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令和４年度 普及啓発活動実施状況及び実施計画一覧表 

 

 

                                                                     令和 4 年 9 月 28 日現在 

 センター名 実施（計画）日または（計画）期間 実施（計画）内容 実施（計画）場所等 

1 宮崎市 10 月 14 日（金） 清掃作業等 
佐土原、清武、田野、高岡総合

支所周辺（本部は場所が未定） 

2 都城市 10 月中 「広報都城」にシルバーの利用促進のお知らせを掲載  

3 延岡市 

10 月 15 日（土） 

※11 月 19 日（土）に変更 

「シルバーマルシェ」開催予定 

野菜・会員作品等の販売・キッチンカー出店の予定 

延岡市シルバー人材センター 

敷地内及び周囲運動広場 

10 月中 シルバー人材センターの PR 活動（チラシ配布） 市内関係機関、各事業所 

4 日南市 
10 月 5 日（水） 奉仕作業（剪定・草刈・除草） 飫肥城周辺 

未定 役員、班長によるパンフレットの配布 市内 

5 小林市 未定 未定  

6 日向市 

10 月 5 日（水） ※中止 
「PR 活動」 

パンフレット配布及びアンケート調査 
市役所庁舎前 

10 月 8 日（土） 

「みなこんね朝市」 

会員が作った野菜･木工品・小物づくりサークルの 

リメイク作品等の販売、刃物研ぎなど 

日向市シルバー人材センター 

10 月 21 日（金） 

※10 月 28 日（金）に変更 
奉仕作業（清掃、草刈等） 市内の海水浴場及びその周辺 

7 西都市 
10 月 26 日（水） 奉仕作業（剪定・草刈・除草・清掃） 西都原御陵墓前広場 

10 月中 チラシの折り込み 市内 
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 センター名 実施（計画）日または（計画）期間 実施（計画）内容 実施（計画）場所等 

8 えびの市 10 月 15 日（土） 奉仕作業（剪定・草刈・除草・清掃） 未定 

9 三股町 10 月 15 日（土） 奉仕作業（剪定・草刈・除草・清掃） 三股町役場周辺 

10 国富町 

10 月 21 日（金） 総合町民祭開催地の清掃 
国富町運動公園 

10 月 22 日（土）、23 日（日） 総合町民祭参加（来場者にチラシ等配布） 

10 月 28 日（金） 奉仕作業（草刈・清掃） 町内グランド・施設 

11 綾町 

8 月 6 日（土） 池の清掃作業（ボランティア） 
中央公園 

8 月 26 日（金） 「盆踊り大会」への参加 

8 月 27 日（土） 中学校グランド内除草作業（ボランティア） 綾中学校 

9 月 3 日（土） シルバー設立 30 周年記念コンサート 綾町文化ホール 

9 月 10 日（土） 小学校グランド内除草作業（ボランティア） 綾小学校 

10 月 14 日（金） シルバー杯グランドゴルフ大会 町内グランド 

11 月中旬 幼稚園児との芋ほり会 錦原圃場 

11 月中旬 「綾工芸まつり」への参加 綾てるはドーム 

2 月下旬～3 月上旬 「綾ひな山まつり」への参加 綾町シルバー人材センター 

12 新富町 
10 月 2 日（日） 清掃ボランティア 三納代公園（温泉前広場） 

10 月 20 日（木） 草取りボランティア 富田浜公園 

13 川南町 10 月 7 日（金） 
シルバー人材センターの PR、スーパー店頭でのチラシと

チエブクローのポケットティッシュ配布 
町内企業、スーパー 

14 串間市 10 月 18 日（火） 
奉仕作業（草刈り、清掃） 串間市農村環境改善センター 

奉仕作業（剪定、草刈り） 串間警察署 

15 高原町 10 月 23 日（日） 

町主催「神武の里たかはるまつり」会場にて、 

普及啓発、会員募集活動を予定 

※開催については未定 

高原町総合保健福祉センター 

（ほほえみ館） 
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※毎年、10 月を『シルバー人材センター事業普及啓発月間』として全国一斉に取り組んでいます。 

 その中で、特に宮崎県では 10 月の「第 3 金曜日を」「シルバーの日」とし、この日を中心に普及活動に取り組むこととしています。 

※新型コロナウイルス感染状況により、中止の場合もあります。 

 
 

 センター名 実施（計画）日または（計画）期間 実施（計画）内容 実施（計画）場所等 

16 高鍋町 10 月 21 日（金） 奉仕作業（清掃、ゴミ拾い、剪定、草刈） 
高鍋町蚊口海浜公園 

高鍋町社会福祉協議会敷地内 

17 木城町 10 月 12 日（水） ゴミ拾い清掃、除草等 町施設周辺 

18 門川町 未定 未定  

19 美郷町 未定 未定  

20 高千穂町 未定 未定  

21 日之影町 11 月中旬 
町福祉まつりに合わせて、啓発活動を予定しているが、 

実施については未定 
日之影町保健センター前駐車場 

22 
宮崎県 

連合会 
11 月 11 日（木） 

シニア向け講演会 

人生 100 年時代 今からでも遅くない 

ｼﾆｱ世代のﾗｲﾌﾌﾟﾗﾝ ～幸せに生き抜くためのヒント～ 

宮崎市民文化ホール 


