平成 28 年度木花・青島プロジェクト JV の取組み（１）
知福川水辺生態系調査

第 10 回元気の出る餅つき

第 8 回楽市楽座の開催

110 万人突破記念イベント第 8 回楽

宮崎市環境保全課との協働・休養

お客様感謝デーの年末恒例「元気

村下の知福川にて「市民による水

の出る餅つき大会」宮崎大学の 6

市楽座で盛り上がる利用者来場者

辺の生態系調査」（8/27）

カ国の留学生も参加

約 1500 人

好隣梅祭りのサポート

（12/26）

休養村・こども落語寄席

（3/13）

木花地区子供しめ縄づくり

好隣梅祭り会場設営、イベント

休養村センターでは初めてとなる

休養村センターにて木花地区の小学

参加者送迎、実行委員会への全

こども落語寄席を開催 大変評判

生を対象にしめ縄作り教室開催

面サポート （2/6～2/7）

宮崎キネマ館の協力（10/10）

（12/26）木花公民館主催

詩吟の会

九州エコライフポイント推進

押し花の講師を招き利用者への押

毎月 2 回詩吟の会を実施しておりま

地球温暖化防止推進センターの協力

し花教室を開催（毎月最終木曜日）

す。参加者募集中です。

押し花教室の開催

要請により休養村センターの利用者
へエコの取組みの推進活動を行った

休養村センターイベント協力体制

バス利用の地球温暖化防止の推進

木花まちづくり推進委員会、木花振興会、

宮崎交通や巡回バスでの来場者はポイン

木花サポーターズネットをはじめ各種団

トカード制にしており 10 ポイントで地球

体が休養村の行事に協力体制を取って頂

温暖化防止の推進者として優待券進呈。

宮崎市内消防団員優遇制度

宮崎市内在住の消防団員及びその家族

いています。（イベント前の会議の様子）

を応援する店の登録をしました。団員、
家族カードを提示して頂けば、一般料
金の半額で利用できます。
27 年度 116 人 28 年度 566 人（5 倍増）

平成 28 年度木花・青島プロジェクト JV の取組み（2）
木花中学校駅伝部全国大会出場募金

門川町まちづくり・指定管理視察

休養村映画祭「錆びたナイフ」上映

木花中学校駅伝部宮崎県代表とし

門川町まちづくり委員会・財政課の皆

宮崎映画祭実行委員会と協働により休

て全国大会出場

さんによる指定管理者制度における

養村で第 2 回目の映画上映会を実施「錆

温泉施設の取組みの視察（11/16）

びたナイフ」…大好評でした（8/11）

けて募金

利用者に呼びか

55,000 円也 12 月

休養村短歌の会作品展

温泉利用者の押し花作品展

館内の空きスペースを活用して市民の

休養村センターで行われた短歌の

休養村センターでの押し花教室の

ギャラリーとして活用し、利用者から喜

会でベスト作品の展示（大広間前）

生徒による押し花の作品展の実施

レストランでの市民ギャラリー

ばれています。（年 3 回作品入替））

地元加江田保育園お絵かき展

（12 月～1 月）

木花まちづくり・宮大地域学部

消防局職員による AED 訓練

地元加江田保育園の園児の描いた

木花まちづくり委員会特別委員と

高齢者の利用者が 8 割以上を占める

絵を浴槽棟の通路に展示してい

して参加、宮崎大学地域創成学部と

当センターでは AED 訓練は必須で

る。

の協働会議（4/16）

す。（年 1 回実施 3/13）

（年２回作品の入替）

全スタッフ参加の消防訓練

留学生ポン菓子初体験

休養村ゴルフコンペ開催

避難訓練、通報訓練、初期消火訓

木花地区でポン菓子機管理委員会を

休養村センターの常連のゴルフ好

練を消防署の指導の下実施

つくり、木花のイベントに参加しても

きが開催するゴルフコンペです。

らっています。宮崎大学留学生のポン

2 ヶ月に 1 度開催

9 月、3 月（年 2 回）

菓子チャレンジの様子（12/26）

平成 28 年度木花・青島プロジェクト JV の取組み（3）
中小企業家同友会メンバー研修

宮崎市シルバー人材センター剪定教室

地元高齢者と保育園児との交流会

休養村センターにて中小企業にお

宮崎市シルバー人材センターの人

休養村センターに加江田地区の高

1/15～16

材育成で、専門講師の指導のもと

齢者を招き、地元保育園児との交

ける人材育成勉強会

当センターにて剪定教室を実施

流会を実施

（年 2 回 7 月、10 月)

9/15

休耕田利用して芋畑 園児の芋ほり

休養村温泉友の会懇親会

幼稚園、保育園のお泊り保育

地元の休耕田を利用して知福川保全

休養村センターの常連客で行う懇親

宮崎市内の幼稚園、保育園児のお泊り

会の皆さんと協働企画し、加江田保育

会（温泉友の会）温泉のマナー向上に

保育を積極的受け入れ、子供の自然体

園児を迎えての芋ほり体験（10/18）

進んで取組んで頂いている（年 2 回）

験に協力している。７月、８月
ひと夏に 5～6 園を受入してます。

宮崎大学地域創成学部

木花地域理解実習

休養村センター勉強会

休養村センター支配人による

館内、館外施設視察

木花地域理解実習の成果発表会

指定管理者制度について

温泉の施設設備の管理運営に

６つのグループに分かれ視察先の

公共施設のマネジメント改革

ついての案内・解説の様子

取組みおよび現状と課題の説明

とその成果についての講義及

そして、学生たちによる新たな提

び質疑応答（6/3）

案をプレゼンテーションする
審査員として参加
（6/17）

木花の方々による餅つき指導
ポン菓子体験コーナー
気合を入れて頑張って餅をつくぞー
エイエイオー

子供の餅つきチャレンジ

留学生と宮崎市民の交流餅つき

木花のおばちゃんとの餅もみ交流

留学生がついたお餅の完成

振舞いぜんざい(木花ボランティア部)

振舞いぜんざいに満足の来場者

木花中学生の餅つきチャレンジ

開催日

平成 28 年 12 月 23 日(金)

場

所

休養村センターテラス

来場者 466 人

平成 20 年度から楽市楽座を開催しておりますが、今回が 8 度目となります。宮崎市自然休養村センターが指定

管理になって以来 10 年が経過し、11 月で来場者 110 万人を突破することができました。110 万人突破記念ならび
に地域活性化の取り組みとして木花の地元自治会やまちづくり推進委員会はじめ各種団体の皆様にご協力頂きまし
た。心より感謝申し上げます。以下ご報告申し上げます。
日

時

平成 29 年 3 月 5 日

（日）

10：00～15：00

開 催 場 所

宮崎市自然休養村センター

玄関前、北側駐車場、館内１F 大広間

参 加 団 体

木花まちづくり委員会、木花サポーターズネットワーク、加江田１～3 区自治会
木花ボランティア女性部、木崎上区、木花振興会、加江田保育園
地球温暖化防止活動推進センター、その他地域の有志（合計 78 名）

当日入場者数

1491 名

※イベント当日は、朝から小雨となりましたが、多数の来場者が訪れ、トラブルな
く大変賑やかで充実したイベントとなりました。

楽

市

楽

座

の

テントは木花地区、各団体の皆 はずれなしお楽しみ抽選会
様のご協力で設営致しました

様

子

木花・青島活性化プロジェクト JV

周辺福祉施設のスタッフのお

大繁盛フリーマーケット

助けボランティア隊の皆案

振舞いトン汁・ぜんざい

振舞いを楽しむ来場者①

振舞いを楽しむ来場者②

木花青年部によるたこ焼き店

金魚すくいとヨーヨー釣り

木花マジッククラブ登場

．．．
大うけのこども落語寄席

中高生による・和太鼓演奏

大道芸人の手品ショー

九州ボイスパーカッション

ポン菓子の振舞い

バリ舞踊

