
※　実施日時・場所は予定です。天候等により変更になる場合があります。

市町村名 実施期日 曜日 時間 街頭 実施場所

11月2日 水曜日 10：00～11：00 ○ 宮崎山形屋前

11月2日 水曜日 10：00～11：00 ○ MEGAﾄﾞﾝ･ｷﾎｰﾃ宮崎橘通店

11月3日 木曜日 10：00～15：00 ○ みやざき健康ふくしまつり2022 フローランテ宮崎

11月5日 土曜日 10：00～12：00 ○ 宮崎山形屋前

11月5日 土曜日 11：00～12：00 ○ MEGAﾄﾞﾝ･ｷﾎｰﾃ宮崎橘通店

11月5日 土曜日 14：00～16：00 ○ 宮交シティ（バスセンター）

11月6日 日曜日 10：00～12：00 ○ 宮崎山形屋前

11月7日 月曜日 13：30～14：30 ○ 宮交シティ（バスセンター）

11月8日 火曜日 10：00～11：00 ○ 宮崎山形屋前

11月10日 木曜日 10：00～11：00 ○ 宮崎山形屋前

11月10日 木曜日 10：30～11：30 ○ 宮崎駅西口

11月12日 土曜日 10：00～12：00 ○ 宮崎山形屋前

11月12日 土曜日 14：00～15：00 ○ 宮交シティ（バスセンター）

11月13日 日曜日 10：00～11：00 ○ 宮崎山形屋前

11月13日 日曜日 14：00～16：00 ○ 宮交シティ（バスセンター）

11月14日 月曜日 11：00～12：00 ○ 宮崎駅西口

11月14日 月曜日 13：30～14：30 ○ 宮交シティ（バスセンター）

11月16日 水曜日 10：00～12：00 ○ 宮崎山形屋前

11月16日 水曜日 10：00～12：00 ○ MEGAﾄﾞﾝ･ｷﾎｰﾃ宮崎橘通店

11月16日 水曜日 14：30～15：30 ○ 宮交シティ（バスセンター）

11月17日 木曜日 10：30～11：30 ○ 宮崎駅西口

11月18日 金曜日 10：30～11：30 ○ 宮崎駅西口

11月18日 金曜日 13：30～15：30 ○ 宮交シティ（バスセンター）

11月19日 土曜日 10：00～12：00 ○ 宮崎山形屋前

11月19日 土曜日 14：00～16：00 ○ 宮交シティ（バスセンター）

11月20日 日曜日 11：00～12：00 ○ 宮崎山形屋前

11月20日 日曜日 14：00～15：00 ○ 宮交シティ（バスセンター）

11月21日 月曜日 10：30～11：30 ○ 宮崎駅西口

11月23日 水曜日 10：00～11：00 ○ 宮崎山形屋前

11月26日 土曜日 10：00～12：00 ○ 宮崎山形屋前

11月27日 日曜日 10：00～12：00 ○ 宮崎山形屋前

11月30日 水曜日 10：00～11：00 ○ 宮崎山形屋前

12月1日 木曜日 13：30～13：45 ○ 歳末たすけあいセレモニー 宮崎山形屋前

12月1日 木曜日 13：45～14：30 ○
宮崎山形屋前

MEGAﾄﾞﾝ･ｷﾎｰﾃ宮崎橘通店

宮崎駅西口

12月3日 土曜日 10：00～13：00 ○
きよたけ健康ふくしまつり

※雨天中止。

宮崎市清武文化会館

及び周辺地域

11月6日 日曜日 10：00～11：00 〇
ｽﾊﾟｰｾﾝﾀｰﾆｼﾑﾀ

都城五十市店

11月12日 土曜日
10：30～11：30

16：00～17：00
〇

ﾐｰﾄｼｮｯﾌﾟながやま

山田店

11月19日 土曜日 16：30～17：30 〇

ﾊﾟｼｵたかお店

ｺｰﾌﾟみやざき都北店

イオン都城店

12月10日 土曜日 16：30～17：30 〇

ﾊﾟｼｵたかお店

ｺｰﾌﾟみやざき都北店

イオン都城店

NEW 12月16日 金曜日 10：00～15：00 ○ 赤い羽根チャリティーバザー
イオンモール都城駅前

１階ウエストコート

10月22日 土曜日 11：00～13：00 〇 ﾏﾙｲﾁ大貫店

10月22日 土曜日 11：00～13：00 〇 MEGAﾄﾞﾝ･ｷﾎｰﾃ延岡店

10月23日 日曜日 11：00～13：00 〇 ｺｰﾌﾟ北小路店

10月26日 水曜日 10：30～12：30 〇 ﾏﾙｲﾁ大貫店

10月29日 土曜日 11：00～13：00 〇 ﾏﾙｲﾁ大貫店

10月29日 土曜日 11：00～13：00 〇 MEGAﾄﾞﾝ･ｷﾎｰﾃ延岡店

10月30日 日曜日 11：00～13：00 〇 ｺｰﾌﾟ北小路店

10月30日 日曜日 11：00～13：00 〇 ﾏﾙｼｮｸ松山店

10月30日 日曜日 10：00～14：00 〇 ふれあい福祉祭り 市民協働まちづくりｾﾝﾀｰ

延岡市
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市町村名 実施期日 曜日 時間 街頭 実施場所イベント

11月6日 日曜日 10：00～13：00 〇 ﾏﾙｼｮｸ松山店

11月6日 日曜日 10：00～14：00 〇 ﾏﾙｲﾁ大門店

11月6日 日曜日 11：00～13：00 〇 MEGAﾄﾞﾝ･ｷﾎｰﾃ延岡店

11月6日 日曜日 10：00～13：00 〇 ｻﾝﾌﾚｯｼｭむしか

11月11日 木曜日 10：00～14：00 〇 Ａコープ一ヶ岡店

11月13日 日曜日 11：00～13：00 〇 ﾏﾙｼｮｸ松山店

11月13日 日曜日 11：00～13：00 〇 ﾏﾙﾐﾔｽﾄｱ愛宕店

11月27日 日曜日 11：00～13：00 〇 コープ浜松町

11月27日 日曜日 11：00～13：00 〇 ﾏﾙﾐﾔｽﾄｱ愛宕店

10月16日 日曜日 11：00～12：00 〇 ｽｰﾊﾟｰとむら飫肥店

10月16日 日曜日 11：00～12：00 〇 ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ日南飫肥本町店

10月16日 日曜日 13：00～14：00 〇 大手門歯科前

11月26日 土曜日 11：00～12：00 〇 日南市北郷町産業まつり 日南市大藤河川公園

11月27日 日曜日 11：00～12：00 〇 日南市北郷町産業まつり 日南市大藤河川公園

11月27日 日曜日 13：00～18：00 〇 堀川夢ひろばイルミネーション2022 堀川夢広場

10月1日 土曜日 11：00～12：00 〇 ﾏﾙｲﾁ江良店

10月1日 土曜日 11：00～12：00 〇 ﾏﾙｲﾁ財光寺店

10月11日 火曜日 10：00～12：00 〇 ｲｵﾝ日向店

10月12日 水曜日 10：00～12：00 〇 ﾄﾗｲｱﾙ日向店

10月23日 日曜日 9：00～10：00 〇 八菜館ひゅうが店

10月23日 日曜日 11：00～12：00 〇 ｺｰﾌﾟみやざき財光寺店

10月23日 日曜日 10：00～12：00 〇 道の駅日向

10月29日 土曜日 10：30～11：30 〇 ﾏﾂｲﾁ財光寺店

10月30日 日曜日 10：00～12：00 〇
道の駅とうごう

ｽｰﾊﾟｰやまさ

11月6日 日曜日 10：30～12：30 〇 ﾐｽﾀｰﾏｯｸｽ日向店

11月22日 火曜日 10：00～12：00 〇 ｲｵﾝ日向店

10月16日 日曜日 6：30～9：00 〇 〇 串間市よかむん市（朝市） 道の駅くしま

12月18日 日曜日 6：30～9：00 〇 〇 串間市よかむん市（朝市） 道の駅くしま

国富町 10月23日 日曜日 10：00～12：00 〇 〇 国富町総合町民祭 国富町総合運動公園

10月8日 土曜日 16：00～17：00 〇 ｺｰﾌﾟみやざき高鍋店

10月21日 金曜日 16：00～17：00 〇 ﾏｯｸｽﾊﾞﾘｭ高鍋店

10月28日 金曜日 16：00～17：00 〇 ｺｰﾌﾟみやざき高鍋店

10月29日 土曜日 12：00～17：00 〇 高鍋城灯篭まつり 舞鶴公園

11月7日 月曜日 16：00～17：00 〇 ﾏｯｸｽﾊﾞﾘｭ高鍋店

11月9日 水曜日 16：00～17：00 〇 ｺｰﾌﾟみやざき高鍋店

11月14日 月曜日 16：00～17：00 〇 ｺｰﾌﾟみやざき高鍋店

11月16日 水曜日 16：00～17：00 〇 ﾏｯｸｽﾊﾞﾘｭ高鍋店

11月17日 木曜日 16：00～17：00 〇 ながのや高鍋店

11月22日 火曜日 16：00～17：00 〇 ｺｰﾌﾟみやざき高鍋店

11月25日 金曜日 16：00～17：00 〇 ながのや高鍋店

12月1日 木曜日 16：00～17：00 〇 ｺｰﾌﾟみやざき高鍋店

12月3日 土曜日 16：00～17：00 〇 ながのや高鍋店

NEW 12月12日 月曜日 15：30～16：30 ○ ※雨天中止 トライアル新富店

NEW 12月18日 日曜日 10：00～11：30 ○
こゆ朝市

※雨天中止
るぴーモール商店街

10月23日 日曜日 9：30～11：00 〇 ﾄﾛﾝﾄﾛﾝ軽ﾄﾗ市 川南町ﾄﾛﾝﾄﾛﾝ商店街

12月25日 日曜日 9：30～11：00 〇 ﾄﾛﾝﾄﾛﾝ軽ﾄﾗ市 川南町ﾄﾛﾝﾄﾛﾝ商店街

11月27日 日曜日 9：00～10：30 ○ 都農町産業まつり 藤見公園

NEW 12月17日 土曜日 10：00～11：00 ○

道の駅つの

パントリーけいすけ

都農Aコープ

トライアル都農店

10月16日 日曜日 10：00～13：00 〇 第27回福祉ふれあい祭り 門川町総合文化会館周辺

11月5日 土曜日 9：00～12：00 〇 いきいきまちフェスティバルinかどがわ 門川町総合文化会館周辺

諸塚村 11月20日 日曜日 13：30～15：30 〇 諸塚村民文化祭（村民限定） 諸塚村総合運動野球場

高千穂町 11月1日 火曜日 8：30～15：00 〇
高千穂町さんさんクラブ

グラウンドゴルフ大会

高千穂町総合公園

陸上競技場

五ヶ瀬町 11月27日 日曜日 9：00～15：00 〇 ふくしバザー（予定） 五ヶ瀬町福祉センター

高鍋町

新富町

川南町

門川町

延岡市

都農町

日南市

飫肥城下まつり

日向市

串間市


