
秋田県大仙市（旧協和町）と宮崎市（旧佐土原町）

との交流は、1868年の戊辰戦争のときに、秋田藩を支

援し、協和町で戦死した佐土原藩士らを、地元の皆さ

んが手厚く供養していたことがきっかけでした。

平成4年に、合同の慰霊祭を旧協和町で実施。平成

13 年には両町で、有縁交流締結を行い、民間・行政双

方で交流を続けています。

今年は、その一環として、７月２７日から２９日にかけ

て、大仙市立協和中の生徒９人が、佐土原町内の中学

校の生徒会役員との交流会や、サーフィン体験を通し

て、親睦を深めました。

協和中の生徒は、宮崎ブーゲンビリア空港に到着

すると、早速、同ビル内で昼食に「冷汁」を食べ、緊張

していた顔も少しずつ和んでいきました。

広瀬中

学校に移

動 し 、 交

流会が行

われまし

た 。 同中

吹奏楽部

の演奏で迎えられた後、それぞれの学校をパワーポ

イントなどを使って紹介しました。協和中から、秋田の

郷土食で、大根をいぶした漬物「いぶりがっこ」が振

舞われ、初めて口にした佐土原の生徒たちも多く、珍

しそうに食べていました。

レクリエーションでは、「啓次郎かるた大会」に挑

戦！啓次郎かるたは、佐土原の偉人である島津啓次

郎を学び親し

むために作ら

れたものです。

協和中の生徒

が、次々にか

るたの札を奪

取し、勝利す

るという“想定外”の展開に、生徒たちは大いに盛り上

がりました。

その日の夜、佐土原総合文化センターで、大仙市の

生徒は、ホームステイを受け入れてくれる、佐土原の

ホストファミリーの皆さんとの食事会に参加しました。

翌日は、宮崎の

夏を満喫できるサ

ーフィン体験。台風

の影響で、当初予

定のこどものくに

の波が高かったた

め、青島に移動し

ました。最初は悪戦苦闘していたサーフィンも、1 時間

もすると、ボードに立つことができる生徒もいて、猛

暑の中、宮崎の海をおおいに楽しんでいました。

最終日には、

島津家の菩提寺

である佐土原の

高月院をお参り

するなど、たく

さんの思い出と

ともに無事帰郷

しました。今後も、この交流が若い世代にも広まって

いくものと期待しています。

戊辰戦争 150 周年を記念して、佐土原藩士らの戦

没者を供養している大仙市協和境の萬松寺（ばんしょ

うじ）に、殉難者総供養塔が建てられました。

８月１９日、老松博行・大仙市長と戸敷市長が、供養

塔の除幕を行い、協和地域の住民でつくる交流団体

「さどわら会」の主催で、慰霊祭が行われました。供養

塔の揮毫は、戸敷市長によるもの。慰霊祭には、佐土

原町の「きょう

わ会」の関係者

など30人が参

列し、読経にあ

わせ焼香し、平

和を祈願しまし

た。

平成30年１０月NO.２９

さどわら便り
QRコード

バックナンバ

ーがご覧にな

れます。

さどわらべ

大仙市と佐土原の中学生が友好を深めました

佐土原藩士らの供養塔が立てられました



◆地域イベント・行事予定 in sadowara(H30 年 10月～12月 )◆

学習発表会のご案内
■日 時：平成３０年１０月１４日（日）８：５０～１４：３０

■場 所：久峰中学校体育館

■対象者：保護者、地域の皆様
合唱や弁論、吹奏楽部演奏、総合的な学習発表を予

定しています。
また、授業での作品や、美術部による作品展示や、ＰＴ

Ａによるバザーも予定しています。
オープンスクールのご案内

■日 時：平成３０年１１月１２日（月）～１１月１６日（金）

■場 所：久峰中学校

■対象者：保護者、地域の皆様
「開かれた学校づくり」の一つの取組として、保護者

や地域の皆様を対象にオープンスクールを実施します。
期間中の授業は原則としてすべて参観いただけま

す。

【お問合せ】 久峰中学校（教頭：梅田）

電話 ７３－１１８８

◆久峰中学校

オープンキャンパスのご案内
■日 時：20１８年 11 月１０日（土）9：00～11：30
■場 所：本校の各教室・実習室など
■対象者：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 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

～無料・秘密厳守・予約不要～
■日 時：平成３０年１０月１９日（金）１０：００～１５：００
■場 所：佐土原総合文化センター（くじら館） 洋室
■内 容：道路・河川・相続・DV・パワハラ等の相談
【お問合せ】総務省 行政相談委員・男女共同参画担当委員

坂東 千里 電話７３－６３１２

◆なんでも相談所

■日 時：平成３０年１１月３日（土）9:00～18:００

：平成３０年１１月４日（日）9:00～1５:３0
■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等

幼稚園・保育園、小中学校、高校、一般の作品展示
・ステージ発表 ・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

平成３０年度 佐土原総合文化祭

◆佐土原歴史資料館

開館 25 周年記念イベント
■日 時：平成３０年１０月２８日(日)９：３０～１５：００
■場 所：宮崎市佐土原歴史資料館 鶴松館
■内 容：オープニングコンサート

歴史初心者向け「さどわらの歴史について」
午後から野点のふるまい 先着１００名程度

佐土原人形の絵付け
■日 時：平成３０年１１月４日(日)１３：３０～１５：３０
■場 所：出土文化財管理センター
■対象者：一般・親子 ２０名
■参加費：５００円
要申込：１０月４日～１０月１０日受付・多い時は抽選

＊佐土原人形に絵付けする体験を行います。人形は来年の
干支「いのしし」です。
城下町散策
■日 時：平成３０年１１月２５日(日)１３：３０～１５：３０
■場 所：佐土原城下町にあるお寺などの史跡
■対象者：一般・親子 ３０名
■要申込：１０月２５日～受付・多い時は抽選
＊旧佐土原藩の城下町にある史跡を歩いてめぐります。
【お問合せ】平 日：電話３９－６９１１ みやざき歴史文化館
土・日・祝日：電話７４－１５１８ 宮崎市佐土原歴史資料館

■場 所：宮崎市津倉市民農園
佐土原町東上那珂１１７８０－１

■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
■料 金：年間/1 区画 ７，２００円
＊1区画約１５㎡（３ｍ×５ｍ）、1 人 2 区画まで利用可能。
津倉市民農園では利用者を募集しています。
野菜づくりを通して、趣味や健康づくり、ふれあいの

場として活用いただいています。野菜を育てる楽しさは
もちろん、自分で育てた野菜の美味しさは格別です。駐
車場、トイレ、手洗い場、広場も完備し、散水用の水も無料
で利用できます。是非この機会に野菜づくりしてみませ
んか。
詳しくはホームページにも掲載しています。興味のあ

る方は、お気軽にお問合せください。

【お問合せ】佐土原総合支所 農林建設課 農林水産係
電話７３-１１１４

◆津倉市民農園で家庭菜園を始めませんか

健康体操（太極拳）
■日 時：平成３０年１０月２６日（金）1０：０0～１１：３0
■場 所：佐土原武道館
■参加費：３００円（要申込・先着３０名）
＊事前申し込みが必要です。
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：：公益社団法人

日本武術太極拳連盟公認Ａ級指導員/審判員
大神 憲子（おおがみのりこ）先生

【お問合せ】一般財団法人 みやざき公園協会
電話７３－２７８２

花苗の無料配布 先着１００組
■日 時：平成３０年１０月８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。

◆一般財団法人 みやざき公園協会



◆地域イベント・行事予定 in sadowara (H30 年 10月～12月)◆

佐土原図書館
蔵書点検のため、図書館を休館します。
■期 間：１２月４日（火）～１２月１１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。（大型絵本の返却は
ご遠慮ください。ＣＤ・ＤＶＤは返却できます。）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３土曜日 11：00～11：30 いずみ一座

（絵本や紙芝居の読み聞かせ、手遊び等）

■毎月第 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）

＊毎週水曜日と毎月第 2～５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。0 歳の赤ちゃん

から参加できますので、ぜひ遊びに来てください。
子ども向け上映会のお知らせ

■毎月第１土曜日 11：00～11：30
（終了時間は上映内容により変更となる場合があります。）
■場 所：佐土原総合文化センター 視聴覚室
■定 員：30 名
■申 込：不要
■料 金：無料
注意：11 月 3日（土）はお休みです。司書によるおはなし会

を開催します。
*毎月第 1土曜日に子ども向け上映会を行います。子ども向
けのアニメなどを上映します。
租税教室

■日 時：１０月６日（土）1３：00～1４：０0
■場 所：佐土原総合文化センター 研修室
■対象者：一般
■定 員：２０名
■申 込：要申込（来館・電話・ＦＡＸ・メールにて 9月７日～

10 月 5日まで）
■参加費：無料
＊税理士さんのお話を聞いて、税金への知識を深めません
か。
佐土原図書館ナイトコンサート
■日 時：１０月７日（日）１８：１５～１９：１５予定
■場 所：佐土原図書館 カウンター前
■対象者：幼児～一般
■定 員：なし
■申 込：不要
■参加費：無料
＊絵本とコラボ！子どもも大人も楽しめるナイトコンサート
です。
大人向け上映会

■日 時：１１月１１日・２５日、１２月２日 １３：00～1５：３０予定
（終了時間は上映内容により変更となる場合があります。）
■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
■申 込：不要
■参加費：無料
＊今年は 3 回開催します！午後のひととき、ゆったりと映
画を楽しみませんか。
【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

那珂小学校区地域づくり協議会案内
第 12回 那珂まつり

■日 時：平成３０年１０月１４日（日）１０:00～１６:００
■場 所：那珂地区公民館・多目的ホール
■内 容：玉入れ競技、吹奏楽部演奏・マジック＆バルンアート

ショー・出店・ヒップホップダンス・那珂音頭総おどり
歌謡ショー・新田原基地軽音楽５ウィングス演奏
おたのしみ抽選会等

＊駐車場：那珂小学校運動場・那珂こども園
＊ご家族お揃いで会場にお越しください。
【お問合せ】那珂小学校区地域づくり協議会

電話７４―０１７８

広瀬北小学校区地域づくり協議会案内
アウトリーチ事業「ミュージックシェアリング」

■時 間：平成３０年１０月６日（土）１３：００～１４：００
■場 所：佐土原総合文化センター 小ホール ♪
＊要申込み

第 13回 ひろきた元気フェスタ スポーツ大会
■時 間：平成３０年１０月８日（月・体育の日）９：００～１２：３０
■場 所：佐土原体育館
【お問合せ】広瀬北小学校区地域づくり協議会

電話７３－１１５９

宮崎市社会福祉協議会佐土原支所

介護予防研修会“いきいき楽しく介護予防’

■日 時：平成３０年１０月３日（水）１３：３０～１５：３０

■場 所：佐土原体育館

■対象者：宮崎市在住の方、どなたでも
■参加費：無料
「はまちゃん」こと濱崎氏をむかえ、楽しく動きながら介護予

防を学びます。体力に自信のない方も是非、ご参加下さい。

２０１８ さどわら健康ふくしまつり

■日 時：平成３０年１０月２８日(日) １０：００～１５：００
■場 所：佐土原地域福祉センター
■内 容：バザー、ステージイベント、食品小物販売

体験コーナー等 ＊無料シャトルバス運行

ふれあいニュースポーツ大会

■日 時：平成３０年１１月１０日(土) ９：３０～1２：００

■場 所：佐土原地域福祉センター

■対象者：佐土原町内在住者（年齢制限無し）
■参加費：無料
＊誰でも気軽に出来るニュースポーツで、楽しく多世代交

流しませんか？

1チーム6名、もしくは個人でお申し込み下さい。景品も準

備しております！

簡単エクササイズ講座

■日 時：○Ａ 平成３０年１２月１０日（月） １３：３０～１５：３０

○Ｂ 平成３０年１２月１３日（木） １０：００～１２：００

■場 所：佐土原地域福祉センター 大会議場

■対象者：市内在住の概ね６０歳以上の方
■参加費：無し

＊申し込みが必要です。 １１月５日（日）より受付

＊家でもできる筋力トレーニングやストレッチ、音楽に合

わせたリズム体操（エアロビクス）を行います。体力に自信の

無い方や運動が苦手な方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
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中学校区 期 日 開 式 場 所 問合せ先

佐土原 １月５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１２日(土) 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

広 瀬 １月１３日(日) 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

「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）

各地域づくり協議会ボランティア募集

佐土原地域自治区の「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。私達と一緒に活動を支えて

下さるボランティアさんを随時募集しています。 詳しくは

ホームページまたは各事務局にお問い合わせ下さい。

【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

対象 金額

75 歳以上の高齢者または次の手帳（身体
障がい者手帳 1･2 級、療育手帳 A、精神障
がい者保健福祉手帳1･2級）の交付を受け
ている人で、津波浸水想定区域内に居住
している人

2,000円

上記以外の市内在住の人または事業所 9,720円

津波などの緊急情報を自動で受信する防災ラジオの申
込を受け付けます。1世帯または1事業所につき１台です。

宮崎市防災ラジオの追加募集！

※津波浸水想定区域は、「宮崎市津波ハザードマップ」ま
たは市ホームページで確認できます。

販売台数 ２１０台 ※先着順
申込期間 １０月１日(月)～平成３１年２月２８日(木)

※先着順のため販売台数に達し次第、終了。
申込方法 申込書を直接または郵送で危機管理課もしく

は佐土原総合支所地域市民福祉課へ。
※詳しくは市ホームページをご確認ください。

問い合わせ先 危機管理課 ℡21－1730

佐土原地域自治区事務所（佐土原総合支所地域市民福祉課）宮崎市佐土原町下田島20660 0985－73－1411

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！

たべ はるお

田邊 治夫 さん

（平松地区）

平松地区に移り住み 26 年。今年の

４月から自治会会長をさせていただ

いております。

「地域づくり」は考えて、議論し、形に

していくことで、お互いの理解が進

み、目指すべき地域像が共有される

と思う。重要なのはそのプロセスで

あり、「急がば回れ」を肝に銘じたい。

大切なのは、「やらされ感」があって

は継続せず、また縦割りの感覚がな

いことも大事である。

リレートーク

地域の方々との考えや思いを共有し、絆を深めつつ、自治

会会長としての役割を果たしたい。
昨年から視覚障害者の同行援護をしており、その方々の

いつも前向きな姿勢にこちらが力をもらっている。今年も
青島太平洋マラソンの伴走をします。
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