、宮崎 21名

9/2 （土） まちづくり推進 「47都道府県全国タスキリレー」
北海道岩見沢市栗沢
町

住吉、宮崎 3名

9/3 （日） まちづくり推進 「47都道府県全国タスキリレー」
北海道雨竜郡　　　北
竜町

住吉、宮崎 3名

9/4 （月） まちづくり推進 「47都道府県全国タスキリレー」　　（土屋ホーム）
北海道札幌市、
北広島市

住吉、宮崎 15名

9/4 （月）
まちづくり推進
福祉の推進

「47都道府県全国タスキリレー」
（社会福祉法人　北広島福祉会）

北海道北広島市 住吉、宮崎 5名

9/5 （火） まちづくり推進 「47都道府県全国タスキリレー」　（北海道議会議員） 北海道札幌市 住吉、宮崎 10名

9/5 （火） まちづくり推進 「47都道府県全国タスキリレー」　（むかわ町町長）
北海道勇払郡
むかわ町

住吉、宮崎 5名

9/5 （火） まちづくり推進 「47都道府県全国タスキリレー」　（道庁航空局長） 北海道札幌市 住吉、宮崎 5名

9/6 （水） まちづくり推進 「47都道府県全国タスキリレー」　（蘭越町町長）
北海道磯谷郡
蘭越町

住吉、宮崎 15名

9/7 （木） まちづくり推進 「47都道府県全国タスキリレー」　（東北女子大学） 青森県弘前市 住吉、宮崎 6名

9/10 （日） まちづくり推進
「47都道府県全国タスキリレー」
（オーガニックフェスタin岩手・エコストーブ）

岩手県八幡市 住吉、宮崎、佐々木（重）

実施年月日



9/11 （月）
まちづくり推進
福祉の推進

「47都道府県全国タスキリレー」　（むらさき苑） 岩手県盛岡市 住吉、宮崎 40名

9/13 （水）
まちづくり推進
福祉の推進

「47都道府県全国タスキリレー」　（老人ホームやすらぎ） 岩手県盛岡市 住吉、宮崎 15名

9/14 （木）
まちづくり推進
福祉の推進

「47都道府県全国タスキリレー」
（地域活動支援センター　風の又三郎　・エコストーブ）

岩手県盛岡市 住吉、宮崎 18名

9/15 （金） まちづくり推進 「47都道府県全国タスキリレー」
宮城県登米市
石越町

住吉、宮崎 3名

9/16 （土） まちづくり推進 「47都道府県全国タスキリレー」　（暮らし考房）
山形県最上郡
金山町

住吉、宮崎 3名

9/16 （土） まちづくり推進
「47都道府県全国タスキリレー」
（縄文三味線　佐々木重吉）

岩手県盛岡市
雫石町

住吉、宮崎 12名

9/18 （月） まちづくり推進 「47都道府県全国タスキリレー」　（祐徳会）
秋田県秋田市
御所野

住吉、宮崎 12名

9/20 （水） まちづくり推進
「47都道府県全国タスキリレー」
（郡山市倫理法人会）

福島県郡山市 住吉、宮崎 14名

9/20 （水） まちづくり推進 「47都道府県全国タスキリレー」　（正福寺）
新潟県五泉市　　　村
町

住吉、宮崎 4名

9/21 （木） まちづくり推進
「47都道府県全国タスキリレー」
（小松市レクリエーション協会）

石川県小松市 住吉、宮崎 11名

9/23 （日） 社会教育、まちづくり推進 「日本文化に親しむ集い」 翠月山荘 住吉、宮崎、丸山 30名

9/24 （日） 10:00～15:00 社会教育
”ひろしまさとやま未来博2017”参加企画
「豊かさを分かち合うランチミーティング」

湯来町こっこ村 住吉、宮崎、丸山 12名

10/14 （土） 15:00～20:00 社会教育、まちづくり推進 佐々木重吉交流会 美土里町桑田 住吉、宮崎、丸山 15名

10/15 （日） 8:00～17:00 社会教育、まちづくり推進 佐々木重吉御一行と文化交流会 甲田町文化センター 住吉、宮崎、丸山 110名

10/16 （月） 9:00～15:00 社会教育、まちづくり推進 佐々木重吉交流会 山口県阿武郡阿武町 住吉、宮崎 35名

10/18 （水） まちづくり推進
「47都道府県全国タスキリレー」
（佐賀市立赤松公民館館長）

佐賀県佐賀市
赤松町

住吉、宮崎 30名

10/18 （水） まちづくり推進 「47都道府県全国タスキリレー」　 （龍泰寺）
佐賀県佐賀市
赤松町

住吉、宮崎 30名

11/9 （木） まちづくり推進
「47都道府県全国タスキリレー」
（馬路村公認むらの案内人クラブ）

高知県安芸郡
馬路村

住吉、宮崎 6名

11/9 （木） まちづくり推進 「47都道府県全国タスキリレー」　（岩浅建設㈱） 徳島県阿南市 住吉、宮崎 6名

11/10 （金） まちづくり推進 「47都道府県全国タスキリレー」　（㈱エムズ） 徳島県徳島市 住吉、宮崎 10名

11/12 （日） 10:00～15:00 社会教育、まちづくり推進 「日本文化に親しむ集い」 翠月山荘 住吉、丸山 30名

11/17 （金） まちづくり推進 「47都道府県全国タスキリレー」　（エーゼロ㈱）
岡山県英田郡
西粟倉村

住吉、宮崎 10名

11/19 （日） 10:00～15:00 まちづくり推進 空き店舗でピザ作り&販売
旧にしこうフードセン
ター

住吉、宮崎 20名

1/14 （日） まちづくり推進
「47都道府県全国タスキリレー」
（「海と大地の音楽祭」）

千葉県旭市　　　　　飯
岡町

住吉、宮崎



2/6 （火） まちづくり推進
「47都道府県全国タスキリレー」　　　　　　　　　　　　　　（広
島県議会議員　城戸常太氏）

広島市 住吉、宮崎 5名

2/8 （木） まちづくり推進
「47都道府県全国タスキリレー」　                            （加
藤勝信厚生労働大臣秘書）

岡山県井原市 住吉、宮崎 3名

2/11 （日） 11:00～15:00 社会教育、まちづくり推進
「豊かさを分かち合うシルバーランチミーティング」　　　（適
疎塾）

府中市上下町 住吉、宮崎 11名

2/13 （火）
まちづくり推進
福祉の推進

「47都道府県全国タスキリレー」
（社会福祉法人　三篠会）

安佐北区白木町 住吉、宮崎 5名

2/19 （月） まちづくり推進 「47都道府県全国タスキリレー」　（コッコファーム） 熊本県菊池市 住吉、宮崎 4名

2/20 （火） 社会教育、まちづくり推進 「豊かさを分かち合うシルバーランチミーティング」 福岡県田川郡赤村 住吉、宮崎 10名

2/20 （火） まちづくり推進 「47都道府県全国タスキリレー」 熊本県南関町 住吉、宮崎 4名

2/21 （水） まちづくり推進 「47都道府県全国タスキリレー」　（いいかねPalette) 福岡県田川市 住吉、宮崎 8名

3/8 （木） まちづくり推進
「47都道府県全国タスキリレー」
（カガリ火愛読者の集い）

三重県松阪市 住吉、宮崎 10名

3/8 （木） まちづくり推進 「47都道府県全国タスキリレー」　（ツチノコ共和国） 奈良県吉野郡下北山村住吉、宮崎 3名

3/11 （日） まちづくり推進 「47都道府県全国タスキリレー」　（古民家山﨑邸） 和歌山県紀の川市 住吉、宮崎 4名


