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佐土原地域自治区の地域協議会委員の任期が平成３０年３月末で満了となるため新しい委員を募集します。

地域協議会は、地域住民の意見を市政に反映させるための組織で地域づくりや地域で生じている課題解決に必要な施策の提

言等を行います。まちづくりに参画していただける方の応募をお待ちしております。

１、募集する委員

（１）対象：佐土原地域自治区内に住所を有する人

（２）人数：４名

（３）任期：２年（平成３０年４月１日～平成３２年３月３１日）

（４）報酬：なし（ただし、年４回程度の会議出席時に、交通費などの経費として日額 3,000 円を支給します）

２、提出書類、応募方法など

（１）提出書類:応募用紙の配布先は佐土原総合支所地域総務課。（市ホームページからもダウンロードできます）

（２）応募方法：応募用紙へ必要事項を記入し、平成３０年１月３１日（水）までに、直接または郵送（必着）で佐土原地域自治区

事務所（佐土原総合支所地域総務課）へ。

（３）選考方法：佐土原地域自治区の地域協議会委員推薦委員会で選考し、結果は３月上旬に文書で通知する予定。

【お問合せ】佐土原総合支所地域総務課（７３－１４１１）

◆佐土原地域自治区 地域協議会委員公募のお知らせ

さ ど
わ ら

◆佐土原の「お宝発掘・発展・発信事業」が決定しました。

地域のお宝発掘・発展・発信事業とは、佐土原の「地域魅力発信プラン」の実

現のために地域のお宝を磨き上げていく事業です。

平成２９年２月から 7月まで佐土原の「お宝発掘・発展・発信事業」の募集を行

ったところ４団体の応募がありました。

応募のあった 4 団体の事業については書類審査の後、9 月に開催された地

域協議会においてヒヤリング審査を行い、厳正なる審査の結果「佐土原ＳＩＧＥＫ

Ｉ塾」さんの『「佐土原城史ハイライト」こども歴史読本発行 PR事業』に決定しま

した。

また、１０月の地域協議会では、佐土原のお宝事業が更に素晴らしいものと

なるよう決定した事業に対し、委員の皆様からの意見を加え事業を練り上げて

いただくための協議を行いました。

今後の「佐土原ＳＩＧＥＫＩ塾」さんの活躍に期待いたします。

お宝事業

ヒヤリング審査
の様子

■日 時：平成３０年３月２５日（日）

■場 所：佐土原町宝塔山公園

■対象者：宮崎市民

■参加費：無料

・ウォーキング大会

・出店、フリーマーケット

・ステージ演芸

・宝さがし

・せんぐまき 他

【お問合せ】 佐土原小学校区地域づくり協議会

電話７４－３４７１

宝塔山公園桜まつり

＊佐土原地域自治区の 5つの「地域づくり協議会」では、様々なイベント活動に取り組んでいます。私たちと一緒に活動を支えて

くださるボランティアさんを随時募集してます。詳しくはホームページや事務所にお問合せください。

☎ ☎【お問合せ先】佐土原小学校区地域づくり協議会 ７４－３４７１ ・那珂小学校区地域づくり協議会 ７４－０１７８ ・広瀬小学校区地

☎ ☎ ☎域づくり協議会 ７３－１１２０ ・広瀬北小学校区地域づくり協議会 ７３－１１５９ ・広瀬西小学校区地域づくり協議会 ７２－０３５５

第１３回「元気げんき祭」
■日 時：平成３０年２月１８日（日）

９：００～１５：００

■場 所：佐土原体育館

■対象者：広瀬小学校区地区民

■参加費：無料
＊佐土原体育館にて、楽しい競技やせんぐまき、抽選会を行います

競技種目は、玉入れ、グラウンドゴルフリレー、おもしろ障害物競走、ス

ポーツバイキング（輪投げ、ボーリング、デスゲッター、卓球、スカイクロス

他）等、老若男女誰でもできる楽しいスポーツを準備しています。

又、お昼時にはカレーのふるまいも準備しています。家族そろって楽し

い一日を地域のみんなと楽しみましょう。

【お問合せ】 広瀬小学校区地域づくり協議会

電話７３-１１２０・携帯０８０-８５５３-０７４８

◆ 地域づくり協議会 案内



第２５回全国高校ロボット競技大会が、平成２９年

１０月秋田県で行われ、本校の電子機械技術部から出

場した２チームが、準優勝と７位に入賞しました。

「ロボット甲子園」とも呼ばれる大舞台で、日頃磨

き上げた技術と研究の成果を発揮することができまし

た。

国土地理院などが開催した防災アプリコンテストで、本校の情

報技術部３年生４人が、高校生初の大賞を受賞しました。

大学教授や防災関係機関などの並み居る作品の中から、「地元

に根ざし、自助を促す作品である」と評価され、全国１位になる

ことができました。開発したアプリは、「ＳＨＳ災害 info」と

いう名前で、地震情報や宮崎市内の避難場所をGPSを用いて詳

細に確認できるようになっており、懐中電灯や防犯ブザーなどの

多彩な機能も備えられています。

アプリは、配信サイト「グーグルプレイ」から無料でダウンロ

ードできます。

●防災アプリコンテスト 大賞受賞！●第２５回全国高校ロボット競技大会

準優勝・７位に入賞！

◆佐土原高校 「全国を舞台にした佐高生の活躍」

今年も佐土原高校の生徒さん手作りの電車がギャラリー内を走り、子ども達も大喜

びでした。団子のふるまいでは行列ができ、わずか３０分で終了しました。同時開催

の子ども祭りも屋内外で開催され、多くの人で賑わっていました。又、最終日のお楽

しみ抽選会も大盛況でした。

二日間で約１１，６００名の来場者があり、今後も佐土原町域の皆さんに楽しんで

もらい、参加してもらえる文化祭にしたいと考えています。

平成２９年11月４日（土）と５日（日）に佐土原総合文化祭が行われました。

「生涯学習フェスティバル in 宮崎２０１７」の一環として、佐土原総合文化セン

ターを会場に自主グループ等、幼稚園・保育園（所）、小学校、老人クラブ、一

般参加の皆さんの各種作品展示・ステージ発表等を行いました。

みんなのひろば 出来事 in sadowara (平成２９年９月～11月)

◆ 佐土原総合文化祭

◆就業体験実習
佐土原高校情報技術科２年生の４名が、佐土原総合支所にて平成２９年10月 25日（水）から3日間、業務を体験しました。

佐土原に住んでいる人たちがより住みや
すいまちづくりのためにどのようなお仕事
をしているのかなどを教えていただきまし
た。まだまだ学ぶことがあると思うので、た
くさんの事を学んで、これからの生活に生か
そうと思います。永澤 初佳

地域総務課の仕事の内容をきかせてもら
ったり、色々な場所に見学にいかせてもらい
ました。自分たちの地域の施設や、佐土原の
歴史、地域のまちづくり、自分が毎年行って
いる祭りがどのようにして開催されている
かなどたくさんの事を知ることができて良
かったです。

渡辺 愛梨沙

最初に思ったことは、たくさんの課が
あって驚きました。主に、地域総務課で
行っていることを学びました。
職場の皆さんはとても優しくて、色々

教えてくれてとてもいい経験になりま
した。廣田 雄紀

職員の皆さんが優しく接してくださ
るので、楽しく体験させていただいてい
ます。いろんな事を聞いて学び、そして
見て学ぶことでこれからの自分の未来
に役立てていきたいと思います。
明日も一日がんばるぞい！

篠原 輝

コンテストのようす

●飲酒運転根絶運動
１２月は飲酒運転根絶運動期間となっております。年末年始は、飲酒する機会も多

くなりますが、飲酒運転は絶対に行わないようにしましょう。

また、冬は日没が早いため、反射材の着用や、早めのライト点灯を心がけましょう。

●シニアドライバーズコンテスト開催
宮崎北警察署が主催者として、シニアドライバーズコンテストが9月 21日（木）

に開催されました。

今回のコンテストは、梅田学園自動車学校佐土原にて開催されましたので、佐土原

町域からたくさんの方が参加され、技能を競い合いました。

◆ 交通安全について



※初心者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。

是非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

■1区画：約１５㎡(３ｍ×５ｍ)

1 人につき2区画まで利用可能

■料 金：1区画 年間 ７，２００円

■場 所：佐土原町東上那珂１１７８０－１

（津倉地区）

■管理者：津倉地区自治会

■対象者：２０歳以上で市内在住又は市内勤務の方

津倉市民農園で家庭菜園を始めませんか

年末年始休館のお知らせ
■期 間：平成２９年12月 29日（金）～1月 3日（水）

＊年末年始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/DVD 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。

かるたであそぼう！
■日 時：平成３０年1月２０日（土）

１４：００～１６：００

■場 所：佐土原総合文化センター 和室

■対象者：子ども～一般 定員：なし

■申込み：不要 料金：無料

＊百人一首や面白いかるた遊びを体験してみませんか？

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。
お問合せ：宮崎市立佐土原図書館

電話 ３０－１０３７

佐土原図書館

■日 時：平成３０年３月４日（日）

１０：００～１２：００（受付９時３０分～）

■場 所：佐土原体育館 会議室

■対象者：一般

■参加費：３００円/１人

定員１５名

（公社）日本武術太極拳連盟・公認Ａ級指導員、審判

員である大神 憲子（おおがみ のりこ）先生を講師

にお招きし、太極拳教室を開催します。性別年齢を問

わず誰でも参加することができます。
【お問合せ】一般財団法人 みやざき公園協会

電話 ７３－７２２３

太極拳教室
■日 時：平成３０年1月７日（日）

１０：００～１２：００

■場 所：宮崎市佐土原歴史資料館

佐土原出土文化財管理センター

■対象者：子どもと保護者・一般（各１６名）

■参加費：無料
■申込み：１２月７日（木）より受付

事前申し込み制で、先着順となっております。
＊佐土原に古くから伝わるおもちゃ「神代独楽（じんだ
いごま）」を使ってこま回し大会を行います。大人の部・
こどもの部があり、優勝すると賞品に神代独楽がもらえ
ます。
【お問合せ】公益財団法人宮崎文化振興協会

宮崎市佐土原資料館 電話３９－６９１１

第６回神代独楽回し大会

筋力向上トレーニング事業 基礎コース
■日 時：平成３０年1月 1１日（木）

１３：３０～１５：００ 説明会

１月１５日～２月１９日 毎週月・木 計１０回

■場 所：佐土原地域福祉センター ふれ愛センター

■対象者：宮崎市在住 概ね６０歳以上の方

■参加費：２，０００円

ボランティア入門講座
■日 時：平成３０年1月 12日（金）

１３：３０～１５：００

■場 所：佐土原地域福祉センター

■対象者：一般

＊災害時に活動する災害ボランティアの紹介、および火

山災害についての講座を開催します。

ふれあいいきいきサロン交流会
■日 時：平成３０年２月２２日（木）

１３：００～１５：３０

■場 所：佐土原総合文化センター 大ホール

■対象者：地域の皆様・サロン参加者など

■参加費：無料

＊佐土原町域サロン及びボランティアによる舞台発表

＊佐土原町域サロン活動、作品展示など

ウォーキング講座
■日 時：平成３０年３月２３日（金）

時間、場所等はお問合せください。

■対象者：宮崎市在住の概ね６０歳以上の方

■参加費：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

宮崎市社会福祉協議会 佐土原支所

◆地域イベント・行事予定 in sadowara(平成２９年１２月末～平成３０年３月)



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

ＮＨＫ大河『西郷どん』が始まります！

佐土原小学校区地域づくり協議会の

「町おこし部」と「歴史部」に参加していま

す。「町おこし部」では、佐土原小学校区

で開催されるお祭りなどのイベントのお

手伝い。

「歴史部」では「佐土原歴史同好会」の

皆さんのご協力を得ながら、町内の史跡

に説明看板を少しずつ設置しています。

歴史の勉強も奥が深く、やっと入り口に立

ったばかりですが、説明看板の設置場所

はインターネットでも確認できるよう準備

を進めているところです。

身近に数ある史跡を訪ねて、自分が住む町の歴史に直にふれ、

佐土原をもっと好きになるのはいかがでしょうか。

★つぎの「リレートーク」紹介は井上 聖子さんです。お楽しみに！

吉村 恵一 さん
よしむら けいいち

（追手地区）

◆ リレートーク

すぐさま佐土原隊を編成し、鹿児島へ隊を進め

た。この時、西南戦争に参加した佐土原隊は４０

０人余りで、最終的には１,１４４人になった。

佐土原隊は各地で激しい戦いをし、西郷軍と佐土

原隊は延岡へ逃げた。１９７７年（明治１０）年

西郷軍の敗北で終わり、啓次郎は２０歳の若さで

戦死した。佐土原隊の戦死者は１０６名。
◆郷土の偉人に思いをはせ、ドラマをご覧になっては

いかがでしょうか？

島津啓次郎

（1857年～1877年）

最後の佐土原藩主島津忠

寛の第三子である『啓次郎』

はアメリカ留学後佐土原に

晑「 文黌（きょうぶんこう）」

という私学校を設立（現在の

天神地区の松下工場跡地付

近）。啓次郎は、「西郷たつ」

の知らせを受け、西郷軍の反

乱に参加することを決意。

～西南戦争と佐土原～

若くして散った郷土の偉人を

ご存知ですか？

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。

◆ 火災発生時の問い合わせについて

携帯電話用

ＱＲコード

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」から登録

サイトに接続します。

③登録サイト画面に切り替わり、「はい」を押下し

て進みます。

④登録サイト画面で、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。

［お問合せ］総務部 危機管理課

電話0985-２１-１７３０

宮崎市では、緊急情報（避難所開設や避難情報）

や気象情報などをメールで配信しています。

◆ 宮崎市防災メール」に登録を！

第８話 うずらちゃん

佐
土
原
の
伝
統
的
工
芸
品
「
久
峰
う
ず
ら
車
」
を
身
近
に
感

じ
て
い
た
だ
く
た
め
、
四
コ
マ
漫
画
を
掲
載
し
て
お
り
ま
す
。

●体力つくりミニバレーボール大会
平成２９年８月３０日（水）・３１日（木）、佐土原西体育館に

おいて、１部の部２０チーム（１３８名）、佐土原体育館では２

部の部（３６５名）参加のもと、予選大会が行われました。

また、９月３日には佐土原西体育館にて、決勝戦が行わ

れ１部の部７チーム、２部の部１５チームが対戦しました。結

果は下記のとおりです。応援いただいた皆様ありがとう

ございました。

１部 優 勝：前牟田A
準優勝：小牧台１区 A
３ 位：西十二区・東町C

２部 優 勝：小牧台２･３区
準優勝：万十
３ 位：新城 A・東町A

◆ 佐土原体育会 大会結果

◆ 地 域 の 情 報 ・ ＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮ ◆

mailto:miyazakicity@jijo.bosai.info

