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新年のごあいさつ 
高城総合支所長 石川 清澄 

 明けましておめでとうございます。高城地区の皆さ

まにおかれましては、日頃から市の行政全般にわたり、

深いご理解とご協力をいただきお礼申し上げます。 

 昨年は、世界中で新型コロナウイルス感染症が拡大

し、高城地区においても観音池まつりをはじめさまざ

まな行事が中止となるなど、社会経済活動等に大きな

影響を及ぼしました。今後は新型コロナウイルス感染

症との共存（ウィズコロナ）を前提に、デジタル化の

推進をはじめ新たな日常の実現に向けた取り組みを

進めていく必要があると考えます。 

 高城地区は、昨年、「過疎地域の持続的発展の支援

に関する特別措置法」の一部過疎地域に指定されまし

た。人口減少、少子高齢化等多くの課題はありますが、

集落を維持する仕組みや体制づくりの強化など持続

可能な地域社会の構築に取り組んでまいります。 

また昨年10月からは、乗って残そう公共交通機

関」を合言葉に、乗合バスを１日２往復へ変更し、

利用者の利便性の向上を図ったところです。皆さま

のご利用をお待ちしております。 

 最後に、本年が皆さまにとって幸多き年となります

ようご祈念申し上げ、新年のご挨拶といたします。 

 

 高城地区自治公民館連絡協議会会長 前田 洋美 

 新年あけましておめでとうございます。 

令和４年の新春を迎え、皆さまにおかれましては、健

やかに新年を迎えられたこととお慶び申し上げます。    

日頃から、自治公民館活動には多大なるご協力とご

理解をいただき、厚くお礼申し上げます。 

昨年は、新型コロナウイルス感染症が拡大し、都城

市内においても、度重なる行動自粛要請が発出され、

高城地区のイベントは、観音池まつり、都城焼肉カー

ニバル、高城文化祭など相次いで中止となり、自治公

民館のイベントについても、六月灯、敬老会の自粛要

請、ふれあい健康づくり大会の中止など、活動縮小を

余儀なくされたところです。 

本年の抱負といたしまして、新型コロナウイルスの

拡大状況を見極めつつ、自粛等が続いておりました自

治公民館活動・イベントを積極的に実施し、地域活性

化のため、公民館長一同、地域と一体となって活動に

取り組んでまいりたいと思いますので、引き続き皆さ

まのお力添えをよろしくお願いいたします。 

最後に、皆さまが幸多く、実りある一年となります

よう心から祈念申し上げまして、新年の挨拶とさせて

いただきます。 

 高城地区まちづくり協議会会長 石田 操 

 新年明けましておめでとうございます。 

 高城地区まちづくり協議会は、平成27年12月に設立

し、今年で７年目を迎えております。 

 本会は、各種団体の代表の方々が代議員となり、地

域住民と行政がお互いに連携しながら協働してまち

づくりを行っていくための組織です。 

 地域の観光振興、住民の健康増進、環境整備、防犯・

防災、青少年の健全育成、地域資源・人材の活用、地

域活動などの更なる推進を図ることを目的として活

動しております。 

 現在、４つの専門部会が、防災研修会、収穫祭（軽

トラ市）、ウオーキング大会、高城のふるさと探訪な

どを開催しておりましたが、昨年および一昨年は、新

型コロナウイルスの影響で、多くのイベントが中止と

なり、思うような活動ができませんでした。 

 しかし、コロナ禍の中ではありますが、知恵を出し

合いながら、できることを探り、地域住民の皆さんに

少しでもお役に立てるように活動してまいりたいと

考えております。 

 また、現在、取り組んでおります第３期都城市地域

活性化事業についても、皆様方のご提案をお待ちして

おります。 

 本年もこれまで同様に、本会の運営にご理解、ご支

援を賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

 

ドキュメンタリー映画「塩月桃甫」 
 約1 0 0年前に日本統治時代の台湾に渡った宮崎出

身の画家の物語です。激動の時代に生きたアーティス

トにとって自由とは何だったのでしょうか？ 

●日時 １月 15日(土) 午後２時～ 

●場所 高城生涯学習センター 

●定員・料金 20人(要申込)、無料 

●申し込み 高城図書館 ℡58-4224 

 
日曜日にもできます 

マイナンバーカードの申請・交付 
毎月第２・第４日曜日はマイナンバーカードの申請

補助や交付手続きのため、総合支所を開庁しています。

●日時 １月９日(日)・23日(日)  

午前８時30分～午後５時15分 

●問い合わせ 市民生活課 ℡58-2312 

 

行政相談・人権相談(無料) 
 予約は不要です。行政相談は国県市など行政の仕事

への困りごとや苦情などの相談ができます。 

●期日 ２月４日(金) 

●時間 行政相談 午前10時～正午 

    人権相談 午前10時～午後３時 

●場所 高城総合支所西別館１階会議室 

●問い合わせ 地域振興課 ℡58-2311 

 

総合支所だより  令和４年１月７日発行 
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令和４年１月23日執行 

都城市議会議員選挙 
 市議会議員選挙は市民の代表を決める、身近で大切

な選挙です。棄権のないよう投票に行きましょう。 

●投票日 １月 23日(日) 

●投票所  高城地区のみ掲載しています 

 第69投票区 高城生涯学習センター 

 第70投票区 大井手営農研修館 

 第71投票区 高城勤労青少年ホーム 

 第72投票区 高城地区公民館石山分館 

 第73投票区 高城農村環境改善センター 

 第76投票区 高城地区公民館四家分館 

●投票時間 

 第69～第73投票区 午前７時～午後７時 

第76投票区(四家) 午前７時～午後６時 

●住所要件 令和３年10月15日までに住民基本台帳

に登録され、引き続き市内に住んでいる人 

●年齢要件 投票日現在で18歳以上の人(平成16年 

１月24日までに生まれた人) 

【期日前投票をご利用ください】 

●投票所 高城総合支所(西別館１階) 

●投票日 １月17日(月)～22日(土) 

●投票時間 午前８時30分～午後８時 

●その他 期日前投票はコミュニティセンター、イオ

ンモール都城駅前、山之口・山田・高崎総合支所、沖

水・志和池・庄内・中郷・西岳地区公民館でもできま

す。ただしイオンモールは午前10時からの開始、西岳

地区公民館は午後６時終了と投票時間が異なります。

また南九州大学は１月19日・20日の 

午前10時から午後５時まで期日前 

投票所が開設されます。 

【移動期日前投票所】 

●期日 １月20日(木)  

●場所・時間  

田辺公民館 午前９時30分～午前11時30分 

岩屋野公民館 午後２時～午後４時 

 

水道管の凍結事故への対応 
 今季は例年に比べ気温が低くなると予報されてお

り、水道管の破損などの事故が予想されます。 

●宅内給水管が破損した場合 

 止水栓を閉め、下記の指定工事店（高城地区）に修

繕を依頼してください。 

高城住宅設備㈲ 58-4843 渡辺水道 58-2428 

住宅設備サイショ 58-3640 荒川工務店 58-4144 

㈱大成工務店 58-2118 ㈱清水組 58-2004 

㈲鮫島工務店 58-2236 ㈲南興建設 58-2851 

㈱槇原建設 58-3206 野中設備 53-1139 

㈱一光設備 58-5883 東工業 59-9550 

㈲榎田水道設備 080-1736-1099 ㈲末永建設 53-1552 

㈲愛丞総合家電 58-5162 ㈱ツモル建設 55-1127 

㈱桜木組 58-3635 上田建設 58-2354 

●隣人の留守宅等が破損している場合 

 お客様センター  ℡23-4510 

 上下水道局総務課 ℡23-4810 

 に連絡してください。 

 

ひなまつりの飾りを募集します 
 桃の節句にちなみ、郷土資料館では「お城で雛（ひ

な）まつり」と題して、ひな壇やひな飾りの展示を行

います。保育園児・幼稚園児・小学生から大人まで年

代は問わず、ひなまつりにちなんだ、工作、手芸など

の作品を募集します。あなたのお気に入りの作品を郷

土資料館に展示してみませんか。  

●募集期間 ２月10日(木)～16日(水) ※月曜日休館 

●展示期間 ２月23日(水)～３月13日(日) 

●作品の応募 高城郷土資料館へお持ちください。 

●その他 展示終了後に作品はお返しいたします。 

●問い合わせ 高城郷土資料館 ℡58-5963 

 

郷土資料館企画展「お城で書き初め展」 
 小中学生が書き初めした作品を展示しています。 

●期間 １月 19日(水)～２月６日(日)※月曜日休館 

●開館時間 午前９時 30分～午後５時 

●入館料 大人220円 小中学生110円 高校生160円 

●場所・問 高城郷土資料館 ℡58-5963 

 

ひな人形・こいのぼりを探しています 
 高城郷土資料館では、イベントや企画展で使用する、

ひな人形や五月人形、こいのぼりを探しています。 

 寄贈できるものがありましたら、ご連絡ください。 

●ひな人形・五月人形 70年以上経過しているもので、

状態が良いもの 

●こいのぼり 破れや破損がなく、氏名などが書かれ

ていないもの 

●問い合わせ 地域振興課 ℡58-2311 

 

地域食堂カレーの日 
毎月１回、高齢者、子どもと共に食事をする場を提

供する地域食堂を開催します。メニューはカレーで30

食限定の要予約。テイクアウトも可能です。 

 また、野菜等の食材を提供くださる方を募集してい

ます。提供頂いた方には、カレーの無料券を差し上げ

ます。詳しくは下記までお問い合わせください。 

●日時 1月16日(日) 正午(12時)から 

●料金(１食) 大人 300円 子ども 100円 

       ※30食限定 要予約(３日前まで) 

●場所 高城町石山 1509-9 ばぁばの知恵袋さくら 

※「ばぁばのお勝手」の旗が目印です 

●その他 新型コロナウイルス感染症対策により、テ

イクアウトのみになる場合があります。 

●予約先・問い合わせ ばぁばの知恵袋さくら  

TEL・FAX 58-4838 


