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檍地域防災対策事業

8/7 第1回檍地域合同防災
訓練実行委員会（宮崎地区
交流センター）
8/20第2回檍地域合同防災
訓練 実行委員会（檍公民
館）
8/27第3回檍地域合同防災
訓練 実行委員会

9/1 檍地域総合防災訓練　　　
地域内の４小学校
参加者 905名
　　潮見小 217名
　　宮崎港小　226名
　　檍小　218名
　　檍北小　244名

10/24 潮見小学校　防災教
育支援授業　黒岩、赤星

12/8 まちづくりの祭典inあお
き
部会担当：東分署（起震車体
験、梯子車体験、暗中体験、
青パト展示、ポップコーンふ
るまい）　事務所（防災かまど
紹介）部会紹介パネルの展
示

檍地域青色パトロール
推進事業

9/27 青色パトロール総会
19時から檍公民館 57名出会

備蓄非常食購入事業

地域安全表示設置事業

応急手当講習事業

子育て支援事業

7/26おしゃべりカフェ&ヨガ 
（阿波岐原町自治公民館）
参加者１０名・部会員１４名

8/23お兄ちゃん・お姉ちゃん
と遊ぼう（潮見小学校）
参加者：保護者13名、子ども
２１名（内小学生４名）中学生
ボランティア２０名、部会員
１５名

10/25ちびっこ運動会（阿波
岐原町自治公民館） 参加者
55名
（保護者16、こども21、スタッ
フ18）

11/29 思春期の子どもを持
つ保護者向け研修会（宮崎
地区交流センター）19:00～
「子どもの食を考えよう」　参
加者大人１２名、子ども９名、
スタッフ１９名　計４０名

12/8 まちづくりの祭典
（パネルにて活動報告・血圧
測定・血管年齢測定・プラ
レール）

ふれあい会食会事業

6/6中西自治会（出来島・高
洲コムセン）54名参加
6/12大町自治会（大町自治
公民館）42名参加
6/18引土自治会（青葉県住
集会所）33名参加

10/10阿波岐原町（阿波岐原
公民館）45名参加
10/18潮見・曽師（昭和公民
館）
　　　39名参加
10/27新別府町（新別府公民
館）  52名参加

11/6中原地区（中原公民館）
　　　23名参加
11/8東引土（東引土公民館）
　　　39名参加
11/13山﨑地区（山﨑公民
館）
　　　22名参加
11/13南窪団地（南窪集会
所）
　　26名参加

12/11一の宮南、一の宮住
宅(一の宮住宅集会所)　36
名参加

2/20西中地区（西中公民館） ふれあい会食会
　今年度　１９地区
　昨年度　１３地区

救急医療支援事業

地域まちづくり掲示板
設置事業

檍地域人材育成事業

・パソコン初心者講習会（２ヶ
月会）6回の講習

11/13　先進地視察研修　農
業科学公園（ルピナスパー
ク）・石井記念友愛社 参加者
25名

12/8まちづくりの祭典inあお
き　担当：地場産品販売、搾
乳体験、牛乳試飲、ふるまい
コーナー(ちりめんご飯・餅・綿

菓子・ポン菓子)、掲示板活用
状況の調査報告

あおき文化の
　継承・発掘・保存事業

5/27檍北小４年生　盆踊
り指導

6/21檍中「檍の盆踊り」指導
6/26檍北小 「檍の盆踊り」指
導

7/11(檍小　3年生) 「檍の
盆踊り」指導
7/26「檍の盆踊り唄」ＮＨＫ
ＦＭ放送。

8/8 「阿波岐原の盆踊り」大
会練習
8/11 「阿波岐原の盆踊り」大
会
8/24 山崎町「十五夜踊り」の
調査
8/31 山崎町「十五夜踊り」の
復活

12/8「まちづくりの祭典inあ
おき」
　担当：例年通りステージ関
係と檍の盆踊り

あおきのカレンダー
製作事業

カレンダー1月末発注 カレンダー印刷、納品 カレンダー配布

一ツ葉入り江を
　市民の里浜にする事業

4/9一ツ葉入江コアジサシ保
護看板・ロープ張り設置（市
環境保全課）
4/13 一ツ葉入江砂嘴清掃
4/13 浮島清掃
4/19～コアジサシ観察

5/15一ツ葉入江野鳥観察会
(探鳥会）部会員15名参加
5/20市土木課、環境業務
課、景観課に挨拶　４名
5/20県土木事務所に挨拶
5/30コアジサシ観察終了

6/12 平成３０年度地域環境
保全功労者賞を受賞(東京)
6/25環境大臣表彰（地域環
境保全功労者）市長表敬訪
問
6/26 シバ浸け（一ツ葉入江）

7/15 干潟観察会9:30～
12:30 参加者228名（子ど
も135名、大人93名）スタッ
フ（部会員23、宮大1+4、
管理事務所2)

10/31檍北小(3年生)遠足時
の「一ツ葉入江の説明」（児
玉輝夫副会長・串間正士事
務局長）

11/8 檍小　総合的な学習の
時間「ふるさと檍を調べよう」
～
「一ツ葉入江を調べよう」の
干潟観察
11/10 市民一斉清掃に合わ
せ入江砂嘴部分の清掃　参
加者442名、（宮崎学園32、
檍中216、宮中178、部会員
16）

2/2 コアジサシ保護活動、一
ツ葉入江の浮島解体

デコイの修理

新別府川・江田川等を
　きれいにする事業

4/11ホタル祭り 部会員18名
4/24 檍北小３年生・・　総合
的な学習の時間（地域に住
む生き物たち）　檍北小校区
の環境について菊池部会長
が講話

5/9 ホタル飼育研修　21名
参加
5/11ホタル鑑賞会
5/17檍北小３年生　遠足の
場（山﨑ホタルピア）にて金
丸副部会長がホタルについ
て講話
5/16・5/21親蛍採取17名・8
名

6/15オオフサモ撤去作業 水質検査　4カ所実施
8/3国際交流協会への協
力公立大学生への江田神
社、みそぎ池の説明（中国
人30名欧米人1名）

9/12檍北小 総合的な学習
の時間（「江田川にすむ生き
物たち」）のための江田川の
魚採取

9/25檍北小学習支援　魚確
保
　　部会員12名参加
9/26檍北小(3年生)「江田川
に住む生き物たち」　　江田
川上流・中流・汽水部の魚、
水質検査を実体験
9/27檍北小稲刈り協力

10/28檍北小(3年生)「江田川
いきいき大作戦授業」江田川
についての総合的な授業(菊
池部会長・赤星事務局長　３
名)　
10/31檍北小（３年生）　江田
川いきいき大作戦　一ツ葉入
江で
　　（部会員２名）

11/6県土木事務所「江田
川、新別府川整備」（菊池部
会長、児玉輝夫副部会長、
金丸副部会長、串間事務局
長）
11/7ミニ水族館用魚採取（部
会員６名参加）
11/10オオフサモ除去作業
（入江清掃後）26名参加（部
会員15、海洋高校8、事務局
3)

11/30江田川散策会
　9:00～正午 56名参加

12/8まちづくりの祭典inあお
き　担当：江田川、一ツ葉入
江の生き物の水槽を展示
　部会紹介パネルの展示

1/19 ミニ水族館水槽撤去
作業（檍北小）
1/23檍北小「江田川いき
いき大作戦。

水質検査

2/16 ホタル放流

檍地域花いっぱい運動事業

6/1 6 中央公園ひまわりの
種　播種　宮中・檍中　37名、
先生3名、
6/26 花壇植栽

7/25 「花まち」写真コンテ
スト参加

2/19 ひまわり里親プロ
ジェクト事業 ・ひまわりの
種種別作業

令和　元年度　　檍地域まちづくり推進委員会　年間行事予定表
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令和　元年度　　檍地域まちづくり推進委員会　年間行事予定表

檍地域ふれあいスポーツ
大会事業

7/26サイクリング大会試走
7/28サイクリング大会（県立
阿波岐原森林公園～）宮崎
臨海公園内）大人19名、子ど
も8名、スタッフ15名 計４２名

9/28歩こう会試走（自転車
で）

11/4歩こう会・・参加者106
名（大人63、子ども21、ス
タッフ20)

ニュースポーツ体験事業

6/6中西ふれあい会食会でラ
ダーゲッターを実施
6/19檍中　40名　スカット
ボール、カローリング、キン
ボール

10/5ニュースポーツ体験　
(未来につなぐ体験スクール
で教育連携部会に協力）ペタ
ンク、ラダーゲッター、スカッ
トボール、
参加 50名位

12/8 まちづくりの祭典inあお
き
部会担当：ニュースポーツ体
験部会紹介パネルの展示　　

1/18室内スポーツ交流会
（檍公民館）9:00～12:00　対
抗戦（カローリング・輪投げ・
ラダーゲッター・スカットボー
ル）。参加者数63名
参加１２チーム　（１チーム５
人）受益者負担金100円

未来につなぐ体験スクール事
業（安全対策・地域再生・スポレク部
会の共
　同事業）

10/5(土)未来につなぐ体験ス
クール　宮崎地区交流セン
ター
参加者：スタッフ23名

地域と学校の連携事業

4/21中央公園花壇除草作
業
宮中・檍中の生徒

5/27(檍北小 4年生)檍の盆
踊り指導を受けた
5/30(檍北小 5年生)田植え 
(環境部会)

6/7 (潮見小・３年生)　地域
に学ぶ　福祉部会守永さん
6/16(宮中、檍中)　中央公園
花壇にひまわり植種　宮中
18名先生2名、檍中19名 先
生1名、 
6/17  (港小 5年生)　大豆栽
培に向け畑の耕耘
6/19(檍中)　ニュースポーツ
体験、スポレク部会。
6/21(檍中)檍の盆踊り指導
6/24(檍北小)講話

6/27(檍北小 6年生)環境部
会の協力でふるさとの良さ祭
発見
6/27 (檍小３年生）ふる里を
べよう

7/3(宮崎港小 5年生)大豆種
まき・・発酵食品について学
ぶ
7/11(檍小 3年生)檍の盆踊
り
7/12(宮崎港小5年生)苗植え
から発酵食品を学ぶ・獅子舞
7/16（檍北小６年生）一ツ葉
稲荷・浮城遺跡コースのふる
里再発見。（5年生）米作り（３
年生）総合的な学習。

8/1 　檍・宮崎中学校両校交
流事業（中学生32名、教諭4
名、部会員8名、）意見交換、
絵手紙講座、中央花壇の整
備

9/1檍小 檍地域の学習（3年
生）神話について授業
9/4檍小　檍の盆踊り指導（3
年生）
9/12檍北小（３年生）江田川
の学習事業川での魚採集を
猛暑のため中止し先生がビ
デオを撮影して後日児童に
見せた
9/26　檍北小（3年生)江田川
について学ぼう

10/2 檍小　檍地域の神話に
ついて学習
10/4 檍北小 アイガモ米稲
刈り(5年生）まち推環境部会
支援あり１６名
10/11檍小(4年生) 防災マッ
プを作ろう打合せ（安全対策
部会 石川部会長参加）
10/1７潮見小（５年生）防災
教育黒岩教育連携部長が講
話
10/19檍中・宮中
檍地域花いっぱい運動
花のまちづくりコンテスト表彰
式
10/24潮見小（３年生フィール
ドワーク
10/28檍北小（３年生）総合
的な学習の時間　江田川に
ついて
　　（講師：環境部会）
10/28・29･30潮見小学校(2
年生)おいもパーティをしよう
10/31檍北小（３年生）　江田
川いきいき大作戦　一ツ葉入
江で
　　（講師：環境部会）

11/5檍小 (1年生)昔の遊び
をしよう。檍老連が講師。
11/8檍小（3年生） 一ツ葉入
江を調べよう
11/8宮崎港小(５年生)発酵
食品について学ぼう　大豆の
収穫作業
11/10檍中・宮崎中　コアジ
サプロジェクト　一ツ葉入江
清掃
参加４４２名　檍中216宮中
178宮崎学園・まち推二役・
環境部会員・事務局
11/13宮崎港小(５年生)同上　
大豆の種採取
11/17潮見小(3年生)潮見地
域探検隊について学ぶマッ
プを仕上げる
11/22 九州管内小学校生活
科・　総合的な学習教育研究
大会発表（まち推：会長ほか
16名参加）

12/8　まちづくりの祭典inあ
おき
部会担当：シール貼りアン
ケート　部会紹介パネルの展
示

12/13潮見小学校　防災マッ
プ作り（ＤＩＧ訓練）
12/15檍中・宮崎中（檍地区
花いっぱい運動）中央公園
花壇植栽

1/19
1/21 潮見小学校(1年生)「昔
遊びを楽しもう」
1/23檍北小「江田川いきいき
大作戦。交通の見守りを。

2/14宮崎港小　味噌の造り
方の説明

9/10 まちづくりの祭典inあ
おき実行委員会

12/8　まちづくりの祭典in
あおき
　参加者500人
  スタッフ
　ボランティア300人

11/24生目地区総合文化祭 2/13（木）実施

まちづくりの祭典inあおき事業

檍・生目交流事業

（生涯学習推進協議会行事）文化祭

（生涯学習推進協議会行事）成人式
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