
平
成

年

成
人
式
の
案
内

３０

中学校区 期 日 開 式 場 所 問合せ先

広 瀬 １月６日（土） 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

佐土原 １月７日（日） 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（月） １０時
（受付９時１５分）

佐土原総合文化
センター大ホール

佐土原交流プラザ
℡ ７２－２９９８

「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！（主催：宮崎市・宮崎市教育委員会・各地区成人式実行委員会）

【問合せ先】 宮崎市 環境業務課 電話２１－１７６２★該当する資源物の処分方法★

●古紙・古布

・家庭ごみ収集日の「古紙・古布」の日に集積所に出してください。

・エコクリーンプラザみやざきに直接搬入してください。

●使用済小型家電品

・他の施設等に設置している回収ボックスをご利用ください。

＜佐土原町域内設置場所＞佐土原総合支所・那珂地区公民館

・ながの屋佐土原本店・佐土原総合文化センター・佐土原地区交流センター

●乾電池

・家庭ごみ収集日の「その他の資源物」の日に集積所に出してください。

・エコクリーンプラザみやざきに直接搬入してください。

●家庭用廃食用油

・他の施設等に設置している回収ボックスをご利用ください。

＜佐土原町域内設置場所＞佐土原総合支所・那珂地区公民館・ながの屋佐土原本店・佐土原地区交流センター

『エコガルー』
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ーがご覧にな

れます。

巨田神楽は、巨田神社に古くから伝わる神楽で、神楽面や大太鼓などの

記録から、慶長年間（1600 年頃）には舞われていたようです。

神楽は豊作や無病息災（病気にかからず元気であること）を願って行われ

るもので、毎年秋の例祭日には境内で３３番が奉納されます。県内中央の平

野部で行われている神楽には、岩戸開きや蛇切りの舞いなど似通っている

ところが多いのですが、もの悲しい響きのなかにも軽快なリズム感のある横

笛の音と太鼓の響きには、よその神楽とは違った独特の感じがあり、自然に

引き込まれてしまいます。最近では、神楽舞い手としての後継者が少なくな

り、地域や巨田神楽保存会の人たちがこどもたちを指導しながら保存に努

めています。 （「わたしたちの郷土 佐土原の歴史と文化財」より）

巨田神楽 【平成５年市指定無形民俗文化財】

巨田神社本殿は県内でもっとも古い神社として国の重要文化財に指定

されています。神社が初めて建てられたのは、８３１（天長８）年と伝えられ

ています。まつってある神様は天太王命（あまのふとだまのみこと）と誉

田別命（ほんだわけのみこと・応神天皇）、大帯姫命（おおたらしひめのみ

こと・神功皇后）です。巨田神社は、南九州には数少ない中世建築の一つ

で、木造、三間社流造（さんげんしゃながれづくり）となっており、本殿には

朱が塗られ軒と軒の間にみどりの美しい色彩を見せています。

【本殿：昭和５３年国指定重要文化財、摂社：昭和５８年県指定文化財】巨田神社

11 月 12日（日）は巨田（こた）神社例祭が開催されます！



◆みんなのひろば 出来事 in sadowara (H29 年 6月～8月)◆

お問合せ：宮崎県立佐土原高等学校 電話 ７３－５６５７
〒880-0211 宮崎市佐土原町下田島 21567 番地

※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。

■日時：2017 年 11 月 18 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

◆宮崎県立佐土原高等学校・オープンキャンパスのご案内

◆地域イベント・行事予定 in sadowara(H29 年 10月～12月 )◆

津倉市民農園で家庭菜園を

始めませんか
■1 区画約１５㎡(３ｍ×５ｍ)
1 人につき 2区画まで申請可

■料 金：1 区画年間 ７，２００円
■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
※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７３－１１１４

一般財団法人 みやざき公園協会
花苗の無料配布 先着１００組

■日 時：平成２９年１０月９日（月）１０：００～
■場 所：久峰総合公園 噴水広場
花とみどりの普及のために花苗（秋の一・二年草ミックスを予定）
の無料配布を行います。
＊勝手ながら、配布数は一家族一鉢とさせていただきます。

健康体操（太極拳）
■日 時：平成２９年１０月２１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２９年１１月１８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

第 40回体力つくりバレーボール大会
平成２９年６月２１・22 日に佐土原町体育館、その他3会

場で、３０地区 33 チーム（４５６名）のもと予選大会が行

われました。

決勝戦は、７月２日佐土原西

体育館において１１チームで対

戦し、天神地区が優勝（2 連

覇）しました。準優勝は、平松

地区、3 位は、小牧台 2 区でし

た。。

優勝

天神地区

佐土原地区体育会

久峰観音うずら車絵付け体験
佐土原の伝統工芸品である久峰観音うずら車の絵付け体験が、

８月５日(日）佐土原町伝統的工芸品保存会の兵頭正一さん、小豆

野次則さんたち４人の方の指導のもと開催されました。

当日は台風接近にもかかわらず、子どもや大人,２０名の参加が

あり絵筆を手に下書きしてあるうずら車に慎重な筆さばきで羽

や、目等の絵付けをしました。見た目には簡単なようですが実際筆

を執ってみると思うようにはいかないようでした。

この絵付け体験を機に参加者の皆さんは佐土原の伝統工芸品

を改めて再認識されたようです。

石崎川「カヌー教室」
７月２３日（日）、真夏の太陽が照り付ける石崎川で小学生や保

護者が参加しカヌー教室が開催されました。

当日は石崎川を綺麗にしたいとの思いで EM 活性液・団子を参

加者全員で栄橋から投入したあと、カヌーの乗り方、こぎ方の指

導の後ライフジャケットをしっかりつけて早速石崎川に漕ぎ出しま

した。子供も大人も汗をかきかき栄橋付近から鉄橋付近にカヌー

を滑らせてたのしんでいました。今回のカヌー教室には、広瀬中

学校男子生徒５人がボランティアで、カヌーを運んだり汚れを拭き

とったりしてくれました。

広瀬小学校区地域づくり協議会



平成２９年度 佐土原総合文化祭
■日 時：平成２９年 11 月４日（土）9:00～18:３０

：平成２９年 １１月５日（日）9:00～16:00

■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

作品展示 ・ステージ発表 ・子ども祭り
・佐土原高校演劇発表、作品展示 ・芸能発表
・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７４―００１８ ・ FAX７４－００２７

宮崎市社会福祉協議会佐土原支所

平成２９年度 赤い羽根共同募金

■日 時：平成２９年１０月１日～１２月３１日

“じぶんの町を良くする仕組み”

＊地域福祉の推進を目的とした民間社会福祉活動やボラ

ンティア活動を支える重要な役割を担っており、さまざ

まな機会を通して広く募金を呼びかけております。

２０１７さどわら健康ふくしまつり

■日 時：平成２９年１０月２２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、体験コーナー等が行われます。

＊無料シャトルバス運行

ふれあいグラウンドゴルフ大会

■日 時：平成２９年１１月１０日(金) 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。

簡単エクササイズ講座

■日 時：○Ａ 平成２９年１２月５日（火） １０：００～１２：００

○Ｂ 平成２９年１２月７日（木） １３：３０～１５：３０

■場 所：佐土原地域福祉センター大会議場

■対象者：市内在住者（概ね６０歳以上）

■参加費：無し

＊家でもできる筋力トレーニングやストレッチ、音楽に合わ

せた簡単な有酸素運動を行います。体力に自信のない

方でもお気軽にご参加下さい。

【お問合せ】宮崎市社会福祉協議会佐土原支所

電話３６－２０２０ ・ ＦＡＸ３６－２０２４

佐土原歴史資料館
うずら車の絵付け

■時 間：平成２９年１０月１５日（日）１０：００～１２：００
■場 所：佐土原出土文化財管理センター
■対象者：大人・子ども２５名 （子どもは保護者同伴）
■参加費：３００円 ※要申込（９月１５日から受付先着順）
＊佐土原の伝統工芸品「うずら車」の絵付け体験ができま
す。

乗馬体験
■時 間：平成２９年１１月５日（日）１３：３０～１５：３０
■場 所：鶴松館
■対象者：子ども２０名 （子どもは保護者同伴）
■参加費：５００円 ※要申込（１０月５日から受付先着順）
＊鶴松館の芝生で乗馬体験と餌やりの体験ができます。

城下町散策
■時 間：平成２９年１１月２６日（日）９：００～１２：００
■場 所：佐土原城下町（集合場所：鶴松館）
■対象者：大人・子ども２０名 （子どもは保護者同伴）
■参加費：無料 ※要申込（１０月２６日から受付先着順）
＊佐土原の城下町にある史跡・文化財等を徒歩で巡ります

【お問合せ】みやざき歴史文化館
電話３９－６９１１ ＦＡＸ３９－９２９７

◆地域イベント・行事予定 in sadowara (H29 年 10月～12月)◆

佐土原図書館
大人向け上映会

■日 時：１０月９日（月・祝）14：00～1６：00
■場 所：佐土原総合文化センター 視聴覚室
■対象者：一般
■定 員：３０名
■参加費：無料
＊午後のひととき、ゆったりと映画を楽しみませんか？
野菜づくりのコツと裏ワザ

■日 時：１０月２２日（日）14：00～1５：３0
■場 所：佐土原総合文化センター 小ホール
■対象者：一般・農業従事者
■定 員：１００名
■要申込：来館・電話・ＦＡＸ・メールにて 9/22～10/19 まで
■参加費：無料
＊農漁業専門出版社「農文協」の講師が映像を使って説明
します。
親子ＤＥ楽しむ辞書の会

■日 時：１１月１２日（日）1０：00～1２：０0
■場 所：佐土原総合文化センター 研修室
■定 員：親子３０組
■要申込：来館・電話・ＦＡＸ・メールにて 10/22～11/5 まで
■参加費：無料
*辞書を使って遊び感覚で言葉を学ぶチャンス！ご自宅に
ある国語辞典をご持参ください。

おはなし会のお知らせ
■毎週水曜日 15：45～16：15 おはなしのわっ！

（絵本や紙芝居の読み聞かせ、手遊び等）
■毎月第 2土曜日 11：00～11：30 さどわら新鮮組

（佐土原の小中高生による読み聞かせ等）
■毎月第１、3、4、5 土曜日 11：00～11：30 司書

（絵本や紙芝居の読み聞かせ、手遊び等）
＊毎週水曜日と土曜日に佐土原図書館おはなしのへやに
ておはなし会を行っております。小さなお子様でも参加
できますので、ぜひ遊びに来てください。

図書館を休館します。
■期 間：１２月５日（火）～１２月１２日（火）
＊蔵書点検のため図書館を休館します。返却は、正面玄関
左横のブックポストをご利用ください。（大型絵本・ＣＤ・Ｄ
ＶＤ・の返却はご遠慮ください。）佐土原地区交流センタ
ー・那珂地区公民館・広瀬地区交流センター内の図書室
も休館となります。

【お問合せ】宮崎市立佐土原図書館
電話３０－１０３７ ・ ＦＡＸ７２－２０６６
メール：swlibrary@city.miyazaki.miyazaki.jp



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

「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。

※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。

※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

宮崎県隊友会長をしています三浦です。陸上自衛隊を平成１８年に退職し、３７年ぶりに生まれ

故郷の佐土原へ帰ってきました。平成２６年からは平等寺地区の自治会長をしています。また、那

珂小学校区地域づくり協議会の地域部会長として、那珂まつりや那珂音頭普及事業等を担当し

ています。今年は、地区の観音様大祭の際、バーベキュー大会を地区全体で実施し、地区の融和

団結を図った所です。また、那珂まつりは今年で１１回目を迎え、１０月８日(日)に那珂公民館で実

施します。多くの人に来ていただき祭りを盛り上げて貰いたいと思っているところです。

＊次のリレートークは、吉村 恵一さんです。

◆リレートーク 三浦 秀明 様 （平等寺地区）
み う ら ひであき

石崎の杜 歓鯨館 体育の日イベント
日にち：平成２９年１０月９日（月・祝）

①ヨガ＆ウォーキングクリーン
■時 間：1０：３0～１２：00（雨天中止）
■場 所：石崎の杜歓鯨館中庭
■対象者：一般
■参加費：無料 ※要申込
＊誰にでも出来るヨガとウォーキングをしながら石崎の杜周

辺のごみ拾いを行います。

②脳力・体力パワーアップ体験
■時 間：1１：０0～１２：00
■場 所：石崎の杜歓鯨館スタジオ
■対象者：６５歳以上
■参加費：５１０円 ※要申込
＊脳トレと簡単なトレーニングを組み合わせた教室

③脂肪燃焼アクアビクス
■時 間：1３：０0～１４：00
■場 所：石崎の杜歓鯨館プール
■対象者：１６歳以上
■参加費：５１０円 ※要申込

＊音楽に合わせて、ボディーをシェイプアップ
【お問合せ】石崎の杜 歓鯨館

電話６２－７０６７
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佐土原町商工会では、このたび佐土原町産商品の地

域ブランドを新たに作り、「佐土原ブランド」として認定し

ていくこととなりました。そこで佐土原の顔となるブラン

ド名とロゴマークのデザインを募集いたします。

■応募資格：参加の資格については制限なし。共作も可能

ただし応募は一人２点、または１グループ２点まで

※自作であり、未発表のものに限る。

■作品内容：１．佐土原町がイメージできること

；２．佐土原町の魅力を象徴したものであること

■応募方法：所定の用紙にて郵送または電子メール

■応募期間：平成 29 年 9月 1 日（金）～10 月 31 日（火）

※郵送の場合は当日消印まで有効。電子メールの場合

は締切り当日中に必着。

■賞の内容：最優秀賞（各１点） 金３万円

：優秀賞 （各２点） 金１万円

詳細は 佐土原町商工会 で検索！

【お問合せ】特産品開発委員会（佐土原町商工会内）

電話 73-2567 担当：河野

佐土原町 地域ブランド名
ロゴマークデザイン募集します！
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