
●火災発生時の問い合わせについて

火災が発生した際に、消防車両等が出動し、サイレン等を鳴らすため、親戚や知り合いなどが被災して

いるのではないかと心配になることがあるかと思います。電話番号「0180‐999‐099」にて「火災」

「救助」等の出動情報や発生場所等の情報が確認できます。

また、宮崎市のホームページ、消防情報の火災等出動状況でも確認できます。

■日 時：平成 28年 11月 5日（土）9 時～18時
11 月 6日（日）9 時～16時

■場 所： 佐土原総合文化センター
■内 容・佐土原町域における生涯学習活動グルー

プの作品展示
・ステージ発表
・子ども祭り
・佐土原高校作品展示
・ふるまい
・お楽しみ抽選会

＊ご家族お揃いで会場に足をお運びください。

お問合せ： 佐土原地区交流センター
電話番号 ７４―００１８ ・ FAX ７４－００２７

●平成 2８年度 佐土原総合文化祭 ●津倉市民農園で家庭菜園を始めませんか

■1区画約１５㎡、1人につき 2区画まで申請可

■場 所：東上那珂１１７８０－１（津倉地区）

■管理者：津倉地区自治会

■対象者：満２０歳以上で市内在住又は市内勤務の方

■料 金：1区画年間 ７，２００円

初心者の方でも気軽に利用できる農園です。管理者が野菜

の育て方や、畑の管理のサポートもしています。駐車場、トイ

レ、手洗い場、水飲み場、休憩室、広場、農具（鍬・鋤・一輪

車・シャベル・ジョウロ等）も完備しています。散水用の水も無料

で使用できます。ぜひこの機会に野菜作りしてみませんか。

お問合せ：佐土原総合支所 農林水産課
電話番号７３－１１１４

●大仙市・宮崎市有縁（うえん）交流事業 中学生交流事業

秋田県大仙市（旧協和町）と宮崎市（旧佐土原町）は戊辰戦争が取り持つ縁で、平成４年に行われた合同

慰霊祭を契機に交流が深まり、平成１３年に有縁交流を提携しました。現在も交流が続いており今年で１５

周年を迎えます。

その一環として７月２９日から３１日に、秋田県大仙市の中学生１２名が、佐土原町域３中学校生徒宅に

ホームステイし、交流会やサーフィン体験を通し親睦を深めました。

大仙市の生徒達は、空港に着くなり青い空の色や南国情緒あふれる花々に「ハワイみたい」と歓声をあげ

ていました。３中学校との交流会では、吹奏楽部の演奏や、佐土原の食材に初挑戦！、また、宮崎弁の紹介

もあり、大仙市の生徒も「宮崎はてげいいとこやっちゃが！」と上手に発音していました。

灼熱の太陽の下、サーフィン体験や佐土原の歴史を散策するなど、沢山の思い出を胸に帰郷しました。こ

の交流が今後若い世にも広まっていくものと期待を寄せています。

交流会のようす
（佐土原総合文化センター）

サーフィン体験（青島）

お別れ会のようす
（佐土原地区交流センター）

平成2８年１０月

NO.２１さどわら便り
さどわらべ



ふれあいグラウンドゴルフ大会
■日 時：平成２８年1１月９日（水）

８：３０～１４：００

■場 所：佐土原地域福祉センター 多目的広場

■対象者：佐土原町内在住者（概ね６０歳以上）

■参加費：無料
グラウンドゴルフを通して、スポーツの楽しさ、面
白さを味わいながら介護予防や心身の健康保持、増
進を図る大会です。

2016 さどわら健康ふくしまつり
■日 時：平成２８年1０月２３日（日）

１０：００～１５：００

■場 所：佐土原地域福祉センター

バザー、ステージイベント、健康相談コーナー、食品
小物販売、体験コーナー等の催しを行います。

＊シャトルバス運行あり（無料）

お問合せ：宮崎市社会福祉協議会佐土原支所
電話３６－２０２０

平成２８年度 赤い羽根共同募金～自分の町をよくするしくみ～
平成２８年 10月１日～12月 31 日 赤い羽根共同募金が 10月 1日からはじまります。ご協力をお願いします。

◆創業スクールの開講
全 3回の創業スクールです。創業に必要な知識を各専門

家から学ぶことができ必見！創業を考えている方、創業し
たいけど何をしたらよいか分からない方、独立開業を考え
ている方、夢をかなえるチャンスです！

■日 時：第1回平成28年１０月３０日（日）10時～13時

平成28年１０月３０日（日）14時～17時

第2回平成28年１１月１０日（木）18時～21時

第3回平成28年１１月１７日（木）18時～21時

■場 所：佐土原町商工会館

■参加費：無料

■申込み：要申込（商工会へ電話にて申し込みください。）

■問合せ：佐土原町商工会

電話番号 ７３―２５６７

◆第 9回 歴史探訪バスツアー
鶴松館ガイドの会による案内で、旧佐土原町内の神

社・仏閣等の名所や旧跡を巡ります。

（大光寺・高月院・佐野原聖地・巨田神社等）

■日 時：平成２８年１１月13日（日）

■場 所：鶴松館駐車場（集合）

■定 員：４０名（定員になり次第締め切り）

■対 象：佐土原町内居住者

■申 込：要申込

■参加費：５００円

■問合せ：佐土原小学校区地域づくり協議会事務局

電話番号・FAX ７４－３４７１

中学校区 期 日 開 式 場 所 問合せ先

佐土原 １月７日（土）
１０時

（受付９時３０分）

佐土原総合文化

センター大ホール

佐土原地区交流センター

℡ ７４－００１８

久 峰 １月８日（日）
１０時

（受付９時１５分）

佐土原総合文化

センター大ホール

佐土原総合文化センター

℡ ７２－２９９８

広 瀬 １月９日（月祝）
１０時

（受付９時１０分）

佐土原総合文化

センター大ホール

広瀬地区交流センター

℡ ７２－０２４４

■日 時：平成２８年１１月１９日（土） ９：００～１１：３０

■場 所：本校の各教室・実習室など

■対 象：県内の中学生全学年

■申込み：各中学校を通して事前の申込みが必要。

■内 容：授業で取り組んでいる課題研究（実習等）の見学

＊夏休み中の体験入学は、３年生とその保護者を対象に行いましたが、今回

は全学年を対象に行います。見学を通して本校の授業・実習内容や雰囲気が

分かっていただけると思います。保護者の皆さんも是非一緒にご参加くださ

い。
お問合せ：宮崎県立佐土原高等学校 電話 ０９８５－７３－５６５７

〒880-0211宮崎市佐土原町下田島21567番地

◆宮崎県立佐土原高等学校・オープンキャンパスのご案内

◆みんなのひろば 出来事 in sadowara (H28 年 6月～8月)◆

平
成

年

成
人
式
の
案
内

２９

「地域の手による温かみあふれる成人式」を下記のとおり中学校区単位で開催します。

～地域をあげて新成人者をお祝いしましょう！～



イベント名 日 時 場 所 内 容 対象・定員 料 金

古文書講座 平成２８年１０月１６日（日）
１０：００～１２：００

佐土原出土
文化財管理
センター

講師に藤原 惠（ふじわら めぐむ）氏をお迎
えし、「佐土原藩戊辰戦役記」を解読していた
だきます。 ※要申込 （１ヶ月前から）

一般
２０名

無料

体験学習
「乗馬体験を

しよう」

平成２８年１１月１２日（土）
１３：３０～１５：３０

鶴松館
周辺

一人あたり５分から１０分程度の乗馬体験がで
きます。

※要申込 （１ヶ月前から）

一般・親子
２０名 ５００円

体験学習
「ミニ門松を

作ろう」

平成２８年１２月１８日（日）
１０：００～１２：００

佐土原出土
文化財管理
センター

材料代５００円で、空き缶、松竹梅、南天、折
り紙などを使いオリジナルミニ門松を作りま
す。 ※要申込 （１ヶ月前から）

２０対
一家族に
つき１対

５００円

お問合せ：佐土原歴史資料館 出土文化財管理センター
電話番号７４－１５１８

◆佐土原歴史資料館イベント

◆佐土原図書館からのお知らせ

【お問合せ】 宮崎市佐土原図書館 電 話：０９８５－３０－１０３７ ＦＡＸ：０９８５－７２－２０６６

メール：swlibrary@city.miyazaki.miyazaki.jp

●秋の工作教室
【日 時】平成２８年１１月１９日（土）

１４：００～１７：００

【場 所】佐土原総合文化センター 研修室西

【定 員】１０名

【申 込】要申込（申込みは、来館・電話・FAXにて）

申し込みが多い時は抽選

【料 金】無料

【対 象】高校生以上（中学生以下は不可）

＊読書がさらに楽しくなる工作教室です。図書館所蔵

の本を参考にブックカバーを作成します。

●雑誌の配布について
保存期間を経過した雑誌を毎月第４金曜日９時か

ら佐土原図書館正面入口にて配布しています。お持

ち帰りはおひとりにつき３冊までとなっておりま

す。ご了承ください。

●大人向け上映会

【日 時】平成２８年１０月１０日（月・祝）

１４：００～

【場 所】佐土原総合文化センター 視聴覚室

【定 員】３０名

【料 金】無料

●うれしい絵本読み聞かせ《聞かせ屋。けいたろう》
【日 時】平成２８年１１月１２日（土）

１回目１４：００～１４：３０

２回目１５：００～１５：３０

【場 所】佐土原総合文化センター 小ホール

【定 員】各回５０名

【申 込】要申込（申込みは、来館・電話・FAXにて）

１０月１７日（月）から受付開始

【料 金】無料

＊「どうぶつしんちょうそくてい」の著者である“聞かせ屋。

けいたろう”氏による読み聞かせ公演です。

◆地域イベント・行事予定 in sadowara(H28年 10月～H29年1月)

一般財団法人 みやざき公園協会イベント

佐土原体育館「第６回ファミリースポーツ大会」
■日 時：平成２８年10月 1０日（月祝）

９：００～１２：００

■場 所：宮崎市佐土原体育館

■申込締切日：１０月９日（日）
①赤ちゃんハイハイ競争（２クラス月齢分け）
参加費：５００円 /１名（要申込・先着５０名）

・Aコース ８・９・１０ヶ月 ２５組

・Bコース １１・１２ヶ月 ２５組

②「スポーツチャレンジ」コーナー
参加費：５００円 /対戦式３人１組（保険料込み）

球バレー・輪投げ・ストレッチ体操・ニュースポー体験・

バトミントン・風船バレーなど

＊その他、さまざまなイベントも開催予定！

注）イベント内容については変更になる場合がございます。予め

ご了承下さい。

【お問合せ・申込み先】佐土原体育館
電話７３－７２２３ ・ FAX：７５－０１５５

E-mail：sad-sports@mppf.or.jp

健康教室（太極拳）
■日 時：平成2８年10月２２日（土）

１０：００～１２：００
■場 所：佐土原武道館
■参加費：３００円（要申込・先着３０名）
＊太極拳を通じて、心と体の元気を引き出す方法を習
います。
講師：大神 憲子（おおがみ のりこ）先生

犬のマナー教室
■日 時：平成2８年11月１９日（土）

１０：００～１１：００
■場 所：久峰総合公園 ゲートボール場
■参加費：無料（要申込・先着１０組）
＊犬のしつけに困っている方などを対象に、専門家か
らしつけ方法などを学びます。

協力：キジマ警察犬訓練所

【お問合せ】久峰総合公園管理事務所
電話７３－２７８２

mailto:sad-sports@mppf.or.jp
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うずらちゃん第３話

高齢者の総合相談窓口の佐土原地区地域包括支援センターに勤務しております。

私自身は大きな病気もせずに現在まで過ごしており、１００歳まで生き伸びるとよく言

われます。自分でも健康には自信がありますが、最近問題になっている頭の健康（認知

症にならない？）には全く自信があません。

地域の皆さんの認知症に対しての関心も高くなっており、自治会や高齢者サロン、高

齢者大学や地域づくり協議会からの認知症サポーター養成講座の開催依頼が殺到して

おります。キャラバンメイトの皆さんや私たち包括支援センターの職員が、認知症方の見

守りや基本的な知識をお知らせしておりますので、興味のある方は包括支援センター電

話 48ー7007 までご連絡ください。 ★次のリレートークは、木村 治 さんです。

◆リレートーク 山野 美由紀 様 （奈良木地区）
や ま の み ゆ き

「宮崎市防災メール」に登録を！
①「miyazakicity@jijo.bosai.info」へ

空メールを送信します。

②すぐに登録用メールが返信されてきますので、

「以下のＵＲＬから登録してください」からⅰ

モード接続します。

③ｉモード画面に切り替わり、「はい」を押下して

進みます。

④ｉモード画面で、受信するメールの種類を選択

し、「設定送信」を押下し完了です。

米１ １分以内に返信がこない場合は、“迷惑メー

ル”設定がなされている可能性があります。その

場合は、「miyazakicity@jijo.bosai.info」のメ
ール受信を許可するよう設定変更が必要です。

米２ ドコモでは「i モード」、ａｕでは「EZweb」

ソフトバンクでは「Yahoo！ケータイ」。

［お問い合わせ］佐土原総合支所 地域総務課

電話0985-73-1411

携帯電話用

ＱＲコード

佐土原地域自治区事務所（佐土原総合支所 地域総務課）宮崎市佐土原町下田島20660 0985－73－1411

前列左端が山野さん

ごみ出しのルール

○ ごみや資源物は、自治会で決められたごみ集積所に出しましょう

○ ごみや資源物は、正しく分別して出しましょう

○ 燃やせるごみや燃やせないごみは、市の指定ごみ袋で出しましょう

○ ごみや資源物は、収集日の朝８時３０分までに出しましょう リサイクルマン

家庭ごみの焼却について

家庭ごみの焼却は、法律により全面的に禁止となっています。

庭先などでのごみの焼却は、煙や悪臭などによる近隣の生活環境に悪影響を及ぼす

ばかりでなく、ダイオキシンなどの有害物質を発生させる原因にもなります。

家庭ごみは焼却せずに、きちんと分別して出しましょう。

【お問い合わせ先】 家庭ごみの分別・収集について： 環境業務課 電話 ２１－１７６２
ごみの野外焼却について： 廃棄物対策課 電話 ２１－１７６３

エコガルー

皆さんのご家庭から出てくるごみや資源物を出すときには、いくつかのルールがあります。

ごみ出しのルールを守って、ごみ集積所をきれいに保ちましょう！

また、市ではごみ集積所に設置する啓発用看板を支給しています。必要な方は自治会に相談の上、

環境業務課までご連絡ください。

◆ 地 域 の 情 報 ・ ＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮ ◆

mailto:miyazakicity@jijo.bosai.info

