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◆「地域のお宝発展・発掘・発信事業」のお知らせ

構成は「幕末騒乱」「明治維新」「廃藩置県から西南戦争へ」となっており、ページを開くと、鳥羽・伏見の戦いや西南戦争に
おける佐土原藩の状況、若くして亡くなった島津啓次郎などについて、イラストやカラー写真などを取り入れて分かりやすく
解説しています。完成した６００冊は市内の全小中学校と図書館、各地区の図書室のある公民館などに配布しております。
同塾の図師代表は「佐土原のお宝である佐土原武士が明治維新から西南戦争にかけて活躍した姿を知ってもらおうとの思

いを込めて製作しました。子供たちがこの本を手にとって郷土愛を育み、将来地域のために尽くす人材に育ってほしい」と話し
ています。 【お問合せ】 佐土原総合支所 地域市民福祉課 ７３－１４１１

「佐土原城物語 ハイライト子供読本（維新編）完成」
佐土原ＳＩＧＥＫＩ塾（代表 図師代表７名）が、このたび「佐土原城物語

ハイライト子供読本（維新編）」を発行しました。
この読本は、佐土原町教育委員会から刊行された「佐土原藩史」（桑

原節次著）と「佐土原町史」を基に、小学校の高学年向けに佐土原藩の
幕末から西南戦争終結に至るまでをまとめたものです。
昨年から準備を進め、歴史の舞台となった県内外の史跡などの写真

を撮影。掲載する人物画や絵図などを所蔵する国立国会図書館など
の許可を得て平成３０年５月に完成することが出来ました。

Ａ５判、１０６ページ

有縁交流都市の秋田県大仙市から、老松博行市長を

はじめ、菅原俊一会長（さどわら会）など総勢 25 人の訪

問団が、秋の神武大祭のパレードなどに参加するため、

本市を訪れました。

１０月２６日、訪問団は市長表敬のあと佐土原に移動

し、高月院で焼香した後、夜は歓迎会が開かれました。

２７日、久峰総合公園で四半的弓道を体験し、午後から

は本番の神武さまのパレードに参加。揃いのはっぴや帽

子を着用し手には横断幕や幟を持ち、老松市長を先頭

に大淀お旅所まで約 5 ㎞をゆっくりと歩き出しました。

パレードの途中では、老松市長みずから「戊辰戦争のと

き、佐土原藩士らが秋田藩を支援してくれたことを今で

も感謝していること」や、「日本三大花火大会の一つと

いわれている、大曲の花火の素晴らしさ」などを、スピー

カーを通して繰り返し、アナウンスされていました。

パレード終了後、訪問団の皆さんが「市民の声援がす

ごい」、「うれしかった」、「感激した」と興奮気味に話し 5

㎞の道のりを歩いてきた疲れも吹き飛んだ様子でした。

２８日には３日間の訪問を終了し皆さん無事秋田に戻

られました。

◆ 「神武大祭」パレードに大仙市長等が参加！

＊会員を募集しています。

同会では年に１回都内で会合を開いています。佐土原出身
の関東近辺にお住まいの人をご紹介ください。

関東にお住まいで、佐土原町出身の皆さんが、年に 1 回、
東京の市ヶ谷に集まり、佐土原を懐かしむ「郷土佐土原を語
る会」が、9 月 9日、戸敷市長も出席して開かれました。
今年で２３回を数え、都内はもとより茨城県つくば市や埼

玉県所沢市、千葉県習志野市、さらに男性ボーカルグルー
プ「デューク・エイセス(すでに解散)」のリーダーで、佐土原
町にも縁の深い、谷道夫さん(宮崎市出身)ご夫妻など約40
人が出席しました。
会場には、職員が作成した写真パネル「ふるさと佐土原

の情景」を掲出。参加者は、鶴松館を飾る花しょうぶ園や、
市と交流のため佐土原に来た大仙市の中学生が青島でサ
ーフィンを体験している写真などに見入っていました。
会場入り口付近には、佐土原などの名産品を集めた販売

コーナーを設置。販売が始まると、佐土原ナスやしょうが、し
ょうがうどんなどが、瞬く間に売り切れてしまいました。
余興では、「おじさんコーラス」の 4 人が特別出演しまし

た。おじさんコーラスは、平成１３年１１月に、旧佐土原町職員に
より結成されたコーラス団で、谷さんも特別団員として加わ
っています。会場は、大きな拍手に包まれ、大いに盛り上が
りました。

◆ ふるさと佐土原に思いをはせて！



今年で１０年目となる広瀬中学校生による地域ボランテ
ィア活動が１１月１１日に行われました。ボランティアの広中
生２００名と広小校区の各自治会から参加された校区の人
たち１２０名の方等総勢３２０名が合同で、なぎさ橋下河原、
新町の招魂塚のペット、プラ、缶ビンなどの回収を行いま
した。今年は台風の影響で自転車道付近はごみの山とな
っており軽トラ６台分くらいの大変な量を回収しました。
当日は７時５０分に学校を出発し、石崎川沿いの堤防の

ごみを拾いながら目的地のなぎさ橋に向かい、現地で地
区の人と合流して約 2時間程度地区の人たちと一緒に汗
を流しました。生徒のボランティア活動で大変きれいにな
りました。ありがとう！
【お問合せ】広瀬小学校区地域づくり協議会 ７３－１１２０

◆ 広瀬中学校地域ボランティア

汚れの指標となる BOD についても 6 ヶ所の平均が
1.1mg/L で、目安となる 5.0mg/L を下回っていました。
同協議会は、河川浄化推進委員及び各小学校区地域づ

くり協議会から推薦された委員による団体で、佐土原町内
の河川浄化に取り組んでいます。
【お問合せ】佐土原総合支所 地域市民福祉課 ７３－１４１１

◆ 河川パトロール

9月14日に、佐土原河川
浄化推進協議会の委員が
河川パトロールを行いまし
た。佐土原町内６ヶ所（徳ヶ
渕橋、田中前橋、水神橋、
下村橋、浮橋管理橋、濘江
橋）で採水し、PH や透明度
などを測定しました。

◆ 地域の出来事 (平成３０年８月～平成３０年１１月) ◆

平成９年から佐土原と交流を続けているマレーシアの方々
が、１１月２４日から４泊５日の日程で佐土原町に訪れました。
今回、４年ぶりの訪問となるマレーシアウクレレ協会「ＰＰＭ

ＵＭ」創始者のケリー・ティ副会長をはじめ台湾の音楽家５名
を含めた３４名が、同町などにホームステイをし、地域の施設
訪問やコンサートで交流を深めました。
２６日には広瀬北小学校の創立４０周年記念式典に参加。

式典会場の体育館ステージでは、艶やかな民族衣装をまと
った８名のマレーシアの高校生が踊りを披露。式典関係者や
児童のほとんどが初めて見る素敵な踊りに感激していまし
た。また、１２歳から１６歳で構成された６人のウクレレ演奏で
は、音楽に合わせ手拍子で参加。みんなで式典を盛り上げて
くれました。
午後には、佐土原総合文化センター大ホールで台湾のピ

アニストや日本のギターリストも交えたコンサートが行われ、
５００人を超える観客で大ホールは熱気に包まれていまし
た。
また、ギャラリーでは「ＰＰＭＵＭ」マスコットのイルカとウク

レレをテーマとした絵画２００点が会場いっぱいに展示され、
事前に応募してくれた佐土原近隣の園児や児童の家族連れ
で賑わいました。
２８日の空港でのお別れ式には、ホームスティを受けてく

ださった家族が駆けつけ再会を約束しました。
【お問合せ】佐土原総合支所 地域市民福祉課 ７３－１４１１

◆ マレーシア訪問団と交流

11月1日に、石崎川水系環境保全対策連絡協議会と佐土
原河川浄化推進協議会が、広瀬小学校4年生を対象に、河
川浄化の意識を高めるための活動を行いました。
児童はスライド学習の後、石崎川河川敷へ移動し、ふな

の稚魚やうなぎを放流しました。うなぎに触れた子供達は
大喜び。最後に「元気でね～」と声をかけていました。
実際に稚魚を放流することにより、自然保護と環境への

関心を高められたようです。何より、地元の川への愛着を
持つようになって欲しいですね。
石崎川水系環境保全対策連絡協議会は、行政機関、民

間団体及び民間企業で構成する団体で、石崎川水系の環
境保全を図るため、緊急連絡体制の整備、団体間の情報交
換、啓発活動等に取り組んでいます。
【お問合せ】佐土原総合支所 地域市民福祉課 ７３－１４１１

◆ ふなの稚魚、うなぎの放流

（総合文化センターでのコンサートの様子）（広瀬北小学校での交流の様子）

今年は小中学校の作品展示が加わり、多くの人で賑わっ
ていました。また、同時に子ども祭りが屋外で開催され、色々
な競技が行われていました。最終日のお楽しみ抽選会では、
抽選番号を読み上げるごとに、会場から大きな歓声が上が
っていました。
二日間で約４，９００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。
【お問合せ】佐土原地区交流センター ７４－００１８

◆ 佐土原総合文化祭

１１月３日・４日に「生涯学習
フェスティバル in宮崎２０１８」
の一環として、佐土原総合文
化センターを会場に自主グ
ループや、幼稚園・保育園
（所）、小中学校、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。



◆地域イベント・行事予定 in sadowara(平成３０年１２月末～平成３１年３月)◆

佐土原歴史資料館 案内
佐土原のおもちゃ作り
■日 時：平成３１年２月３日（日）

■場 所：宮崎市佐土原歴史資料館

出土文化財管理センター

■対象者：子どもと保護者 ・ 一般（２０名）

■参加費：３００円

■要申込み（１月４日～１月１０日受付・多い時は抽選）

ホームページのお申し込みフォーム・電話・ＦＡＸのいず

れかでお申し込みください。

＊佐土原の昔から遊ばれている玩具に絵付けをします。

【お問合せ】みやざき歴史文化館 電話３９－６９１１（平日）

ＦＡＸ３９－９２９７

宮崎市佐土原歴史資料館 電話７４－１５１８（土日）

かるたであそぼう！（無料）
■日 時：平成３１年１月６日（日）１４：00～1６：００

■場 所：佐土原総合文化センター 和室

■対象者：こども～大人

■申 込：要申込（平成３０年１２月１５日～平成３１年１月６日ま

でに来館・電話・ＦＡＸ・メール）

＊百人一首やかるた遊びを体験してみませんか？

古本配布会（無料）
■日 時：平成３１年１月２６日（土）・1 月２７日（日）９：００～1６：０0

■場 所：佐土原総合文化センター 研修室（中・西）

■持 参：図書館利用者カード、または住所の確認できる身分

証（配布は宮崎市内在住、通勤、通学している方に

限らせていただきます。）・古本を入れる袋

親子で物語パン作りと絵本の時間～鬼退治編～
■日 時：平成３１年２月２日（土）９：３０～１２：３０

■場 所：佐土原総合文化センター 調理室・洋室

■対象者：親子 定員：８組

■申 込：要申込（平成３１年１月３１日（木）までに来館・電話・

ＦＡＸ・メール）

■持 参：エプロン・バンダナ

■料 金：１４００円

＊節分にちなんだパンを作り、発酵中に絵本の読み聞かせを

します。
【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

年末年始休館のお知らせ
■期 間：平成３０年１２月２９日（土）～平成３１年１月３日（木）

＊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。（大型絵本の返却は

ご遠慮下さい。CD・DVD は返却はできます。）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（無料）
■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 （申し込みは不要）

*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。

佐土原図書館 案内

広瀬小学校区地域づくり協議会 案内
第１４回元気げんきまつり
■日 時：平成３１年２月１０日（日）

■場 所：佐土原体育館

■対象者：広瀬小学校区地区民
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、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。又お昼時には美味しいカレー

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（萩原）

電話７３－１１２０ 携帯 ０８０－８５５３－０７４８

◆ 佐土原体育会 大会結果

◆ 地域の出来事 (平成３０年８月～平成３０年１０月) ◆

●体力づくりミニバレーボール大会
３５地区 ６２チーム ４８９名が参加

期日 予選・・・平成３０年８月２９日(水)、３０日(木)

決勝・・・平成３０年９月９日(日)

会場 予選・・・佐土原体育館、佐土原西体育館

決勝・・・宮崎市佐土原体育館

入賞 (１部)優勝 ・・・前牟田 ・(２部)優勝 ・・・光陽台 1・2 区

準優勝・・・小牧台 1区Ａ 準優勝・・・永田 1 区

３位・・・東町Ａ、春日台Ａ ３位・・・岩見堂、梅野

●体力づくりソフトボール大会
２５地区 ３０チーム ４９６名が参加

期日 予選・・・平成３０年１０月１４日(日)

決勝・・・平成３０年１０月２１日(日)

会場 予選・・・市営(西、東)運動場、広瀬西小学校運動場

決勝・・・市営西運動場

入賞 優勝・・・平松

準優勝・・・東町Ａ

３位・・・東町Ｂ、宮元

【お問合せ】佐土原総合支所 地域市民福祉課 ７３－１４１１



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

◆ 地 域 の 情 報 ・ ＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮ ◆

登録された佐土原発の農産品・水
産品・民芸品・工芸品・加工品等にロゴ
シールが貼られます。
お土産品や贈答品等には是非ロゴ

シールのある商品等で、佐土原町を
発信していきましょう！
【お問合せ】佐土原商工会

電話７３－２５６７

佐土原のふるさとブランドとして「さどわらブランド」ロ
ゴマークを発進しました。

■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人
■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。初めての人でも、管理者が作物の
作り方を丁寧に指導します。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。野菜づ
くりしてみませんか。
詳しくは市ホームページに掲載しています。興味のあ

る方は、お気軽にご連絡下さい。
【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

なお、運転免許センターでは、看護師の資格を持つ相談員
もいて、専門的なアドバイスも行うなどしています。
まずは、下記のところにお気軽にお問合せください。

《秘密は厳守します》
【お問合せ】

宮崎運転免許センター ２４－９９９９（音声案内２番）
宮崎北警察署交通課 ２７－０１１０
佐土原町交番 ７３－１１４１

◆ 佐土原町交番からのお知らせ

全国的に高齢者による逆走事
故やブレーキとアクセルの踏み
間違いによる重大事故が発生し
ていますが、一般的に、加齢に伴
い身体能力が低下すると判断能
力も低下し、重大事故を起こす可
能性があります。
そこで、認知症やてんかん等

の一定の病気が原因で、運転に
不安を感じる方やそのご家族等
の方を対象に、宮崎、都城、延岡
の運転免許センターや最寄りの
警察署では、運転の継続（更新）
や免許所得に関する相談に応じ
ています。

「運転適正相談」というものをご存知ですか？

民生委員・児童委員（以下「委員」
）についてＰＲをさせて頂きます。
委員の役割は、１つは地域住民の

「身近な相談相手」、もう１つは行政
や専門機関への「つなぎ役」です。
民生委員制度は１００年という年月
を経て、今日に至っております。私
たち現委員も、この制度を次世代に
引き継ぐという役割があります。ア
メリカの心理学者、マーティン・セリ
グマン氏は「ずっと続く幸せ」は、次
の５つの要素からできていると述べ
ています。
(1)楽しければ、幸せだ。

◆ リレートーク

吉村 憲一さん
よしむら けんいち

（南松小路地区）

(2)夢中で過ごすのは、幸せだ。
(3)意義あることをしていたら、幸せだ。
(4)何かを成し遂げたら、幸せだ。
(5)人間関係がよければ、幸せだと。

現在、委員活動をしている私も、このことを強く感じており
ます。
委員経験者の話として、「委員活動によって、自分自身を

見直す力が養われ、育てられていると感じる」、「以前より
も視野を広げることができ、いろいろな答えがあることに
気付かされた」と。みなさん、「民生委員・児童委員」として、
地域で活動してみませんか。あなたの人生がもっと豊かに
なりますよ。

神代独楽（じんだいごま）
江戸時代、参勤交代の際に島津藩のお土産として献上され

たといわれる風雅な竹独楽です。通称ブンゴマあるいはワン

ワンゴマと呼ばれています。昔は端午の節句、新築時の祝い

として贈る風習がありました。

◆ 佐土原伝統工芸品 神代独楽（じんだいごま）

＊佐土原の伝統的工芸品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。

◆佐土原町の人口（平成３０年１１月１日現在 現住人口）

３３，０８８人 ・男性 １５，４９８人 ・女性 １７，５９０人

１３，１４５世帯

◆ 施設も充実！野菜づくりを楽しもう！

◆（さどわらブランド）ロゴマーク発信しました！！


