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 高岡まちづくり委員会 ～今後の事業予定～ 

宮里 克朗 （Piano） 
柳田 裕輔 （Guitar） 

諏訪園 哲哉 （Bass） 

令和４年（２０２２年） 

１１月２６日（土） 

 
開場 １３：３０ 開演 １４：００ 

会場 高岡地区農村環境改善センター 

（宮崎市高岡町内山 2880-1）  

入場無料（整理券が必要です）  

  

) 

入場整理券は、高岡まちづくり委員会事務局
（TAKAOKAつなぐ内 電話 0985-72-8837） 
又は実行委員会事務局でお求めください。 

去川大イチョウ フェスティバル 

９月２５日（日）、高岡町天ケ城麓武家住宅にて「秋のおはなしの

会」を開催しました。（主催：高岡まちづくり委員会・協力：穆園

おはなしの会）当日は、幼児から小学校低学年の子どもたち、

保護者を含む計２１人にご参加いただきました。今回は防災月

間に合わせて、通常の読み聞かせだけではなく、子どもにも分

かりやすい防災に関するお話も含まれていて、みなさん興味を

持って聞き入っていました。今後は小学校高学年及び中学生を

対象とした「子どもつなぐ事業」を企画・実施する予定です。 

３年ぶりに去川大イチョウフェスティバルが開催されます！各種イベント実施予定！ 

 令和４年（２０２２年） １１月１９日（土） 

 
会場 去川大イチョウ広場  （宮崎市高岡町内山 3704-1） 

※１９日（土）、２０日（日）、２３日（水・祝日）は駐車場警備員を配置します 

 

高岡まちづくり委員会 事業報告  ～子どもつなぐ事業～ 

主催：高岡まちづくり委員会 
共催：穆園ファミリーコンサート実行委員会 
後援：高木兼寛顕彰会、高岡町穆園国際交流協会 
《お問い合わせ先》実行委員会事務局（清水歯科医院内） 

電話 0985-82-3777 

マスクの着用、手指の消毒、検温など皆様のご理解・ご協力をお願いいたします。新型コロナウイルスの感染状況によっては
中止の可能性もありますので、予めご了承ください。 

  

第２１回 穆園ファミリーコンサート 



 

 

団 ～高岡地区乗合タクシー運行協議会～ 

「高岡地区乗合タクシー運行協議会」のご紹介をします。 

この団体は、乗合タクシー「高岡きずな号」を管理・運営している団体で、自治公民館連絡協議会地区役員を中心に 

構成されています。「高岡きずな号」とは、高齢者や障がい者の方を中心に、日頃困っている人の交通手段の確保を 

目的に、コミュニティバスとしての役割を担っています。事業は宮崎第一交通（株）と運行業務委託を結び、運行を 

行っており、低価格での交通手段として、町内の皆さんに親しまれています。 

きずな号は協議会事務局にて登録をすることにより高岡町内在住の方であれば誰でも利用できます。 

協議会は平成２４年５月に発足。利用人数は毎年増え続け、令和３年度には、利用者３万人を達成しました。 

 

令和４年１０月、運行開始１０周年を迎えました！ 

高岡きずな号、運行開始から１０周年を迎えました。 

１０月１日（土）、農村環境改善センター・多目的ホールにて記念行事が 

開催されました。オープニングでは高岡中央保育園の園児による演奏が 

行われ、式典では功労者・安全運行表彰状の贈呈や利用者への記念品 

贈呈がありました。最後に講師を招いての記念講演も行われ、関係者全員

で盛大に１０周年をお祝いしました！ 

日頃より高岡きずな号をご利用いただきましてありがとうございます。 

皆さまのおかげで、運行開始から１０周年を迎えることができました。 

これからも地域の公共交通としてお役に立てるよう頑張って参ります。 

高岡地区乗合タクシー運行協議会 会長  前田 律雄 

記念講演講師・谷口 尚大郎氏 

（宮崎県健康づくり協会・医師） 

※平成２４年１０月１日 出発セレモニーの様子 

体 紹 介 



 

 

 

 

 

＊＊ 高岡まちづくり委員会からのお知らせ ＊＊ 

●開催延期となっていた「たかおか夏まつり」は「秋まつり」として開催を検討しておりましたが、今回は花火大会を１０月２９日（土）に実施する

ことになりました。 

●令和４年度の事業計画において「イルミネーション事業」が予定されておりましたが、今般中止となりました。変更案として「武家住宅魅力発信

事業」を実施予定としております。天ケ城麓武家住宅及び庭園内での高岡地域の「食」を中心としたイベントを３月初旬に行う予定です。 

 

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。 

＊＊ 宮崎市自治会連合会からのお知らせ ＊＊ 

「市民一斉清掃」として、下記の日程にて高岡町内各地で清掃

活動が行われます。日頃、清掃の行き届かない公共の場所等の

清掃を実施して、住みよいきれいなまちを作りましょう。 

皆さまの積極的な参加をお願いします。 

日時：令和４年１１月１３日（日） 8：30～10：00 

 

 

 

＊＊ 高岡福祉保健センター「穆園館」からのお知らせ ＊＊ 

『穆園館・空調改修工事期間延長のお知らせ』 

当初、令和４年１０月から令和５年１月までの予定でしたが、現在の社 

会情勢の影響で資材納入の遅延が生じ、工期が令和５年３月中旬ま

で延期されることとなりました。利用者の皆様には大変ご不便をお

かけしますが、ご理解とご協力をよろしくお願い申し上げます。 

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。 

詳しくはお問合せ下さい。 ℡：82-5294 

中秋の名月（十五夜）はお供え物をしてお月見を楽しむ満月の夜です。今年は９月１０日（土）。

ここ高岡では子どもたちが「十五夜ください」と近隣の家を訪ね歩き、お供えものをもらうという

風習があります。昔はお芋やお団子、果物などのお供え物が主流でしたが、近頃は小袋に入っ

たお菓子を玄関先に準備して迎える家が多いようです。訪ねる側も、迎える側もお互いがホッ

コリ笑顔になれる、まるでハロウィンのような素敵なイベント。これからもずっとずっと受け継が

れていきますように★ 

 

高岡の歴史や伝統文化を知ることを目的に２０１９年『高岡歴史か

るた』が作られました。現在、この「かるた」を使った「高岡歴史かる

たで遊ぼう」（年４回）が天ケ城歴史民族資料館で毎年開催されて

おり、最後の第４回は「かるた大会」が実施されます。 

『高岡歴史かるた盛り上げ隊』は、本年度発足したばかりで、町内の

小・中学生で構成されており、この体験イベント等の企画・運営・準

備及び普及活動に取り組んでいます。『高岡歴史かるた』の活動を

通して、自分たちの住む故郷「高岡」をもっと好きになり、「高岡」の

よさを広められるように、これからも盛り上げていきます！！ 

一緒に活動してくれるお友達を待っています！！ 

 高岡歴史            盛り上げ隊 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆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：１１月 5.12.19.26日  １２月 3.10.17.24日 

いずれも１０：30～ 

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：１１月１２日（土）・１２月１０日（土） いずれも 13：00～16：00 

場所：高岡地区農村環境改善センター 

※穆園館が改修工事のため、会場が変更になります。 

※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１人３０分で４人までとなります。 

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：１１月１０日（木） 13：30～15：30 

    ※次回は１月１２日（木）13：30～15：30です。 

場所：高岡地区農村環境改善センター 

    ※穆園館が改修工事のため、会場が変更になります。 

定員：４人（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で「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：090-5470-6148 

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：090-5746-6841 

花見地区 

（花見自治公民館） 

この案内が目印です 

 

こども食堂 「久津良きずな食堂」を開催！！ 

１０月から１月の間は穆園館が改修工事のため、食材等の配布を行います。（数量に限りがあります） 

※お弁当の配布は１８歳未満に限らせていただきます。 

食材等を提供してくださる方、一緒に活動してくださる方も大募集です！詳しくはお問い合わせください。 

日時：１１月２６日（土）・１２月２４日（土） ※毎月第 4土曜日 11：30～1３：00 （但し、食材等がなくなり次第終了します） 

場所：高岡福祉保健センター穆園館（玄関ホール）    参加費：100円（保険料含む） 

問い合わせ：こども食堂 久津良きずな食堂 090-5746-6841（徳丸） 080-1717-1425（新田） 090-9485-8841（山元） 
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◆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：①１１月９日（水） ②１２月１４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：①１１月１日（火）～ ②１２月１日（木）～ 

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  

 

◆クリスマス制作◆ 

内容：クリスマスに向けた制作を楽しむ 

日時：１１月２９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：１１月１４日（月）～ 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  

★体験学習 「天ケ城で凧づくり」★ 

内容：和凧の製作を通して、日本の伝統文化に触れ、関心を高める 

    とともに、伝統的な遊びについての知識や理解を深める機 

    会とする。 

日時：１１月１３日（日） 10：00～12：00 

場所：天ケ城歴史民俗資料館  体験ルーム 

対象：子ども（小学生以上）と保護者     定員：１５人程度      

料金：なし   

申込期間：１０月１３日（木）～１０月２２日（土） 

申込：生目の杜遊古館 電話・FAXで申込 

※申込多数の場合は抽選となります。 

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

★体験学習 「天ケ城でミニ門松づくり」★ 

内容：正月を迎える準備として伝統的に飾られている門松の製 

    作を通して、日本の伝統文化を再認識し、我が国の歴史や 

    文化についての関心を高めるとともに「正月」についての 

    知識や理解を深める機会とする。 

日時：１２月 11日（日） 10：00～12：00 

場所：天ケ城歴史民俗資料館  体験ルーム 

対象：子ども（５歳以上）と保護者・一般 

定員：２０人程度     

料金：１家族（ミニ門松１組まで）につき５００円 

申込期間：１１月１１日（金）～１１月２０日（日） 

申込：生目の杜遊古館 電話・FAXで申込 

※申込多数の場合は抽選となります。 

                   第１１回 高岡ふくしの集いを開催します！   主催：高岡ふくしの集い実行委員会 

皆さまのご来場を、心よりお待ちしております。   

日時：１１月１２日（土） 9：30～12：00     場所：高岡地区農村環境改善センター 

※新型コロナウイルス感染状況により、延期や中止になる場合もありますので、ご了承ください 

《福祉バザーへの物品提供のご協力をお願いします》 

「第１１回高岡ふくしの集い」におきまして、福祉バザーを開催します。ご家庭で眠っている贈答品などご提供いただける品物を募集していま

す。収益金は、地域福祉の充実のため「赤い羽根共同募金」に寄付します。皆さまのご協力をお願いします。 

受付できる品物 家庭日用品、陶器、漆器類、お中元・お歳暮品、結婚式の引出物、文房具、おもちゃなどの使えるもので未使用のもの 

受付できない品物 古本、衣類、ぬいぐるみ、医薬品、賞味期限切れの品、持ち帰りが難しい大型のもの、また故障・破損している品は受付できません。 

【持込期間】１０月２４日（月）～１１月１０日（木） ※土、日、祝日を除く 8：30～17：15まで 

【持込場所】高岡福祉保健センター穆園館内 宮崎市社会福祉協議会高岡支所  

問い合わせ：℡82-4721（事務局：宮崎市社会福祉協議会高岡支所） 
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