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１ 自主防災組織『防災力強化研修会』の開催について 

行政区ごとに組織されている『自主防災組織』について、町民の皆様の意識及

び組織力向上を図るため、昨年度に引き続きすべての町民の方を対象に、防災講

座を下記の日程で行います。皆様一人一人が自主防災組織の一員です。ぜひ御参

加ください。 

●日程及び場所：下表のとおり 

●時間：午後７時から約１時間程度 

●内容：自主防災組織の役割、防災講話 

日時 対象区 場所 

１月 28日（火） 花堂区、小塚区 花堂むらおこしセンター 

１月 29日（水） 北狭野区、南狭野区、祓川区 南狭野活性化センター 

１月 30日（木） 湯之元区、中平区 湯之元集落センター 

１月 31日（金） 上後川内区、川平区 上後川内地区多目的活動施設 

２月４日（火） 下後川内区 下後川内多目的集会施設 

２月５日（水） 西広原区、上広原区 上広原地区多目的活動施設 

２月６日（木） 下広原区 下広原構造改善センター 

２月７日（金） 上麓区 ほほえみ館中研修室 

２月 10日（月） 下麓区、蒲牟田区 ほほえみ館中研修室 

２月 12日（水） 出口区、鹿児山区 出口農業構造改善センター 

２月 13日（木） 並木区、常盤台区 並木公民館 

全ての会場において、午後７時から行います。 

問 総務課 担当：石山 拓磨（いしやま たくま）☎0984-42-2112 
 

２ 正午のチャイムの試験運用について 

 防災行政無線でお知らせしている正午のチャイムについて、今年度開催された

「高原町子ども未来議会」にて、『防災行政無線で流している正午のチャイムを

メロディに変えれば、生活のリズムが作り出され、ひいては町の活性化につなが

るのでは』という提言をいただいたことから、現在、試験的に正午のチャイムを

メロディに変更していますのでお知らせします。 

問 総務課 担当：石山 拓磨（いしやま たくま）☎0984-42-2112 
 

 

※記事の内容については、各課等へお問い合わせください。 

※町ホームページからもダウンロードできます。https://www.town.takaharu.lg.jp 

役場からのお知らせ №41 

 

 



３ 宮崎ねんりんピック２０２０参加者募集について 

●開 催 日 

令和２年５月 17日（日） 

ミニテニス競技 ５月 18日（月） ゴルフ競技 ５月 20日（水） 

ソフトテニス競技 ５月 24日（日） 

※ 屋外競技については、大会当日が荒天の場合は延期 

●会  場 

宮崎県総合運動公園ほか 

●申込期間 

令和２年２月１日（土）～３月 15日（日） 

※ 高原町役場町民福祉課での受け付けは、２月 29日までの開庁日となりま 

す。 

●申込方法 

申込用紙へ住所、氏名、生年月日、電話等の必要事項を御記入の上、高原町役

場町民福祉課または宮崎県社会福祉協議会長寿社会推進センターへ御提出くだ

さい（申込用紙・競技実施要項は、高原町役場町民福祉課にあります。また、宮

崎県社会福祉協議会ホームページ http://www.mkensha.or.jp からダウンロー

ドできます。）。 

●参 加 料 

 500円(参加決定後、郵便局で振り込み) 

●参加資格 

 60歳以上（昭和 36年４月１日以前に生まれた方） 

ねんりんピック実施種目（詳しくは競技実施要項を御覧ください。） 

○ ラージボール卓球 ○ ソフトバレーボール 〇 ラグビーフットボール 

○ テニス  ミニテニス  パークゴルフ 

○ ソフトテニス ○ 弓道 ○ 水泳 

○ ソフトボール ○ 剣道  卓球バレー 

○ ゲートボール  なぎなた ○ ダンススポーツ 

○ ペタンク ○ 太極拳  還暦軟式野球 

〇 ターゲット・バードゴルフ  四半的弓道 ○ 囲碁 

○ グラウンド・ゴルフ  ボウリング ○ 将棋 

〇 バウンドテニス ○ ゴルフ ○ 健康マージャン 

 ミニバレーボール ○ サッカー   

※ ○がついている種目は、全国健康福祉祭ぎふ大会の予選会を兼ねています。 

●お問い合わせ先 

社会福祉法人宮崎県社会福祉協議会長寿社会推進センター 

ＴＥＬ：０９８５－31－９６３０ 

問 町民福祉課 担当：山下 杏奈（やました あんな）☎0984-42-1067 
 

 

 



４ こころの健康づくり講演会のお知らせ 

「こころ」の元気がなくなると、「からだ」も元気ではいられなくなってしま

います。毎日を健康で過ごすためには、「こころ」のメンテナンスも必要です。 

 今回は、精神科医の立場から、健康についてお話をいただきます。ぜひ御参加

ください。 

●日 時：令和２年１月 27日（月）13：30～15：30 

●場 所：ほほえみ館 中研修室 

●演 題：「元気なこころとからだを保つために」 

●講 師：医療法人浩然会 内村病院 副院長 戸髙 一成 氏 

●参加費：無料 

●申込み：１月 24日（金）までに、下記へ御連絡ください。 

なお、当日参加も可能です。 

問 ほほえみ館 担当：岸元 あずさ（きしもと あずさ）☎0984-42-4820 
 

５ 令和元年度高原町認知症講演会について 

現在、高齢者の５人に１人が認知症やその予備軍と言われており、決して珍し

いものではありません。普段の生活を見直すことで認知症を予防することや認知

症の進行を遅らせることもできます。認知症の予防について、一緒に学びません

か。認知症に関心をお持ちの方はぜひ御参加ください。 

●日時：令和２年２月７日（金）15時 30分～17時（受付 15時～15時 30分） 

●場所：ほほえみ館中研修室 

●内容：高原町の認知症施策について、認知症の予防について 

【講師】大悟病院 認知症疾患医療センター センター長 三山 吉夫医師 

●定員：７0名 

●参加費：無料 

●申込締切：令和２年２月５日（水）（申込受付時間：９時～17時） 

※ 電話にてお申込みください。 

※ 申込締切前であっても定員になり次第、受付を終了しますので御了承くださ

い。 

問 ほほえみ館 担当：山路 直樹（やまじ なおき）☎0984-42-2581 
 

６ 生涯学習講座について 

①皇子原学園講座 ～人生講話～ 

ご住職の人生経験豊かなお話を聞きましょう！ 

●日時：令和２年２月４日（火）９時 30分～11時 30分 

●会場：ほほえみ館中研修室 

●講師：正定寺 住職 尼子 玄章 氏  

●その他：当日、直接会場にお越しください。 

②アロマセラピー講座 ～香りのパワーで心も体もリフレッシュ～ 

素敵な香りや好きな香りに包まれるとリラックスでき、心や体の緊張が解ける

のを感じます。ストレスの多い現代社会・・・心や体をリフレッシュしましょう！ 



●日 時： 

第１回 令和２年２月 12日（水）９時 30分～11時 

第２回 令和２年２月 19日（水）９時 30分～11時 

●会 場：中央公民館２階 

●講 師：東原 環 氏 

●内 容 

第１回：『アロマクリームを作りましょう』 

第２回：『アロマスプレーを作りましょう』 

●材料費：２回分 １，０００円 

●持参物：タオルを１枚御持参ください。 

●申込先：教育総務課社会教育係 担当：相良禮子 42－１４８４ 

●締 切：令和２年１月 31日（金）まで 

問 教育総務課 担当：江田 雅宏（えだ まさひろ）☎0984-42-1484 
 

７ 令和元年度高原町職員採用試験について 

●募集内容等 

１ 職種及び採用予定人員 

  薬剤師（１名）、臨床検査技師（１名）、看護師（若干名） 

２ 受験資格等 

(1) 薬剤師  

昭和 45年４月２日以降生まれで、現に薬剤師の免許を有する者、又は令 

和元年度実施の免許を取得する見込みの者 

(2) 臨床検査技師 

昭和 45年４月２日以降生まれで、現に臨床検査技師の免許を有する者で、 

次の①及び②の条件を満たす者 

① 生理検査業務の経験がある者 

② 公益社団法人日本超音波医学会が認定する超音波検査士資格（対象領 

域：健診、消化器、消化器及び体表臓器）を有する者 

(3) 看護師 

昭和 55年４月２日以降生まれで、現に看護師の免許を有する者、又は令 

和元年度実施の免許を取得する見込みの者 

●試験日時等 

１ 試験日時：令和２年２月 16日（日）８:30～12:15（予定） 

２ 試験会場：高原町役場 ２階会議室 

●試験内容：作文試験及び人物（面接）試験 

●実施要領、申込用紙等の配布 

１ 配布期間：令和２年１月 15日（水）から２月３日（月）まで 

      （申込受付期間：１月 16日（木）から２月３日（月）まで） 

２ 配布場所：高原町役場総務課 

●採用予定日：令和２年４月１日 

問 総務課 担当：古川 貴浩（ふるかわ たかひろ）☎0984-42-2112 



 


