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令和４年度 まちづくり委員会 事業計画 
 

◆ふるさとふれあいバスツアー～文化財巡り～事業（R４・７月予定） 

高岡地域内文化財・施設のバスツアー（小・中学生及び保護者対象） 

◆天ケ城麓地区歴史的まちなみ文化ふれあい事業（通年） 

保育園、幼稚園、小・中学校の作品の展示、全世代を対象とした歴史研修、武家住宅近郊の武

家門スタンプラリー、読み聞かせ等のイベントの実施 

◆高岡歴史かるた交流大会事業（R５・２月予定） 

   「高岡歴史かるた」を使用したかるた大会（小学生以上対象） 

◆たかおか夏まつりエコクリーン活動事業（R４・８月予定） 

エコステーションの運営、お楽しみ抽選会 

◆穆園ファミリーコンサート事業（R４・10月予定） 

演奏会 

◆去川大イチョウフェスティバル事業（R４・11月予定） 

   去川大イチョウ広場周辺でのイベントの実施 

◆イルミネーション事業（R４・12月予定） 

   武家住宅周辺及び庭園内のイルミネーション装飾 

◆月知梅うめまつり事業（R５・２月予定） 

   創作神楽、ステージイベント、地元農産物の販売ほか 

◆地域防災リーダー育成事業（R４・６月予定） 

講座の開催 

◆認知症見守り声かけ模擬訓練事業（R４・下期予定） 

認知症に関する講座、模擬訓練 

◆子どもつなぐ事業（2～3回／年） 

   子どもたちの交流の場、地域の歴史・講座等学習の場 

◆高岡地域情報発信事業 

広報誌 「わが町たかおか」の発行 

ホームページ、Facebookによる情報発信 （通年） 

皆様からの情報提供、ご意見・ご要望お聞かせください。 

◆まちづくりＴＡＫＡＯＫＡつなぐ事業 

   コミュニティスペースとしての活用 

   どなたでも利用できる施設です。無料のパソコン、Wi-Fi も利用できます。 

   平日は午前 9：00～午後 4：00まで利用できます。 

土・日・祝日、夜間の利用も可能ですが、申し込みが必要となりますので、 

事前に事務局までお問い合わせ下さい。 

教育総務部会 

福祉・防災部会 

地域活性部会 

広報部会 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～ 新任のごあいさつ ～ 

 高岡まちづくり委員会 委員長  重信 美香 

和石地区田園の景観を守る会が、公益社団法人「小さな親切」運動本部より「小さな親切実行章」を受賞

し、５月１７日贈呈式が行われました。「小さな親切」運動とは、１９６３年に発足した運動で、“できる親切はみ

んなでしよう。それが社会の習慣となるように”をスローガンとして全国的に活動を展開しています。 

その活動の一つとして、親切な行為をしている人や団体を見つけ、その善意に敬意を表していこうと「小さな

親切実行章」を贈呈しています。和石地区田園の景観を守る会は、平成１９年から、同地区の野原に自生し

ているオキナグサ等の希少植物を守るため、除草などの保全活動を続けています。その活動が認められ、

今回の受賞となりました。 

表彰式は宮崎太陽銀行本店で行われ、守る会会長の前田律雄さんが出席されました。 

なんの縁もなかったこの町に嫁ぎ、ここで多くの素敵な方々と出会い、育てていただ

き、この町での生活が私の人生のおおよそ半分となりました。 

数年前、市長とのタウンミーティングに参加していた高岡中の生徒の皆さんが、それぞ

れに「高岡」が好きだと発表していました。この町で育った子どもたちが、ふるさと「高岡」

を誇りに思えるような町づくりに、微力ながらお手伝いをさせていただく決意で、普通の

おばさんが、委員長をお引き受けすることとなりました。         

皆さんは「高岡」がどんな町であってほしいですか？ 

それぞれが思い描く高岡の「まち」。まちづくり委員会は、皆さんが思い描く「まち」に近づ

けられるよう、地域の皆様と連携して活動する団体です。事務局は高岡中心部に事務所

を構え、そこは、住民の皆さんの憩いの場としていつも開放しています。 

どうぞ、まちづくりに関する様々なご意見をお聞かせください。 

皆様とともに私たちが暮らすこの町を住みよい町に。ご協力、ご支援をどうぞよろしく

お願いいたします。 

 

■前田会長のコメント■ 

「いろんな人に協力してもらって自生地が守れている。希少なオキナグサを見て 

楽しんでもらい、自然豊かな里山を守っていくことに、興味関心を持ってほしい」 

会長 前田 律雄さん オキナグサ 和石地区の田園風景 

～News～  「小さな親切実行章」が贈呈されました 

 

～ 高岡まちづくり委員会全体会議開催 ～ 

 

 令和４年５月２６日（木）高岡地区農村環境改善センター多目的ホールで、高岡まちづくり委員会全体会議及び各専

門部会を開催しました。今年度の定期総会は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、書面決議で実施しました

が、新会員の顔合わせ、各専門部会の部会長等の選出のため、密にならない形で実施しました。 

重信新委員長のあいさつで始まり、高岡総合支所宮里支所長のあいさつの後、令和４年度事業計画の説明を行い、そ

の後、各部会に分かれて、各部会長選出を行いました。令和４年度は、新型コロナウイルス感染症を考慮しつつ、全事

業を実施したいと考えています。皆様のご理解・ご協力をよろしくお願いいたします。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

自然豊かな山あいのプールです。小さいお子さんが楽しめる幼児用プールがありますので 

ご家族でぜひお越しください♪  ※今年は、ウォータースライダーは利用できません。 

 

期  間：７月２２日（金）～８月２１日（日） 

時  間：午前 9：00～午後 4：00 

休  日：毎週月曜、木曜は休業  ※８月１１日（木）、１５日（月）は営業 

場  所：瓜田自然プール（高岡町小山田 1877） 

定  員：220人 ※感染対策のため２時間制 

料  金：３歳未満無料、３歳以上２００円、高校生以上３００円 （市外在住の人１００円増） 

<お願い> 感染症対策のため、場内の定員を２２０人とします。 

超える場合は入場制限をかけ、場外でお待ちいただきます。 

また、２時間以内でのご利用のご協力をお願いいたします。 

ご不便をお掛けしますが、何卒ご理解ください。 

<問い合わせ> 高岡総合支所 地域市民福祉課  ℡：82-1111  

令和４年の人事異動で高岡総合支所長を拝命いたしました宮里です。 

高岡のことを知り、高岡地域にお住まいの皆様とも機会あるごとにお話をさせて 

いただき、地域課題の解決のため全力で邁進する覚悟でございますので、よろしく 

お願いいたします。 

さて、人口減少、少子高齢化、情報化の進展、厳しい財政事情など社会情勢の変化が 

言われて久しいですが、この高岡地域でも、様々な影響が出てきております。例えば、 

イベントの存続、自治会の消滅などコミュニテイの課題はもちろん、飲食店を含む商店等 

の減少も顕著であり、地域経済の活性化も大きな課題となっています。 

こうした課題の解決にあたっては、活動する方の高齢化や減少など厳しい現状を踏まえつつ、効率的か

つ効果的にすべく、様々な知恵や工夫が必要になってまいります。今から５年後、１０年後の高岡地域のこ

とを考えれば、今まさに、地域住民の皆さん、事業者、まちづくり活動をされている皆さんなど高岡地域

の様々な立場の方々と、この課題の解決のために真剣に議論をしていかなければならない時期にきてい

ると考えています。 

今年度の高岡総合支所の仕事上のキャッチフレーズは、「A・T・M（明るく・楽しく・前向きに）」です。 

ぜひ、高岡地域の皆様と「A・T・M」のスタンスでまちづくりについて、大いに議論し、前に前に進めていき

たいと考えておりますので、ご支援、ご協力いただきますようお願い申し上げます。 

※写真は、私の趣味のジャズピアノの演奏の一コマです。イベント依頼があればできる限り協力させてい

ただきます。 

 支所長 宮里 克朗 

 高岡総合支所 

 支所長よりご挨拶 

高岡総合支所からのお知らせ 

★☆★ 瓜田自然プール開設します！！★☆★ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆お は な し の 会◆ 

毎週土曜、１０時３０分から高岡図書室で絵本の読み聞かせを

実施しています。子どもから大人まで楽しめます。 

日時：７月 2.9.16.23.３０日  ８月 6.20.２７日 

いずれも１０時３０分～ 

場所：高岡総合支所内図書室     

費用：無料 

※新型コロナウイルスの影響により、開催されないことも 

ありますので詳しくはお問い合わせください。  

問い合わせ：090-1193-6859（重信） 

 

◆おもちゃ病院 開院◆ 

壊れて動かなくなったおもちゃを無料で修理しています。 

当日持ち込めない場合、事前に預かり入院対応します！ 

日時：７月９日（土）、 ８月１３日（土）    

いずれも１３時～１６時 

場所：高岡福祉保健センター穆園館 

※新型コロナウイルスの影響により、開催されないことも 

ありますので、詳しくはお問い合わせください。     

問い合わせ：82-2585（東迫） 

◆法  律  相  談◆ 

■□ 弁護士が相談に応じます □■

内容：相談時間がお一人３０分で４名までとなります。 

予約制ですので、前日までに宮崎市社会福祉協議会 

高岡支所までお申し込みください。 

日時：７月１４日（木） 13：30～15：30 

場所：高岡福祉保健センター穆園館    

定員：４名（受付順）    

費用：無料    

その他：１人３０分以内 

申込：要予約（前日までに電話で予約をお願いします）   

問い合わせ：℡82-4721（宮崎市社会福祉協議会高岡支所） 

高岡町ボランティア連絡協議会からのお知らせ  （問い合わせ ８２－４７２1） ＊土・日・祝日を除く

宮崎市社会福祉協議会からのお知らせ （問い合わせ ８２－４７２１）    ※土・日・祝日を除く

 

 

高齢者生活支援ボランティアを募集しています！！！ 

「私たちの住むまちだから『お互い様！』の感覚で支え合える

活動がしたい！」という思いを形にした、住民自身による地域

福祉活動で、内容に応じた活動報酬が支給されます。「助けた

り、助けられたり・・」の支え合いの精神で活動できる方を求め

ています。人のために何かしたい、地域に貢献したいという気

持ちのある方、活動してみませんか？ 

資格等は必要なく、窓口にて登録できます。 

まずは、お問い合わせください。お待ちしております。 

問い合わせ：℡82-4721（宮崎市社会福祉協議会高岡支所） 

 

★ 家庭用廃食用油リサイクル推進事業 ★ 

ご家庭で使わなくなった食用油はどうされていますか？ 

高岡町ボランティア連絡協議会では、ごみの減量化・生活

環境の保全を図る目的として「家庭用廃食用油リサイクル

推進事業」に取り組んでいます。町内 5 か所で回収してい

ます。詳しくは高岡町ボランティア連絡協議会へお問い合

わせください。   

問い合わせ：℡82-4721高岡町ボランティア連絡協議会 

              （宮崎市社会福祉協議会高岡支所内） 

高浜地区（外山カツ子宅） 

電話：82-3726 

町区（柳原秋子宅） 

電話：82-0226 

中山地区（黒木厚子宅） 

電話：82-1695 

上倉地区（徳丸たづ子宅） 

電話：82-3138 

花見地区 

（花見自治公民館） 

この案内が目印です 

 

「久津良きずな食堂」  開 催！！ 

食材を提供してくださる方、一緒に活動してくださる方大募集です！ 

日時：７月２３日（土）・８月２７日（土） <毎月第 4土曜日>  11：30～1３：30 

場所：高岡福祉保健センター穆園館 

参加費：100円（保険料含む） 

問い合わせ：久津良きずな食堂 090-5746-6841（徳丸） 080-1717-1425（新田） 090-9485-8841（山元） 



 

 
わ
が
町
た
か
お
か 

令
和
４
年
７
月
１
日
発
行 

 

●
隔
月
発
行 

 

●
編
集
・発
行 

高
岡
ま
ち
づ
く
り
委
員
会 

〒8
8

0
-2

2
2

2
 

宮
崎
市
高
岡
町
五
町
１
９
０
番
地
１ 

 

◆あかちゃんの日◆ 

内容：1歳未満のあかちゃんと保護者でゆったりと過ごす 

日時：①７月１３日（水） ②８月１０日（水） 

いずれも 13：30～15：00 

場所：高岡地域子育て支援センター プレイルーム 

対象：1歳未満の乳児とその保護者 

定員：いずれも５組  費用：無料 

その他：1歳以上のお子さん（兄姉含む）は入室できません 

予約：①７月１日（金）～ ②７月２７日（水）～ 

定員になり次第終了  ※電話申込可 

〈直通電話〉 090-9043-1635 

 

【高岡地域子育て支援センター】  《申し込み・問い合わせ》   ℡：82-5294   FAX：82-5401  

 

◆七夕飾りを作ろう◆ 

内容：親子で季節の行事を楽しむ 

日時：７月５日（火） 10：30～11：30  

場所：高岡地域子育て支援センター プレイルーム 

対象：未就学児親子   定員：５組   費用：無料 

予約：６月１７日（金）～ 定員になり次第終了  ※電話申込可 

〈直通電話〉 090-9043-1635 

 

 

【天ケ城歴史民俗資料館】  生目の杜遊古館   《申し込み・問い合わせ》  ℡：47-8001   FAX：47-8202  

★「天ケ城で水鉄砲づくり」★ 

内容：昔から様々な道具に加工されてきた竹を利用し、 

おもちゃ（水鉄砲）を作って遊ぶ楽しさを味わうとともに、 

竹の特徴・特性や先人の知恵、さらに日本の伝統文化に 

触れる機会とする。 

日時：７月１７日（日） 10：00～12：00 

場所：天ケ城歴史民俗資料館  1F体験ルーム 

対象：子ども（小学生以上）と保護者     定員：１５名程度      

料金：なし   その他：水にぬれた場合の「着替え」等の準備 

申込期間：６月１７日（金）～６月２６日（日） 

申込：生目の杜遊古館 電話・FAXで申込 

 

わが町たかおか・きらりたかおか（ホームページ）では、お知らせ・紹介記事を募集中！ 

ホームページ・Facebookでも高岡地域の情報を発信しています。 

＊高岡まちづくり委員会 事務局＊  〒880-2222 宮崎市高岡町五町 190番地 1 

TEL：0985-72-8837   FAX：0985-72-6636 

「わが町たかおか」は宮崎市地域コミュニティ活動交付金を使用しています。 

 

◆おまつりごっこ♪◆ 

内容：おまつりの雰囲気を楽しむ 

日時：８月２３日（火） 10：30～11：30  

場所：高岡地域子育て支援センター 大研修室 

対象：未就学児親子   定員：8組   費用：無料 

予約：８月９日（火）～ 定員になり次第終了  ※電話申込可 

〈直通電話〉 090-9043-1635 

 

 

高岡福祉保健センター「穆園館」からのお知らせ   《問い合わせ》 ℡：82-5294

★「夏休み図画工作作品を作ろう」★ 

内容：誰にでもできて楽しめる美術の様々な表現技能を体験 

することで、表現活動の楽しさを味わわせる。 

また、表現した部分を使って作品を制作する。 

日時：８月７日（日） 10：00～12：00 

場所：天ケ城歴史民俗資料館  1F体験ルーム 

対象：子ども（小学１年生～小学４年生）と保護者 

定員：１５名程度    料金：材料費として１人１００円 

その他：汚れてもいい「服装」の準備 

申込期間：７月７日（木）～７月１６日（土） 

申込：生目の杜遊古館 電話・FAXで申込 

高岡福祉保健センター「穆園館」空調改修工事のお知らせ 

令和４年度高岡福祉保健センター「穆園館」の空調設備の老朽化に伴い大規模改修工事を行います。 

工事期間中は「穆園館」が使用できなくなりますが、保健センター、社会福祉協議会の窓口業務、子育て支援センター業務は行います。 

詳しくはお問い合わせください。ご協力をお願いいたします。 

工事期間：令和４年１０月１日(土)～令和５年１月３１日(火)予定  ※なお工事期間については延長になる可能性もあります 

工事個所：高岡福祉保健センター「穆園館」全館 

その他：窓口業務、子育て支援センターについての業務は行います。詳しくはお問い合わせください。 

イ  ベ  ン  ト  情  報 


