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木花地域まちづくり推進委員会

明るく あたたかい 福祉のまちをめざす “きばな”明るく あたたかい 福祉のまちをめざす “きばな”
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社会福祉協議会①
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“まち推”では今後も頑張っている人を応援・紹介して参ります。
情報提供宜しくお願いします!

Printed by ㈱クロスマート

木花幼稚園の元気な園児と優しい先生達

2年ぶりの木花地区成人式

10月26日
第22回ふれあいグラウンドゴルフ大会

10月26日
第22回ふれあいグラウンドゴルフ大会

2年ぶりの開催で44名の参加があり、親睦と体力づくりに励みました。

最後は抽選会で盛り上がり、楽しい1日でした。

長友 五男（今江）

吉田 博重（桜1）

長友 重満（加江田2）

男性 女性

井上 百合子（桜1）

湯地 嘉子（加江田1）

長友 キヨ子（加江田2）

優 勝

準優勝

３ 位

長友 重満（90歳／加江田2） 長友 キクエ（87歳／加江田2）

入賞おめでとうございます

最高齢者
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木花地域まちづくり推進委員会 木花地域まちづくり推進委員会

一年を振り返って

まち推オリジナルキャラクター
「きばなちゃん」が誕生しました!

よろしく
おねがいします

委員長 奥 正幸

　木花まちづくり推進委員会の本年度5部会イベント執行率は約
50％でした。
 
　●安全推進部会は、木花全体での防災訓練を実施し、小中学校
　　　での避難訓練の視察要請を受けて意見交換ができました。
　●福祉・健康部会は、「認知症サポーター養成講座」や「生がい支
　　　援活動」が予定通りできました。
　●産業活性化部会は、里山整備や稚鮎の放流、トマト加工、ウッ
　　　ドアート体験も順調にできました。
　●文化部は、「木花相撲踊り」や「下原雨太鼓」の後継者育成に取
　　　り組み、また、「史跡めぐりツアー」のために全部員がガイ
　　　ドの勉強で頑張っています。
　●企画・広報部会は、みなさんに楽しく読んでいただける広報
　　　誌作りをしております。また、まちづくりから情報発信で
　　　きる新システムを開始しています。

安全推進部会

今年度は、コロナ禍の中、3つの小中学校の生徒達、そしてたくさんの
地域住民の皆様と避難訓練及び防災について考え、学び、実施でき、
成果があった年でした。

部会長より一年を振り返って

宮崎民俗学会 前田博仁会長に
よる外所地震についての講演
（1月21日）

新聞でスリッパを作ろう 避難所でのホットタオル活用 毛布で作る簡易担架 ブルーシートでテントを作ろう

●第1回自主防災隊一斉避難訓練説明会（10月18日）
防災・避難って対象範囲が広すぎるね。地域の活動で展開させるには今年は避難訓練かな?
来年以降は、安否確認、避難所運営、防災資機材備蓄の充実を目指します。

●青島青少年自然の家にて防災の集い 家族のチカラ（10月31日）
ドローン操縦体験、けむり体験ハウス、起震車等たくさんのブースで色々な体験ができました。私たちも
6つのコーナーを設け高校生ボランティアも参加し、新聞紙スリッパ作りを熱心に指導してくれました。
午前中は207名、午後からは214名の参加者で盛り上がりました。

●鏡洲小学校にて防災教室（11月15日）
鏡洲小学校で防災教室を開催。1・2年生に河野毬子さん、3・4年生は原口重徳さん、5・6年生を黒木正
さんが講師として担当しました。各教室では、生徒たちの積極的で熱心な質問が飛び交い、生徒たちの災
害への意識の高さに感心しました。

木花地区に在る木花神社で祀られている木花
佐久夜毘売に地域のキャラクター（きばなちゃ
ん）になって頂きました。今後、イベントの紹介な
どはきばなちゃんを通して行います。

まちづくりに興味のある方の参加をお待ちしております
連絡先：0985-58-0044（事務局）

コノハナ

とんところ

サ ク ヤ ヒ メ
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木花地域まちづくり推進委員会 木花地域まちづくり推進委員会

加江田保育園（12月21日）

木花こども園（12月15日）

産業活性化部会

　地域の声を反映する屋外での活動が多いため、中止になる事業は
少なかったですが、月例部会を休止することでコミュニケーション不足
にならないよう気配りを心がけました。

部会長より一年を振り返って

福祉・健康部会

　コロナ禍での取り組みとして、屋外で行える「ノルディックウォーキン
グ」を組み込みましたが、天候とコロナ拡大の影響で中止しました。高齢
者を対象とした「生きがい支援活動」を新規事業として鏡洲地区の屋外で
実施しました。本事業は、地域包括支援センター、民生委員児童委員、福
祉協力員、木花地区社協、自治会の協働で無事開催できました。
　今後も継続していきたいと思います。

部会長より一年を振り返って

●鏡洲地区にてコスモスの種まき（9月5日）

●鏡洲保育園にてウッドアート体験教室（12月20日）
松ぼっくり、どんぐり、端材を組み合わせて、素敵なクリスマスツリーができました。 
園児たちも集中して顔を描き、それぞれ個性的なサンタクロースの出来上がりにうれしそうでした。

鏡洲地区に総勢15名で、四反の田んぼに種をまきました。今年も11月には一面にコスモスの花が咲き
乱れました。木花まち推は、インスタ映えする観光地創りを積極的に進めます。

●認知症サポーター養成講座（11月17日）
木花青島地区地域包括支援センターのスタッフの皆様を迎えて学びました。声かけは、寄り添う位置、語
り掛けの方法など注意することが重要。当日は３密を避けるために声掛け訓練は見送りました。次年度の
開催自治会を募集しています。

●生きがい支援活動（12月13日・12月14日）
高齢者の健康確認と健康維持に係わるラジオ体操、フレイル予防の勉強を5カ所で行い、完了後に「明石
焼き」をふるまいました。好評につき恒例行事を目指します。
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木花地域まちづくり推進委員会 木花地域まちづくり推進委員会

文化部会

　何を計画・実行するにしても、部会員がみんなで集まってワイワイガ
ヤガヤ意見を出して決める事が活動の基本でしたが、これが度々中断
された1年でした。

部会長より一年を振り返って

●ガイドマップツアー（第2回：10月27日／第3回：11月24日）

1.伝統文化継承事業－権現山公園案内板の設置（12月17日）

2.伝統文化継承事業－「昔のあそび」等の指導（1月18日）

鏡洲小学校から全校生徒を対象にした指導の
要請依頼がありました。
1月からの急なコロナ感染拡大を考慮して、3密
回避になるよう両者で検討し、児童を４グルー
プに分け、教室も４教室で実施しました。
学校サイドも遠隔授業を運用し、メインの指導
者１人が各教室に設置してあるTVモニターと
生徒の持つタブレット端末を通じて指導を行
い、各教室にサブ指導者がフォローを行うとい
う形で取り組みました。

木花地区に点在する名所・遺跡を紹介するガイドマップツアーを開催。第2回のツアーでは木花神社から
車坂城までを巡り、第3回開催時は明照寺～西教寺までの見所を紹介しました。

権現山公園案内板については、構想検討に掛ける時間を十二分に取ることができ、見る人に権現山の
魅力がより伝わるようポイントを3つに分けて紹介しています。

「まち歩きガイド」にも紹介している史跡・名所を数多く紹介することができました。
案内板は木花神社鳥居脇に設置しました。

1 木花神社の境内から一望できる正連寺平野、その周囲に点在する史跡・名所
および青島・斟鉢山を含む徳蘇山系などのスポット１０ヶ所の紹介

2 江戸時代後期に木花神社の西側上空から
木花村、木崎浜、日向灘、青島、白浜、
徳蘇山系を俯瞰した「木花俯瞰図」の紹介

3 権現山公園内にある
史跡７ヶ所の紹介

〈TVモニターをつかった遠隔授業〉

◎この体験学習の様子は鏡洲小学校のウェブサイト「宮崎市立鏡洲小学校・鏡洲っ子の日常」の「2022/１/18ビュンビュン」にて見ることができます。

〈作ったおもちゃで遊ぶ児童たち〉

木花神社➡法満寺➡今江神社、木花古墳、車坂城第2回実施時

明照寺➡外所大地震記念供養碑➡木崎浜➡秋葉神社➡西教寺第3回実施時
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完成間近の駅舎 ドキドキ!いよいよお披露目です! みやざき犬がお祝いのダンスを披露

木花地域まちづくり
推進委員会

はじめました

「友だち登録」された方に木花の
イベントやお得な情報をお届けします

登録方法は簡単♪
①LINEアプリを起動し、
下にある「ホーム」
を押しましょう

③「友だち追加」の画面
にある「ＱＲコード」
を押しましょう。

これを押すと、スマー
トフォンのカメラ機能
が起動します。

④起動したカメラの画
面で、下のＱＲコー
ドを読み込んでくだ
さい。
表示されたLINE公式
アカウントの「追加」
ボタンをクリックで
登録完了です♪

木花はなこ

②LINEの右上のマーク
を押しましょう

木花まち推
キャラクター
「きばなちゃん」

●ジャイアンツカラーの木花駅舎誕生（1月29日）
地域に根差した『木の花サポーターズネット』努力でＪＲ九州よりカラーリングの許可を頂き実現しました。
ランドマークとして地域の皆様と活用を検討しながら運用していきたいとおもいます。

●青パト飲酒撲滅キャンペーン（12月1日）
宮崎南地区交通安全協会木花支部として、飲酒撲滅キャンペーンを実施し中村橋から橘橋まで行進を行
いました。効果がある事を期待します。また、支部長の中村勝男さんが県警本部長から多年にわたる交通
安全活動を表彰して頂きました。
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地域協議会だより地域協議会だより

地域協議会だより 第46号

●令和3年度 第3回木花地域協議会（令和3年11月18日開催）

●問合せ先：木花地域センター ☎0985-58-1111 【メールアドレス】07kibana@city.miyazaki.miyazaki.jp

●令和４年度コミュニティ・スクール導入予定について
　〈教育委員会企画総務課〉
●宮崎市地域コミュニティ活動交付金事業中間報告について
●意見書について（木花公民館等の建替えについて）
※全ての議案について承認されました。
●令和３年度の各専門委員会の活動について

【説明事項】

【協議事項】

【報告事項】

●令和3年度 第4回木花地域協議会（令和4年2月24日開催）
●令和3年度宮崎市地域コミュニティ活動交付金事業実績について
●令和4年度宮崎市地域コミュニティ活動交付金事業計画（案）について
●地域魅力発信プランの実現率に係わる評価について
●第8期木花地域自治区地域協議会の総括について
※全ての議案について承認されました。
●令和３年度の各専門委員会の活動について
●清武地域自治区地域協議会の意見書について

【協議事項】

【報告事項】

●専門委員会の活動報告
〈地域魅力発信プランの発展的改訂検討専門委員会〉
　・第4回専門委員会（令和3年10月11日実施）➡冊子版の修正
　・第5回専門委員会（令和3年11月14日実施）➡マップ版のデザイン（案）等

●木花地域協議会から宮崎市へ「意見書」の提出を行いました。
　木花地域協議会では、これまで木花公民館等の建替えについて意見交換会や拠点
づくり専門委員会を開催するなど議論を重ねてきました。
　令和3年第3回地域協議会で意見書が承認されたことから、12月27日(月)に大神会
長、黒岩副会長、吉野拠点づくり専門委員長の3名で市長室を訪問し、「木花公民館等
の建替えについて」の意見書を戸敷正市長へ提出しました。
　市長からは「宮崎市公立公民館等整備及び長寿命化計画」に基づいて建設に向けた
協議を行いたいとの回答をいただきました。

当日の様子

改訂された「きばなのきずな冊子版」と「マップ版」については、自治会を通して
加入世帯の皆さまに配布を予定しています。

きばなのきずな冊子版（表紙） きばなのきずなマップ版
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木花地域センター広報 社会福祉協議会④

故人のご冥福をお祈りいたします。

※上記3表は2月15日現在です。

ありがとうございました
ご寄付者名

木崎下
木崎下
木崎下
宮ヶ田瀬
島山

河野　冨美子
小倉　光彦
小倉　光彦
浅部　髙正
日髙　昭子

様

様

様

様

様

河野　利夫
小倉　榮光
小倉　マサ子
浅部　弘義
日髙　敬

様

様

様

様

様

地区 故人芳名 ●ふれあい会食会●ふれあい会食会

10月14日
10月15日
11月19日
11月20日
11月21日

12月13日・14日
12月13日・14日

木崎上
木花
今江
学園木花台南3
下原
鏡洲上区
鏡洲下区

実施日 実施地区

民生委員・児童委員
あなたの身近な相談相手です

支え合う
住み良い社会
地域から

宮崎市木花・青島地区地域包括支援センター

今年は民生委員・児童委員の一斉改選の年になっており、4月頃から自治会等を通して
候補者の推薦が始まります。選ばれた新しい（再任を含む）民生委員・児童委員の任期は、
令和4年12月から令和7年11月までです。

●地域座談会●地域座談会

8月10日
12月 2日
12月19日

学園木花台南1南
学園木花台北2
学園木花台南2

実施日 実施地区

●災害時支援情報交換会●災害時支援情報交換会

10月30日 学園木花台南1南
実施日 実施地区

愛のご寄付をお願いします愛のご寄付をお願いします愛のご寄付をお願いします
皆様の心温まる善意、香典返しは
木花地区社会福祉協議会の福祉活動
事業に活用させていただきます。

皆様の心温まる善意、香典返しは
木花地区社会福祉協議会の福祉活動
事業に活用させていただきます。

厚生労働大臣から委嘱された、無報酬のボランティアです。
地域の方から相談を受け、関係機関への「つなぎ役」として活動しています。

定例会で情報収集

児童センターで子育て支援

子どもの登下校見守り

サロン・会食会の手伝い

活動
内容

高齢者の介護や健康についての相談
に対応し、要介護認定の申請の代行
や、介護予防のためのケアプランの
作成、受けられるサービスの紹介な
どを行います。

お茶やコーヒーをいただきながら、
リラックスした雰囲気の中で
認知症について学んだり、
相談したり、語り合ったりする
場所です。

第2・第4木曜日に
学園木花自治公民館で
開催しています。

地域包括支援
センター職員や

福祉・医療の専門職、
補助スタッフで
運営しています。

認知症の方や、
そのご家族、

認知症に関心のある方、
どなたでも集える

場所です。

【会長】田村 浩一 【副会長】中川 譲 【事務局】蠣原 隆弘

開催日 第2・第４木曜日
時　間 13：30～15：30
場　所 学園木花台自治公民館
参加費 お1人さま：100円（1回）

オレンジカフェひまわり ☎63-8111

第2・第4
木曜日
開催

事前のお申し込みは不要です。
お気軽にお立ち寄りください。

オレンジカフェ

マックスバリュ

ファミリー
マート

セブンイレブン

長友歯科

風来軒
学園木花台
小学校

学園木花台
派出所

木花中学校

木花公園

木花幼稚園

ココ
です

高齢者の暮らしを
総合的にサポート!
介護や健康をサポート!

虐待、悪質商法や振り込め詐欺被害、
認知症による財産管理の不安といっ
た高齢者の権利や財産などの不安に
ついての相談に対応し、被害の防止や
救済、制度の紹介などを行います。

権利や財産をサポート!
高齢者がいつまでも住み慣れた地域
で安心して暮らせるように、さまざま
な関係機関や地域住民のみなさんと
協力できるネットワークづくりの中心
的役割を担います。

地域での暮らしをサポート!

地域包括支援センター
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社会福祉協議会③ 社会福祉協議会②

●令和4年度の予定●令和4年度の予定
月 事業名

4月

5月

9月

8月

福祉協力員委嘱状交付式、
民生委員児童委員との合同研修会と交流会

自治会長、民生委員児童委員、福祉協力員等、
防災研修会
民生委員児童委員、福祉協力員 合同視察研修

木花地区社会福祉協議会総会

民生委員児童委員・福祉協力員 合同研修会

市自立支援協議会
「暮らし支援部会」による
『障がい者を理解しよう』

10月28日季節の味覚のお届け（ボランティア90名で実施）11月27日

自治会長・民生委員児童委員・福祉協力員等
合同防災研修会

11月2日

42名が参加して、障がい者の方々か
ら直接話を聞き、日頃から地域の人と
の交流が大切なことを学びました。

気象予報士　酒井晋一郎氏（UMKに出演中）による講話で、清武川・加江田川周辺の洪水ハ
ザードマップの見方とマイタイムラインの作り方を学びました。

80歳以上の在宅高
齢者の方869名にお
菓子と飲み物を手渡
ししました。
元気な笑顔に出会え
て良かったです。

第4回ふうせんバレー12月17日

優勝チームのみなさん

ふうせんバレーは、子どもから高齢者の方、障がいのある方も、同じコートの中で一緒に楽しめる
スポーツです。

ノルディックウォーキング11月17日

木崎浜松林（青年松）に囲まれたクロスカントリーコースを使用し、46名の参加がありました。
健康促進の効果が絶大です。今後は年に2回実施する予定です。
無料ポールの貸し出しをしています。

民生委員児童委員（9年以上）
久島 昌宏

福祉協力員（15年以上）
岡田 ミチヨ宮崎市長表彰

2月3日に開催予定でしたが、式典は中止となりました。木花地区社協からは、2名の方が
宮崎市長表彰を受けました。

宮崎市社会福祉大会

メッセージカードと

一緒にお渡ししまし
た♪

月 事業名

10月

11月
12月
2月

ノルディックウォーキング

ノルディックウォーキング
ふうせんバレー

ふれあいグラウンドゴルフ大会
季節の味覚のお届け

予定する行事はこの他にもいろいろあります。


