
令和２年度中山間盛り上げ隊派遣一覧

日付 市町村 地区名 案　件

1 令和2年6月21日 延岡市 北川町家田地区 「ホタル籠の材料採取」のお手伝い

2 令和2年7月12日 日南市 酒谷地区 「坂元棚田用水路沿いの草刈り作業」のお手伝い

3 令和2年7月19日 高原町 下広原区 「環境美化活動」のお手伝い

4 令和2年7月19日 串間市 高松地区 「高松海水浴場開設前の海岸清掃」のお手伝い

5 令和2年10月24日 宮崎市 学園木花台 「周辺道路清掃活動」のお手伝い

6 令和2年10月25日 宮崎市 学園木花台 「周辺道路清掃活動」のお手伝い

7 令和2年12月20日 高千穂町 押方五ヶ村東地区 「町道の草刈り・側溝の清掃」のお手伝い

8 令和2年12月29日 えびの市 西川北地区 「門松作り」のお手伝い

9 令和3年2月27日 三股町 大八重地区 「河津桜などの植栽活動」のお手伝い



令和元年度中山間盛り上げ隊派遣一覧

日付 市町村 地区名 案　件

1 平成31年4月14日 串間市 有明1区 みかん山大師祭り　準備運営

2 平成31年4月28日 串間市 本城地区 崎田浜・千野浜 海岸清掃イベント　準備運営

3 平成31年4月29日 美郷町 上渡川地区 どがわ春のこいのぼり祭り　運営補助

4 令和元年5月3日 西米良村 小川地区 第20回カリコボーズの山菜まつり　運営補助

5 令和元年5月11日 五ヶ瀬町 宮の原地区 鳥の巣棚田体験農園でのとうもろこし移植作業

6 令和元年5月12日 高原町 後川内地区 後川内小中学校環境美化活動

7 令和元年5月25日 五ヶ瀬町 宮之原地区 鳥の巣棚田体験農園でのとうもろこし移植作業

8 令和元年5月26日 高原町 鹿児山地区 アジサイロード修景美化活動

9 令和元年5月26日 日南市 酒谷地区 坂元棚田 用水路の清掃作業

10 令和元年6月9日 小林市 紙屋地区 ツツジ植栽の除草作業

11 令和元年6月15日 日向市 東郷町坪谷地区 体験田における田植え等の支援

12 令和元年7月12日 串間市 高松地区 高松海水浴場開設前の海岸清掃

13 令和元年7月13日 小林市 三松地区 岩戸神楽奉納用の御幣制作

14 令和元年7月15日 高原町 下広原区 環境美化活動

15 令和元年8月3日 西米良村 村所地区 やまびこ花火大会　運営補助（１日目）

16 令和元年8月4日 西米良村 村所地区 やまびこ花火大会　運営補助（２日目）

17 令和元年8月4日 高千穂町 押方五ヶ村東地区 町道の草刈り・側溝の清掃

18 令和元年8月10日 日向市 南部地区 耳川ふるさと花火大会2019　事前準備

19 令和元年8月17日 高原町 後川内地区 後川内夏まつり　運営補助（1日目）

20 令和元年8月18日 高原町 後川内地区 後川内夏まつり　運営補助（2日目）

21 令和元年8月23日 宮崎市 田野町八重地区 八重フェスタ　準備作業

22 令和元年8月25日 高原町 後川内地区 後川内小中学校環境美化活動

23 令和元年8月25日 延岡市 北川町家田地区 耕作放棄地の草刈り作業

24 令和元年9月14日 串間市 有明1区 みかん山大師　環境整備

25 令和元年9月29日 延岡市 北川町家田地区 耕作放棄地の草刈り・流木ゴミなどの片付け

26 令和元年10月12日 日向市 東郷町坪谷地区 食農体験ふれあい事業・体験交流田における稲刈り等

27 令和元年10月12日 西米良村 小川地区 月の神楽　運営補助

28 令和元年11月16日 西米良村 村所地区 山まつり　運営補助（１日目）

29 令和元年11月17日 西米良村 村所地区 山まつり　運営補助（２日目）

30 令和元年11月17日 宮崎市 高岡町去川地区 去川大イチョウフェスティバル

31 令和元年11月22日 椎葉村 栂尾地区 栂尾神社・神楽の準備サポート

32 令和元年11月23日 小林市 野尻町紙屋地区 高妻神社ほぜ祭り　運営補助

33 令和元年12月6日 西米良村 小川地区 小川米良神社大祭　運営補助（１日目）

34 令和元年12月7日 西米良村 小川地区 小川米良神社大祭　運営補助（２日目）

35 令和元年12月8日 西米良村 小川地区 小川米良神社大祭　運営補助（３日目）

36 令和元年12月7日 西米良村 村所地区 狭上稲荷神社大祭　運営補助（１日目）

37 令和元年12月8日 西米良村 村所地区 狭上稲荷神社大祭　運営補助（２日目）

38 令和元年12月14日 西都市 銀鏡上揚地区 銀鏡神社大祭　運営補助（１日目）

39 令和元年12月15日 西都市 銀鏡上揚地区 銀鏡神社大祭　運営補助（２日目）

40 令和元年12月14日 西米良村 上米良地区 本山・矢村神社例大祭　運営補助（１日目）

41 令和元年12月15日 西米良村 上米良地区 本山・矢村神社例大祭　運営補助（２日目）

42 令和元年12月15日 高千穂町 押方五ヶ村東地区 町道の草刈り・側溝の清掃

43 令和元年12月21日 西米良村 村所地区 村所八幡神社例大祭　運営補助（１日目）

44 令和元年12月22日 西米良村 村所地区 村所八幡神社例大祭　運営補助（２日目）

45 令和元年12月22日 日向市 東郷町仲深地区 子ども会主催のクリスマス会　運営補助

46 令和2年1月12日 西都市 尾八重地区 第42回伊東一族の豊後落ちの道を歩こう会　運営補助

47 令和2年1月24日 諸塚村 諸塚村戸下地区 戸下神楽　前日準備

48 令和2年1月25日 諸塚村 諸塚村戸下地区 戸下神楽当日準備・後片付け（１日目）

49 令和2年1月26日 諸塚村 諸塚村戸下地区 戸下神楽当日準備・後片付け（２日目）

50 令和2年2月23日 三股町 長田地区大八重集落 河津桜などの植栽



平成３０年度中山間盛り上げ隊派遣一覧

日付 市町村 地区名 案件
1 5月2日 美郷町 上渡川地区 どがわ春のこいのぼり祭り運営補助　（１日目）

2 5月3日 美郷町 上渡川地区 どがわ春のこいのぼり祭り運営補助　（２日目）

3 5月3日 西米良村 小川地区 第19回カリコボーズの山菜まつり運営補助

4 5月13日 高原町 後川内地区 後川内小中学校環境美化活動

5 5月26日 五ヶ瀬町 宮の原地区 鳥の巣棚田体験農園でのとうもろこし移植作業（１日目）

6 5月27日 五ヶ瀬町 宮の原地区 鳥の巣棚田体験農園でのとうもろこし移植作業（２日目）

7 5月27日 日南市 酒谷地区 坂元棚田水路の清掃作業

8 6月9日 小林市 野尻町紙屋地区 つつじの下草刈り

9 6月16日 日向市 坪谷地区 体験田における田植等の支援

10 6月17日 延岡市 北川町家田地区 堤防・家田川沿いの清掃・草刈り

11 6月30日 小林市 三松地区 岩戸神社　御幣作り

12 7月8日 小林市 細野地区 霧島岑神社　六月灯準備

13 7月14日 小林市 細野地区 霧島岑神社　六月灯　運営補助

14 7月16日 高千穂町 落立地区 落立神社　夏祭　運営補助

15 7月16日 高原町 下広原地区 環境美化活動

16 8月4日 西米良村 村所地区 やまびこ花火大会　運営補助

17 8月5日 西米良村 村所地区 やまびこ花火大会　翌日清掃

18 8月5日 高千穂町 押方地区 町道、集落道の道の草刈り

19 8月9日 日向市 南部地区 「耳川ふるさと花火大会2018」の事前準備

20 8月11日 小林市 脇元地区 細野夏祭り　運営補助

21 8月14日 高原町 後川内地区 後川内 夏祭り　（１日目）

22 8月15日 高原町 後川内地区 後川内 夏祭り　（２日目）

23 8月26日 高原町 後川内地区 後川内小中学校環境美化活動

24 8月28日 串間市 田渕地区 古代米の収穫

25 9月15日 串間市 有明１区 みかん山大師　環境整備

26 9月22日 西米良村 小川地区 月の神楽　運営補助

27 10月13日 日向市 坪谷地区 体験田における稲刈り等の支援

28 10月20日 串間市 古竹地区 古竹地区つつじまつりにむけた草刈り

29 10月21日 日南市 鵜戸地区宮浦 手洗川の草払い作業

30 11月3日 諸塚村 荒谷地区 荒谷神社周辺の清掃・秋祭りの準備

31 11月10日 串間市 本城地区 本城イルミナイト点灯式の準備

32 11月17日 西米良村 村所地区 にしめら山まつり　運営補助（１日目）

33 11月18日 西米良村 村所地区 にしめら山まつり　運営補助（２日目）

34 11月22日 椎葉村 栂尾地区 栂尾神社夜神楽の準備・サポート

35 11月23日 小林市 野尻町紙屋地区 高妻神社「ほぜ祭り」　運営補助

36 12月1日 西米良村 村所地区 狭上稲荷神社大祭　運営補助（１日目）

37 12月2日 西米良村 村所地区 狭上稲荷神社大祭　運営補助（２日目）

38 12月7日 西米良村 小川地区 小川米良神社大祭　準備

39 12月8日 西米良村 小川地区 小川米良神社大祭　運営補助（１日目）

40 12月9日 西米良村 小川地区 小川米良神社大祭　運営補助（２日目）

41 12月9日 高千穂町 押方地区 町道、集落道の道の草刈り

42 12月9日 都城市 西岳地区 陣ヶ丘公園　草刈り他環境整備

43 12月14日 西都市 銀鏡・上揚地区 銀鏡神社大祭　運営補助（１日目）

44 12月15日 西都市 銀鏡・上揚地区 銀鏡神社大祭　運営補助（２日目）

45 12月15日 西米良村 村所地区 村所八幡神社例大祭　運営補助（１日目）

46 12月16日 西米良村 村所地区 村所八幡神社例大祭　運営補助（２日目）

47 1月20日 串間市 古竹地区 野焼きのための草刈り・集草作業

48 1月20日 諸塚村 戸下地区 戸下神楽　事前準備

49 1月25日 諸塚村 戸下地区 戸下神楽　前日準備

50 1月26日 諸塚村 戸下地区 戸下神楽　当日運営補助

51 1月27日 串間市 古竹地区 野焼きのための草刈り・集草作業

52 2月3日 串間市 古竹地区 野焼き前の散水作業

53 2月10日 串間市 本城地区 イルミネーションの片付け

54 2月23日 三股町 大八重地区 桜の植樹

55 2月24日 美郷町 南郷神門地区 マラソン大会　給水所等運営補助

56 3月2日 えびの市 今西地区 打植祭　事前準備

57 3月9日 西米良村 竹原地区 竹原天満神社の境内清掃

58 3月30日 串間市 有明１区 みかん山大師　環境整備

59 3月30日 高千穂町 岩戸地区 天岩戸温泉桜まつり　準備

60 3月31日 高千穂町 岩戸地区 天岩戸温泉桜まつり　運営補助



平成２９年度　中山間盛り上げ隊派遣一覧

日付 市町村 地区名 案件
1 5月2日 美郷町 上渡川地区 どがわ春のこいのぼり祭り　１日目

2 5月3日 美郷町 上渡川地区 どがわ春のこいのぼり祭り　２日目

3 5月13日 五ヶ瀬町 宮の原地区 鳥の巣棚田体験農園でのとうもろこし移植 １日目

4 5月14日 五ヶ瀬町 宮の原地区 鳥の巣棚田体験農園でのとうもろこし移植 ２日目

5 5月14日 日南市 酒谷地区 坂元棚田水路の清掃作業

6 5月27日 五ヶ瀬町 宮の原地区 鳥の巣棚田体験農園でのとうもろこし移植作業

7 5月31日 五ヶ瀬町 横通地区 地コンニャクの移植作業

8 6月3日 五ヶ瀬町 宮の原地区 鳥の巣棚田体験農園でのとうもろこし移植作業

9 6月10日 日向市 坪谷地区 体験田における田植等の支援)

10 6月23日 小林市 三松地区 岩戸神社　御幣作り

11 7月15日 五ヶ瀬町 鞍岡地区 祇園大祭の神輿担ぎ、給水、参加者のお世話

12 7月16日 高千穂町 上寺・立宿・土呂久地区 落立神社　夏祭

13 7月16日 日南市 酒谷地区 坂元棚田水路の清掃作業

14 7月30日 小林市 三松地区 岩戸神社　夏祭り

15 8月12日 延岡市 北川町家田地区 家田区内の集落道、土手、公民館周辺の草刈

16 8月12日 高原町 後川内地区 後川内 夏祭り　（１日目）

17 8月13日 高原町 後川内地区 後川内 夏祭り　（２日目）

18 8月20日 西米良村 村所地区 やまびこ花火大会

19 8月21日 西米良村 村所地区 やまびこ花火大会　翌日清掃

20 8月26日 西米良村 村所地区 百花堤　下刈り

21 8月27日 高原町 後川内地区 後川内小中学校環境美化活動

22 9月24日 延岡市 北川町家田地区 獣害対策用防護柵の補修・清掃

23 9月30日 西米良村 小川地区 「月の神楽」運営補助

24 10月21日 日南市 中山・大谷地区 道路周辺の草払い

25 10月28日 諸塚村 立岩地区 諸塚神社秋季大祭運営補助

26 11月5日 日之影町 仲組地区 「天の古道」草切り・道整備

27 11月18日 西米良村 村所地区 「にしめら山まつり」の手伝い１日目

28 11月19日 西米良村 村所地区 「にしめら山まつり」の手伝い２日目

29 11月22日 椎葉村 栂尾地区 夜神楽運営補助

30 11月25日 串間市 田渕地区 古代米の選別・袋詰

31 11月26日 宮崎市 片前・去川・和石 去川大イチョウフェスティバル運営補助

32 12月2日 西米良村 村所地区 狭上稲荷神社大祭　運営補助　１日目

33 12月3日 西米良村 村所地区 狭上稲荷神社大祭　運営補助　２日目

34 12月8日 西米良村 小川地区 小川米良神社大祭　準備

35 12月9日 西米良村 小川地区 小川米良神社大祭　１日目

36 12月9日 西米良村 横野地区 横野産土神社大祭　１日目

37 12月10日 西米良村 小川地区 小川米良神社大祭　２日目

38 12月10日 西米良村 横野地区 横野産土神社大祭　２日目

39 12月14日 西都市 銀鏡地区 銀鏡神社大祭　１日目

40 12月15日 西都市 銀鏡地区 銀鏡神社大祭　２日目

41 12月16日 西米良村 村所地区 村所八幡神社例大祭　１日目

42 12月17日 西米良村 村所地区 村所八幡神社例大祭　２日目

43 12月17日 小林市 細野地区 霧島岑神社　境内清掃・どんど焼き準備

44 12月23日 日向市 仲深地区 子ども会クリスマス会運営補助

45 1月14日 小林市 細野地区 霧島岑神社　境内清掃・どんど焼き本番

46 2月3日 美郷町 南郷区尾迎地区 鳥獣害防除柵の設置補助

47 2月4日 西都市 尾八重地区 「有楽椿祭り」のお手伝い

48 2月25日 美郷町 南郷区川上迫地区 マラソン大会給水所運営補助

49 2月27日 門川町 三ヶ瀬地区 三ヶ瀬ひな山祭り　設営補助

50 3月5日 門川町 三ヶ瀬地区 三ヶ瀬ひな山祭り　撤収作業

51 3月25日 小林市 細野地区 まきばの桜まつり前の清掃等



番号 月　　　　日 市町村名 集落名 活　　　動　　　内　　　容

1 4月2日（土） 都農町 - 都農町内の高齢者宅等への訪問・傾聴活動のお手伝い

2 4月2日（土） 日之影町 樅木尾地区 「五右衛門風呂復活のための壁張り、仕上げ」

3 4月3日（日） 日之影町 中川地区 チューリップ祭りのお手伝い

4 4月3日（日） 日之影町 仲組地区 「天の古道の整備作業」のお手伝い

5 4月9日（土） 日之影町 追川上地区 「やまじゅう山菜まつり」準備のお手伝い

6 4月10日（日） 日之影町 追川上地区 「やまじゅう山菜まつり」運営のお手伝い

7 4月10日（日） 五ヶ瀬町 第8区公民館(桑野内地区) 「桑野内神社春祭りの神輿担ぎ」

8 4月10日（日） 串間市 古竹地区 「花見会の準備」

9 4月17日（日） 日之影町 大人地区 「大人歌舞伎清武公演」運営のお手伝い

10 4月19日（火） 日之影町 中央地区 青雲橋下日之影川のこいのぼりの設置のお手伝い

11 4月23日（土） 日之影町 大人地区 「大人歌舞伎桜公演」運営のお手伝い

12 4月24日（日） 宮崎市 高岡町飯田地区 「あじさい広場の下草払い」

13 4月29日（金） 都城市 高崎町笛水地区 「笛水ウォーク」運営のお手伝い

14 4月29日（金） 美郷町 南郷区上渡川地区 「どがわ春のこいのぼり祭り」運営のお手伝い

15 5月3日(水) 西米良村 小川地区 「カリコボーズの山菜まつり」運営の運営補助

16 5月7日(土) 都農町 - 都農町内の高齢者宅等への訪問・傾聴活動のお手伝い

17 5月8日(日) 日之影町 中川集落 チューリップ球根掘り

18 5月15日(日) 日南市 酒谷坂元地区 「坂元棚田水路の清掃作業」のお手伝い

19 5月15日(日) 宮崎市 飯田地区 「田植え体験」のお手伝い

20 6月4日(土) 都農町 - 都農町内の高齢者宅等への訪問・傾聴活動のお手伝い

21 6月11日(土) 日向市 東郷町坪谷地区 坪谷地区「食・農体験ふれあい事業」体験田における田植え等の支援

22 6月12日(日) 宮崎市 高岡町飯田地区 「あじさい広場の下草払い」

23 6月19日(日) 日南市 北郷町小河内地区 集落周辺(市道)の草刈り作業等のお手伝い

24 7月2日(土) 都農町 - 都農町内の高齢者宅等への訪問・傾聴活動のお手伝い

25 7月10日(日) 日之影町 追川上地区 追川上地区県道草切り作業のお手伝い

26 7月10日(日) 宮崎市 高岡町飯田地区 「あじさい祭りの準備及び手伝い」

27 7月17日(日) 日南市 酒谷坂元地区 「坂元棚田水路の清掃作業」のお手伝い

28 7月17日(日) 日之影町 大人地区 「大人神社夏祭り」

29 7月17日(日) 日之影町 仲組地区 「草切の手伝い」

30 7月30日(土) 木城町 中之又(中野)地区 中之又滝祭りの準備

31 7月31日(日) 木城町 中之又(中野)地区 中之又滝祭り

32 8月6日(土) 都農町 - 都農町内の高齢者宅等への訪問・傾聴活動のお手伝い

33 8月6日(土) 西米良村 - 「やまびこ花火大会」運営のお手伝い

34 8月7日(日) 西米良村 - 「やまびこ花火大会」片付けのお手伝い

35 8月7日(日) 諸塚村 南川地区 集落までの道路清掃作業のお手伝い

36 8月14日(日) 都城市 御池地区 「御池夏祭り」の準備のお手伝い

37 8月14日(日) 日之影町 大菅地区 「第8回大菅納涼花火大会」運営のお手伝い

38 8月15日(月) 日之影町 大菅地区 「第8回大菅納涼花火大会」片付けのお手伝い

39 8月21日(日) 宮崎市 高岡町飯田地区 「あじさい畑の草払い及び冷窪ため池の池干し作業」

40 9月3日(土) 都農町 - 都農町内の高齢者宅等への訪問・傾聴活動のお手伝い

41 9月18日(日) 諸塚村 八重の平地区 「八重の平公民館敬老会」運営のお手伝い

42 9月22日(木) 宮崎市 高岡町飯田地区 「稲刈り体験」のお手伝い

43 9月24日(土) 串間市 都井地区 都井岬馬の保護活動のための馬追い作業のお手伝い

44 9月25日(日) 都城市 御池地区 「御池小・御池地区合同運動会」お手伝い

45 10月1日(土) 都農町 - 「都農町内の高齢者宅等への訪問・傾聴活動」

46 10月8日(土) 日之影町 大人地区 「大人歌舞伎公演」準備のお手伝い

47 10月9日(日) 日之影町 大人地区 「大人歌舞伎公演」運営のお手伝い

平成28年度中山間盛り上げ隊支援活動実績一覧
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48 10月15日(土) 宮崎市 高岡町飯田地区 「コスモス祭」運営のお手伝い

49 10月15日(土) 日向市 東郷町坪谷地区 坪谷地区「食・農体験ふれあい事業」（体験田における稲刈り等の支援

50 10月16日(日) 都城市 高崎町笛水地区 「笛水ウォーク」運営のお手伝い

51 10月21日(金) 諸塚村 八重の平地区 「八重の平天神社秋季例大祭」準備及び神社等の清掃のお手伝い

52 10月22日(土) 諸塚村 立岩地区 「諸塚神社秋季大祭」運営のお手伝い

53 10月30日(日) 都城市 吉之元地区 吉之元よかとこ発見塾敷地内草刈りのお手伝い

54 11月6日(日) 日南市 北郷町田代地区 集落周辺(市道)の草刈り作業等のお手伝い

55 11月7日(月) 諸塚村 八重の平地区 林道の道路生コンクリート鋪装のお手伝い

56 11月12日(土) 諸塚村 立岩地区 「桂正八幡神社霜月祭」運営のお手伝い

57 11月12日(土) 都農町 - 「都農町内の高齢者宅等への訪問・傾聴活動」

58 11月12日(土) 西米良村 - 「にしめら山まつり」運営補助1日目

59 11月12日(土) 日之影町 追川上地区 「やまじゅう秋まつり」準備のお手伝い

60 11月13日(日) 西米良村 - 「にしめら山まつり」運営補助2日目

61 11月13日(日) 日之影町 追川上地区 「やまじゅう秋まつり」運営のお手伝い

62 11月13日(日) 日之影町 見立地区 「見立渓谷紅葉まつり」運営のお手伝い

63 11月22日(火) 椎葉村 栂尾地区 「夜神楽」のお手伝い

64 11月25日(金) 西米良村 越野尾地区 「児原稲荷神社例大祭」準備のお手伝い

65 11月26日(土)～11月27日(日) 西米良村 越野尾地区 「児原稲荷神社例大祭」(夜神楽)運営のお手伝い

66 12月3日(日) 都農町 - 都農町内の高齢者宅等への訪問・傾聴活動のお手伝い

67 12月3日(日) 諸塚村 小原井地区 「もみじ苗植栽」

68 12月3日(土)-12月4日(日) 西米良村 村所地区 「狭上稲荷神社大祭」(夜神楽)運営のお手伝い

69 12月4日(月) 日之影町 中川集落 チューリップの球根植え付けの計画

70 12月9日(金) 西米良村 小川地区 「小川米良神社大祭」準備のお手伝い

71 12月10日(土)-12月11日(日) 西米良村 小川地区 「小川米良神社大祭」(夜神楽)運営のお手伝い

72 12月10日(土)-12月11日(日) 木城町 中之又地区 「中之又鎮守神社大祭」(夜神楽)運営のお手伝い

73 12月11日(月) 日之影町 中川集落 チューリップの球根植え付けのお手伝い

74 12月14日(水)-12月15日(木) 西都市 銀鏡・上揚地区 「銀鏡神社大祭」(夜神楽)運営のお手伝い

75 12月17日(土)-12月18日(日) 西米良村 村所地区 「村所八幡神社例大祭」(夜神楽)運営のお手伝い

76 12月23日(土) 日向市 東郷町仲深地区 子ども会主催のクリスマス会のお手伝い

77 1月7日(土)-1月8日(日) 五ヶ瀬町 第8区公民館(桑野内地区) 「桑野内神社夜神楽」運営のお手伝い

78 1月13日(金) 日之影町 大人地区 「岩井川大祭」準備のお手伝い

79 1月14日(土) 都農町 - 都農町内の高齢者宅等への訪問・傾聴活動のお手伝い

80 1月14日(土)-1月15日(日) 日之影町 大人地区 「岩井川大祭」(夜神楽)運営のお手伝い

81 1月14日(土)-1月15日(日) 五ヶ瀬町 第6区公民館(古戸野地区) 「古戸野神社夜神楽」運営のお手伝い

82 1月15日(日) 西都市 尾八重地区
西都市尾八重地区「第38回新伊東一族東後落ち路歩こう会」事前準備の補
助作業

83 1月22日(日) 西都市 尾八重地区 「第38回新伊東一族東後落ち路歩こう会」の補助作業

84 1月29日(日) 串間市 古竹地区 自治会所有丘陵(山林)の野焼き準備のお手伝い

85 2月3日(金) 諸塚村 南川公民館・小払地区 「南川神楽」準備

86 2月4日(土)-2月5日(日) 諸塚村 南川公民館・小払地区 「南川神楽」(夜神楽)運営のお手伝い

87 2月18日(土) 都農町 - 都農町内の高齢者宅等への訪問・傾聴活動のお手伝い

88 2月19日(日) 串間市 古竹地区 自治会所有丘陵(山林)の野焼き(害虫駆除)のお手伝い

89 2月23日(木) 日之影町 中央地区 「竹灯籠の製作」の手伝い

90 3月4日(土) 日之影町 中央地区 「竹灯籠の設置」の手伝い

91 3月11日(土) 都農町 - 都農町内の高齢者宅等への訪問・傾聴活動のお手伝い

92 3月25日(土) 日之影町 仲組地区 「天の古道の整備作業」のお手伝い

93 3月27日(月) 諸塚村 南川・吉野宮地区 「吉野宮神社大祭」準備のお手伝い

94 3月28日(火) 諸塚村 南川・吉野宮地区 「吉野宮神社大祭」運営のお手伝い
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