
令和元年度 地域コミュニティ活動交付金事業 （主な事業を抜粋しています）

令和元年度 活動交付金決定額

（均等割額＋人口割額）

佐土原小学校区・・・1,106,200円

那 珂小学校区・・・ 946,200 円

広 瀬小学校区・・・1,704,200円

広瀬北小学校区・・・1,571,200円

広瀬西小学校区・・・1,014,200円

＊各地域づくり協議会のボランティア募集！
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

●広瀬北小学校区地域づくり協議会

・ 安全・安心のまちづくり推進事業

・ 環境整備推進事業

・ ふるさと学習推進事業

・ 地域の元気と絆を深める事業

・ 健康とスポーツ交流事業

・ 子育て支援事業

・ 地域紹介・広報事業

・ 人材育成事業

●那珂小学校区地域づくり協議会

・ 見守り事業

・ 防災訓練事業

・ 石崎川ふれあい公園花いっぱい事業

・ 那珂まつり事業

・ 那珂音頭普及事業

・ ミニバレーボール大会事業

・ 玉入れ競技大会事業

・ イルミネーション事業

●広瀬小学校区地域づくり協議会

・ 地域安全確保推進に係る事業

・ 石崎浜・石崎川再生利用促進に係る

事業

・ 健康づくり地区民交流事業

・ ふれあい交流推進活動に係る事業

・ 中学生ボランティア事業

・ 協議会講座事業

・ 地域リーダー育成事業

・ 広報事業

●広瀬西小学校区地域づくり協議会

・ 災害時における安否確認訓練事業

・ 高齢化対策事業

・ 環境の保全と美化に関する事業

・ 芸能・文化まつり事業

・ ウォーキングフェスタ事業

・ 世代間交流事業

・ 食の安心安全に関する事業

・ 校区内のスポーツふれあい事業

●佐土原小学校区地域づくり協議会

・ 救急法講習会事業

・ 高齢者世帯への奉仕事業

・ 福祉施設訪問事業

・ 里山保全事業

・ 佐土原歴史観光発信事業

・ 健康づくり事業

・ 伝統文化伝承事業

・ 佐土原夏まつり活性化事業

＊地域協議会とは、地域自治区ごとに設けられ、地域住民の意見を市政に反映させるための組織です。地域協議

会委員は、地域内で活動する自治会や民生委員などの各種団体からの推薦委員と、公募による委員で構成されてい

ます。

（第１回地域協議会会議のようす）

○地域協議会委員

今回新たに、地域づくり協議会から委員１名が選出されされました。

現在、第７期の委員は団体推薦 1４名、公募４名の計 1８名で構成され、任

期は、2年（平成 30年 4月 1 日～令和２年 3月 31 日）となっております。

○審議された内容

１．平成３０年度地域コミュニティ活動交付金事業実績報告について 承認

２．令和元年度地域コミュニティ活動交付金事業申請について 承認

令和元年5月1７日（金）佐土原保健センターにて、令和元年度第1回佐土原地域自治区地域協議会が開催されました。

会議では、地域コミュニティ課から「平成２９年度宮崎市地域コミュニティ活動交付金事業評価報告書の概要」の説明

あり、その後、各地域づくり協議会の会長・副会長様から地域コミュニティ活動交付金事業実績についての報告と事業申

請について説明がありました。これらの事業を地域協議会で審議し、全ての事業が承認されました。

令和元年７月 NO.３２
QRコード

バックナンバー

がカラーでご覧

になれます。

さどわらべ さどわら便り
◆佐土原地域自治区地域協議会が開催されました！



金婚祝賀会

＊結婚５０周年を迎えられたご夫妻をお招きして、金

婚祝賀会を開催します。

■日 時：令和元年１１月６日（水）１０：００～１２：３０

■場 所：佐土原総合文化センター（小ホール）

■対象者：（１）昭和４４年中にご結婚されたご夫妻。

（２）昭和４３年中にご結婚され、昨年申し込み

をされなかったご夫妻。

■参加費：ご夫妻：2000 円（お一人様：1,000 円）

■申込締切日：令和元年８月９日（金）

お問合せ・申込先：①佐土原総合支所

地域市民福祉課 福祉係

電話番号：７３－１１１３

②各地区の自治会長

令和元年度 健康相談のご案内

皆さん、日頃の体調はいかがですか？

佐土原保健センターでは、以下の会場で健康相談を実施します。

健診結果の見方や生活習慣、食生活の振り返りや見直しについ

て、保健師、看護師、栄養士がお手伝いします。どうぞお気軽にお

越しください。

１ 実施日及び場所

２ 実施内容

①血圧測定 ②体脂肪測定（必要時）

③検尿（必要時） ④健診結果に関する相談

⑤栄養相談（定員８名程度）

３ 対象者：宮崎市在住の方

４ 参加費：無料

５ 申込み：各実施日の前日までに、電話でお申し込みください。

＊栄養士による栄養相談については、定員になり次第、締め切

らせていただきますので、御了承ください。

６ その他

＊かかりつけ医のある方はお薬手帳をご持参ください。

＊健診を受けた方は健診結果表をご持参ください。

お問合せ・申込み先：宮崎市 医療介護連携課

佐土原保健センター

電話番号：７３－１１１５

実施日 実施場所 実施時間

11 月 11 日（月）
佐土原総合文化センター 午前

9時 30 分

～

午前

11 時 30 分

12 月 16 日（月）

2 月 17 日（月） 佐土原地区交流センター

（鶴松館前）

3 月 16 日（月） 佐土原総合文化センター ◆親子カヌー教室（広瀬小学校区地域づくり協議会案内）

■日 時：令和元年７月２１日（日）

荒天中止の場合は 8月 18日（日）

■場 所：石崎川栄橋北岸、やすらぎ公園前

■対象者：広瀬小学校区の小中学生と保護者

■参加費：５００円

＊インストラクターによる講習を受けてカヌーを石崎川

へ漕ぎだします。安全第一に初心者も安心して乗れ

るようになります。今回はカヌー体験にあわせて、稚

魚の放流と講師による石崎川の生態系についての

講話もありますので、カヌーを楽しみながら石崎川

の自然と川の環境を観察しょう。

お問合せ：広瀬小学校区地域づくり協議会（萩原）

電話番号：０９８５－７３－１１２０

携帯電話：０８０－８５５３－０７４８

◆ 地域イベント・行事予定 in sadowara (令和元年７月～令和２年３月)

平成 31 年 3月 23 日、大阪市難波にある道頓堀ホテルで、第 17 回近
畿佐土原会総会が、開催されました。中学校や高校を卒業し、佐土原を
離れて大阪周辺に就職した人など約 80人が参加しました。
会長の郡司長史さんは、「年を追うほど、会員の高齢化が進むととも

に新たな入会者が減少しており、会にとって厳しい状況が続いている
が、ほかの役員と一緒にしっかりと運営していきたい」と挨拶しました。
来賓として出席した戸敷市長は、「佐土原も合併などを経験して大きく
変わろうとしている。高岡などの３町は人口が減少しているが、佐土原
だけが増えている。企業誘致などの施策が功を奏した結果だと思う。こ
れからも佐土原の発展に寄与したい」と力強く挨拶しました。

◆ 近畿佐土原会総会が盛大に開催されました。

支所長からは、前年の台風２４号では佐土原町内各所で、道路が決壊したり、家屋等へ浸水したりして、甚大な被害が発生した

が、懸命な復旧作業に努めた結果、ほぼ回復したことや、有縁交流事業では、秋田県大仙市と佐土原地区の中学生が交流し

て、友好を深めたことなど、佐土原の近況について報告しました。会員たちは、熱心に聞き入っていました。

懇親会では、高原町出身の「紘呂しのぶ」さんや、市長も会員になっているおじさんコーラス(坂本治雄代表)の歌が披露され

ました。おじさんコーラスの歌う「フェニックスハネムーン」では、思わず口ずさむ会員もいて、会場は大変盛り上がりました。

会員のお楽しみは、ビンゴゲーム。ビンゴになると、皆さんは、佐土原・いろは館や焼酎メーカーなどから提供された、お目当

ての賞品を次々に受け取っていました。

実兄が佐土原に住んでいるという男性は、「会に出席するたびに、佐土原を思い出します。懐かしいなまりを聞きながら、会

員との話がはずみます」とうれしそうに話してくれました。

最後に、全員で「ふるさと」を合唱し、ふるさと佐土原に思いをはせました。

同会では、佐土原町出身者の加入促進に取り組んでいます。大阪に親戚や友人がいらっしゃる方は、総合支所までご紹介く

ださい。

◆ みんなのひろば 出来事 in sadowara(H3１年３月) ◆

（ふるさと佐土原の情景写真を懐かしそうに
見ている会員たち）



◆一般財団法人 みやざき公園協会 久峰総合公園案内

●弓道体験教室

■日 時：令和元年７月２７日（土） ９：３０～１１：３０

■場 所：久峰総合公園 弓道場

■対象者：小学生以上の弓道未経験者

■参加費：お一人 ３００円 （要申込）
運動のできる服装でご参加下さい。（更衣室あり）

＊宮崎県弓道連盟の指導の下、弓道を体験したことがない

方に、実際に的を射るまでを体験していただき、弓道の楽

しさを知っていただくための教室です。

●親子昆虫観察会

■日 時：令和元８月２４日（土） ９：３０～１１：３０

■場 所：久峰総合公園 園内（ゲートボール場集合）

■対象者：小学生の親子１５組（３０名）程度

■参加費：お一人 １００円 （要申込）
・虫眼鏡、虫かご、ノート、筆記具などをご持参下さい。

・保護者同伴での参加をお願いします。

＊宮崎県環境保全アドバイザーを講師にお迎えして、久峰

総合公園内で自然や昆虫の観察・採集を行います。

【お問合せ】 久峰総合公園

電話・FAX ７３－７２２３

●３B体操教室
■日 時：令和元年８月２３日（金）

１０：００～１２：００（受付９：３０～）
■場 所：佐土原体育館 会議室
■対象者：性別・年齢を問わず、どなたでも
■参加費：５００円 （要申込）
＊日本３B体操教室で、公認指導者の資格を持つ、落合眞理
子氏を講師としてお招きし、３B体操教室開催します。誰でも
簡単に楽しくできる体操ですので、興味のある方は是非ご
参加下さい。
【お問合せ】 佐土原体育館 管理事務所

電話 ７３－７２２３

◆一般財団法人 みやざき公園協会 佐土原体育館案内

●太極拳教室
■日 時：令和元年７月２６日（金）

１０：００～１２：００（受付９：３０～）
■場 所：佐土原体育館 会議室
■対象者：性別・年齢を問わず、どなたでも
■参加費：３００円/人 （要申込）
＊（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）先生を講師としてお招き
し、太極拳教室を開催します。
興味のある方は、ぜひご参加下さい。

◆ 佐土原図書館 案内

●おはなし会のお知らせ
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。

■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）

●子ども向け上映会のお知らせ
子ども向けのアニメなどを上映します。

■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：不要
■参加費：無料
●午前１０時からの上映会のお知らせ
一般向け作品を上映します。

■毎月第 1日曜日 1０：００～１２：００
＊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：不要
■参加費：無料
●子ども向け上映会
子ども向けのアニメなどを上映します。

■令和元年７月２７日（土）１３：３０～１４：３０
■場 所：佐土原総合文化センター 小ホール
■定 員：１００名（対象：子ども） 申し込み：不要
■参加費：無料
●夏休み自由研究講座「調べ学習たすけます！」
■日 時：令和元年７月２７日（土） 1０：００～１２：００

■場 所：宮崎市立佐土原図書館

■定 員：１０名（対象：小学生）

■申 込：要申込（令和元年６月２２日（土）～７月２２日（月）まで

に来館・TEL・メール・FAX）

■参加費：無料 持参：筆記用具
【お問合せ】 宮崎市立佐土原図書館

電話 ３０－１０３７ ・ FAX 72-2066

メール swlibrary@city.miyazaki.miyazaki.jp

■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。管理者が栽培方法の相談にのったり、畑の管
理のサポートもしていますので初心者の方でも安心して
ご利用できます。駐車場、トイレ、手洗い場などの施設も
充実しています。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

農村整備係 電話 ７３-１１１４

◆ 施設も充実！野菜づくりを楽しもう！ ◆ 「佐土原総合文化祭」一般展示作品募集

■募集期間：令和元年６月３日（月）から
令和元年８月２日（金）まで

■募集内容：絵画、写真、手芸など一人１点
■対 象 者：佐土原町域にお住まいの方
■展示期間：令和元年１１月２日（土）・３日（日）
■展示場所：佐土原総合文化センター内
■作品搬入日：令和元年１１月１日（金）
＊ 作品の搬入・搬出は出品者各自が行ってください。
＊ 佐土原町域の各公民館で申込用紙にご記入ください。
【お問合せ】 佐土原総合文化センター

電話 ７２-２９９８

◆ 地域イベント・行事予定 in sadowara (令和元年６月～８月)◆



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 ◆

◆ 佐土原町交番からのお知らせ

警察官募集始まる！
宮崎県警では、安全で安心な宮崎をつくるために働く
やる気と情熱を持った若い力を求めています。

《 試験案内・警察官 B 》
●受験資格：昭和５９年４月２日～平成１４年４月１日までの間に生

まれた方（男性・女性）
＊高校卒業及び短大卒業の方が主な対象
（学校教育法に規定する大学卒業者以外）

●案内開始日（申込用紙配布）：７月８日（月）から

●申込期間：８月１３日（火）～８月３０日（金）

＊電子申請申込期間は８月２７日（火）迄

●試験日

○第一次試験（教養試験・体力試験）

。教養試験 １０月２０日（日）

試験会場〔宮崎市・都城市・延岡市・日南市〕

・体力試験 １０月２１日（月）、２３日（水）～２５日（金）、２８日

（月）のうち指定する日

＊但し試験会場は宮崎市のみ

○第二次試験（作文試験・人物試験等）

１１月中旬～１２月中旬 ＊但し、試験会場は宮崎市のみ

●最終合格発表：１２月下旬

【注意点】

①受験資格の年齢が３５歳未満とこれまでより大幅に引き上げ

られました。

②警察事務職員（高校卒業程度）の採用試験も同時に行ないま

す。

＊受験資格年齢等が警察官と異なりますが、案内開始日・申込

期間は同じ。

交番に案内パンフレットや申込用紙がありますので、興味
がある方や詳しく知りたい方は、遠慮なくお問合せ下さい。
特に体力試験の種目や過去の倍率等どんな事でも結構

です。
＊佐土原町交番 電話 ７３－１１４１

水浴びしながらのガマ探りで、ウナギ・ナマズやフナの手づか

み捕り、夕食の材となる。春先の山にては、ツワブキを友と収

穫し、冬山ではメジロ捕りに勤しんだ。

今は、住宅地と変容しています。

＊山野菜 ツワブキ取れや 親せかす。

＊ガマ探り 魚に非ずや ヘビ掴み。

太田 勝己さん
お お た か つ み

梅野自治会

生まれも育ちもこの地で、野中の

一軒屋、小高い地に広瀬農協の製

茶工場の農協職員の父と母、犬１頭

で暮らしていた。

広瀬小まで４キロの道のりは遠い

ものでした。同行の先輩に近道と言

われ、久谷辺りの山道をまわり、椎

の実、アケビやムベ等をおやつ代

わりに喰らい、家路についた。

休日等は休畑での草野球、川溝

沿いの畑が土砂崩れの砂の上にと

び下りしたり、砂山ではしゃぎ回っ

たり。天神川の魚釣りや、カニ穴に

◆ リレートーク

◆「地域のお宝発掘・発展・発信事業」情報

来年（２０２０年）で、関ヶ原の戦いから４２０年となります。

この有名な天下分け目の戦いで活躍し、見事に生涯を終

えた、佐土原城主「島津豊久」を知っていますか？

佐土原にゆかりのある皆さんに、ぜひ知っていただきた

い「島津豊久」について、 次号（１０月号）より詳しくご紹

介します。 ぜひご覧ください。お楽しみに♪

「島津家」なら聞いたこと
あるけど・・・

豊久ってどんな人？

何かすごいことしたの？

＊佐土原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「ほっこり、ほこほこ！」ニュース

◆佐土原町の人口（令和元年５月１日現在 現住人口）

・３３，０７９人 （前月増減－３人）

・男性 １５，５４３人 ・女性 １７，５３６人

・世帯数 １３，２７６

携帯電話用

ＱＲコード

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。

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

◆ 宮崎市防災メールに登録を１


