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高岡地区はたちの集い 
令和５年１月８日（日）、高岡地区農村環境改善センターにて「はたちの集い」が開催されました。昨年４月に改正民法が

施行され、成年年齢が１８歳に引下げられましたが、宮崎市では令和５年以降も、現行通り２０歳を対象に、成人を祝う

式典が開催されました。※式典の名称は「成人式」から「はたちの集い」に変更 

２０歳代表 誓いの言葉 

友清 将生 さん 

本日は、このような式典を挙行していただき、ありがとうございます。私たち新成人は、激動の時代のなかこの日を迎えたことを、とても

嬉しく感じています。このすばらしい式を開催するにあたって、それぞれが何かを感じ成長できる、そのような時間にしたいと考えます。

私は将来公務員になることを夢見ています。それは、自分の意志である「人を助けること」、得意とする「人と話すこと」が私とその夢を

近づけさせてくれました。その道のりはとても険しく長いことは周知の事実です。しかし、私にはできます。それができるための助け、家

族・先生・友人・先輩・後輩が私に影響し、逆に私がその人たちの記憶のなかに存在している、このことは自分を強くしてくれます。ここに

きっと“友清将生としての在り方”があるのです。これからも数々の人達の出会い・経験が私たちを強くしてくれます。その一つ一つに感

謝して、将来への糧とする、それを次世代に伝えていく、そんな大人になることを誓い、お祝いの一言にさせていただきます。 

ここにいる仲間たちと集い、共に２０歳の集いを迎えることができたことを大変嬉しく思います。これから私たちは、大人として、今まで

以上に自分の言葉や行動に責任を持たなければなりません。新型コロナウイルスの影響により、今までの生活や環境もがらりと変わ

り、戸惑いを感じることも数多くあったと思います。立場はひとそれぞれですが、個人が自分の行動に責任を持ち、大人の一員として常

に前向きに歩んで行きたいと思います。そして、周りの人へ感謝の気持ちを忘れず、人のため、また自分のため精一杯努力を重ねてい

こうと思います。最後にはなりましたが、本日私たちがこうして集い、２０歳の集いを迎えることができたのは、大切に育ててくれた家族

や、いつも優しく、時には厳しくご指導いただきました先生方、温かく見守っていただきました地域の皆さまのおかげです。本当にあり

がとうございます。高岡町出身の成人として恥じない、立派な大人になることをここに誓い、２０歳誓いの言葉とさせていただきます。 

外山 愛 さん 

友清 将生さん  村岡 凛羽さん  千田 翔叶さん 

外山 愛さん   長友 早希さん  海江田 遥さん 

新成人実行委員の皆さま、準備から当日の進行まで大変だったことと思います。 

◆お疲れさまでした◆ 

２０歳を迎えられた皆さま、成人おめでとうございます！！ 

あなた方の未来が、美しく明るいものでありますよう、高岡まちづくり委員会一同、心より祈っています。 

笑顔あふれる毎日を存分に楽しんでください★ 

 

《新成人実行委員》 

高岡中吹奏楽部による演奏や恩師スピーチ、 

抽選会などが行われ大変盛り上がりました！！ 



 

 

 

★子ども学習支援事業★ 

令和４年 12月 26・27日、令和５年１月 21日、宮崎

市農業団地センター（穆佐地区）にて学習会を開催し

ました。講師には、教師経験者や大学生の方にご協力

いただき、子どもたちの学習のお手伝いをしてもらい

ました。冬休みの宿題や苦手な教科など、友達と一緒

に学習することで楽しく勉強できた様子でした。 

◆  地域の話題  ◆ ～観音様のお引越し～ 

高岡町浦之名・瀬越で明治時代から伝わる観音様「馬頭観音」・「十一面観世音菩薩」と「瀬越大将軍みたま」がお引

越しをしました。「馬頭観音」と「瀬越大将軍みたま」は元々瀬越地区の山頂にあった神社で祀られていましたが、建

物の老朽化が進み、ここ数年は放置された状態が続いていました。また、地区の行事が盛んな頃は、神社の境内で

相撲や踊りを披露したりしていましたが、今は空き地となってしまい、手つかずの状態となっていました。このまま

ではいけないと瀬越自治公民館長・松江健二郎さんら地区の有志の方々が立ち上がり、観音様の安置先を新設す

ることになりました。資金は地区の方々から募り、新設先は瀬越自治公民館の敷地内と決定。これまで瀬越地区の

福瀬邸にて保管されていた「十一面観世音菩薩」もあわせ、令和４年１０月に３体のお引越しが完了しました。 

★ 瀬越自治公民館長 松江健二郎 さん ★ 

地区の皆さんのご協力のおかげで、ようやく移設を実現することができました。花や水等のお供え物や敷地の清掃等は、当番

制・分担制にとらわれず、地区の皆さん個人個人が行ってくれています。大変ありがたいです。観音様にこれからも瀬越地区を

末永く見守ってもらえるよう、大切にしていきたいと思います。宮崎市内外の方にもぜひ来訪してもらえたらと思います。 

高台にあるので、まるで瀬越地区の 

人々の暮らしを見渡しているかのよう 真新しい場所で気持ち良さそうな観音様 

高岡まちづくり委員会事業報告 



 

 

 

 

   

団 体 紹 介 ～高岡天ケ城麓地区～ 

□ 歴史的まちなみ整備住民協議会□ 

□ 武家住宅管理組合□ 

高岡天ケ城麓地区は、旧薩摩藩の外城として栄えた名残として、武家住宅、武家門、石垣、竹垣等の歴史的 

資産が点在し、宮崎市でも数少ない歴史的景観が現存する地区です。また、各住宅の敷地に植えられている

樹木からは季節の変化を感じることができ、情緒ある景観が形成されています。 

今回は、この天ケ城麓地区の宝である歴史的資産を守り続けている２つの団体をご紹介します。 

歴史的まちなみ整備住民協議会 武家住宅管理組合 

武家住宅周辺一帯は江戸時代に『高岡麓』と呼ばれていまし

た。高岡麓地区には多くの歴史的資産が残されており、この貴

重なまちなみを後世に残すべく、平成１９年『歴史的まちなみ整

備住民協議会』が発足しました。まちづくりのガイドラインを制定

し、基本理念である『歴史とくらしがふれあう心豊かなまち』にも

とづき、道路整備や武家門・石垣などの修理・保全活動などを行

っています。 

 

武家住宅管理組合は宮崎市から管理業務委託を受け

て活動しています。武家住宅及び敷地内の維持管理を

適正に行い、施設の良好な保全及び来訪者への対応等

を通して「歴史的まちなみ」のまちづくり推進に寄与する

ことを目的として、平成２２年３月に設立されました。武

家住宅を活用した行事として、春は彫刻・習字・写真等

の作品展を開催しています。昨年の秋には、特別イベン

トとして、「月知梅命名の書」・西郷吉兵衛「谷口彦五郎

への書簡」・西郷南洲翁「送別の詩」等の展示会を行い

ました。このイベントには想定を超える７５０人以上の来

訪者があり、大いに賑わいました。こうした活動を「歴史

的まちなみ整備住民協議会」と連携して、歴史的資産を

活かしたまちづくりに努めています。 

協議会員・組合員のみなさん 

◆ 高岡まちづくり委員会からのお知らせ ◆ 

まちづくり委員会の委員を募集します！ 

令和５年度の１年間、一緒に活動をしてくださる方を募集しています。 

高岡を一緒になって盛り上げてくださる方、地域の発展と活性化のため、熱い情熱をお持ちの方を大募集しています。 

活動内容や詳細は、個別にご説明させていただきますので、興味のある方はぜひ下記までお問い合せください。 

【お申し込み・お問い合せ】   高岡まちづくり委員会 事務局   電話： 0985（72）8837   FAX: 0985(72)6636 

mail： takaoka.machi@gmail.com 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆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：３月 4.11.18.25日  ４月 1.8.15.22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：３月１１日（土）・４月８日（土） いずれも 13：00～16：00 

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：３月９日（木） 13：30～15：30 

場所：高岡福祉保健センター穆園館 

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

◆2022 制服リユースマッチング◆ 

宮崎市内の市立中学校・県立高校が対象です！制服を通して人と人 

との絆や優しさをお届けします。卒業するから誰かに使ってもらえた 

ら…おさがりがあったらうれしいけど…ゆずりたい方とゆずり受け 

を希望する方のマッチングを行います。お申込には申込登録用紙が 

ありますので、詳しくはお問い合せください。 

募集期間：令和５年５月末まで 

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：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！！ 

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。 ※４月から穆園館で開催します！ 

日時：３月２５日（土）・４月２２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：《３月》 町区公民館  ※住所 高岡町五町大の丸 207 （フーデリー高岡店東側です）   《４月》 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：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） 

◆令和５年度ボランティア活動保険について◆ 

・ボランティア活動中のさまざまな事故によるケガや損害賠償責任を補償します。年度ごとに加入が必要です。 

※対象とならない場合もございますので、詳しくはお問い合わせください。 

[保険料]（一人あたり） ・基本プラン：３５０円  ・天災地震プラン：５００円  ・特定感染症重点プラン５５０円 

[補償期間] 手続き完了の翌日から令和６年３月３１日まで ※令和５年３月３１日までに手続きが完了された場合、補償開始は４月１日からになります。 

問い合わせ：℡82-4721（宮崎市社会福祉協議会高岡支所/ボランティアセンターたかおか） 受付：8：30～17：15 
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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した時間を過ごす 

日時：①３月８日（水） ②４月１１日（火） 

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：①３月１日（水）～ ②４月３日（月）～ 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  

 

◆歯ぁと！キッズ◆ 

内容：親子で歯の磨き方を学ぶ 

日時：３月１６日（木） 10：00～11：00  

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：３月１日（水）～ 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  

★企画展 「何が起きた⁉地域のヒストリー展」★ 

内容：高岡に関する古文書などの実物資料などを展示することによって、高岡の歴史・民俗に親しむきっかけとし、また 

興味・関心を高める場を提供します 

日時：３月１５日（水）～４月１６日（日） 9：00～16：30 （入館は１６：00まで） 

場所：天ケ城歴史民俗資料館    対象：どなたでもOKです     料金：無料 

定員：新型コロナウイルス感染症予防として、館内が混雑する場合は、入場制限を行います 

申込：特に申込等はいりません  その他：特別開館期間のため休館日はありません 

イ  ベ  ン  ト  情  報 

3 

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。 

◆みんなの思い出◆ 

内容：親子で思い出制作を楽しむ 

日時：３月２８日（火） 10：00～11：00  

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：３月７日（火）～ 定員になり次第終了   

※電話申込可  〈直通電話〉 090-9043-1635 

 

 

◆こいのぼりを作ろう◆ 

内容：親子で季節の行事を楽しみ、こいのぼりを作ろう 

日時：４月２５日（火） 10：00～11：00  

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：４月１１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」  貸館再開のお知らせ 

令和５年３月１日（水）から「穆園館」の使用ができます。空調設備の老朽化に伴う改修工事のため貸館を中止し

ておりましたが、工事が終了したため、３月から貸館を再開します。くわしくはお問合わせください。 

 

 

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   FAX：82-5401 


