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◆佐土原地域自治区地域協議会が開催されました！

令和元年７月２６日佐土原保健センターにて、第２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、庁舎管理課から「庁舎のあり方の検討について」の説明があり、その後、下記の審議内容について、地域

協議会委員の皆様から活発な意見が述べられました。

その他、連絡事項として、介護保険課から「住民参画型介護
予防・生活支援推進事業」についての説明があり、また、地域市
民福祉課からは「地域内交通に関するアンケート調査」につい
ての進捗状況と「地域魅力発信プランの実現率に係る評価」に
ついての報告がありました。

会議出席：地域協議会委員１６名 ・オブザーバー４名

【審議内容】

１、地域コミュニティ活動交付金の配分の見直しについて

２、佐土原総合支所の組織体制について

３、佐土原歴史資料館（鶴松館）の開館日について （地域協議会会議のようす）

＊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（１８名）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。またオブザーバーとして、佐土原

地域自治区の県議・市議の皆様をはじめ、小中学校代表の校長先生等に出席いただき、会議を見守って頂いています。

中学校区 期 日 開 式 場 所 問合せ先

広 瀬 １月４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
TEL ７２－０２４４

佐土原 １月１１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
TEL ７４－００１８

久 峰 １月１２日(日) 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
TEL ７２－２９９８

「地域の手による温かみあふれる成人式」を上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）

◆ 令和２年 成人式のご案内

◆「地域のお宝発掘・発見・発信事業」情報 ◆市民一斉清掃のお知らせ

自治会連合会の主催で毎年１１月の第２日曜に実施して
いる「市民一斉清掃」、昨年度は佐土原区域で約６千人、市
全体で約 4万２千人が参加いただきました。
今年も地域の環境浄化と住みよいきれいなまちづくり

をめざして下記のとおり行われます。
※お住まいの自治会の清掃と重点清掃区域(道路・河川・
公園等)の清掃活動への取り組みにご協力お願いします。

日 時 ： 令和元年１１月１０日 日曜日
（開始時間は各地域で決定）

※ 雨天延期日は１１月１７日（日）

主催：宮崎市自治会連合会

後援：宮崎市・宮崎市教育委員会・２７地域まちづくり推進委員会

（これまでの一斉清掃の様子）

「島津豊久」関ヶ原一の強者①
１６世紀中頃の戦国時代、佐土原城にあって現在の宮崎県を

ほぼ支配していた「伊東氏」に代わり、佐土原城主となったの
が島津４兄弟のひとり、「島津家久」です。豊臣秀吉が恐れた
天性の豪勇さと知略に富んだ家久の息子である「豊久」もま
た、幼少から鍛えられ、父の武士魂を引き継いだようです。父
家久の急死により、豊久は１８歳で佐土原城主となりました。
豊久は１５歳のときに初陣を飾り、豊臣秀吉の２度の朝鮮出兵

で数々の殊勲を立てています。その後勃発した「関ヶ原の戦
い」では、叔父の義弘を逃がすため敵中に突進して奮戦し、最
後は壮絶な死を遂げました。この奮戦の場所である岐阜県大
垣市の烏頭坂（うとうざか）には、豊久の関ヶ原の戦いでの活
躍をたたえる石碑が建っており、今でも手厚く供養されていま
す。なお、豊久についてはドリフターズ（漂流者）という漫画の
主人公となっており、若い世代に人気を博しています。
豊久が戦死した関ヶ原の戦いから来年で４２０周年を迎えま

す。次号（１月号）では、関ヶ原の戦いでの豊久の活躍につい
て、詳しくお伝えします。

参考：ハイライト子供読本「佐土原城物語～戦国編～」

佐土原 SIGEKI 塾



佐土原町域のボランティア団体が中心となり、福祉体験

やステージイベント、食品等の販売を行います。

■日 時：令和元年１０月２７日(日)午前１０時～午後３時
■場 所：佐土原地域福祉センター
【お問合せ】宮崎市社会福祉協議会佐土原支所

電話：３６－２０２０

◆2019 さどわら健康ふくしまつり

◆ イベント行事予定 ◆

●いじめ根絶集会
その「いじり」大丈夫？

いじめ根絶集会が 6／30（日）参観日の日に保護者も参加
して行いました。その「いじり」大丈夫？をテーマに体育館で
行いました。まずは、日頃の「いじり」を出し合い、その「いじ
り」をどう思うかグループに分かれて話し合いました。
＊1 年生のコメント
今日のいじめの根絶集会でみんなと話し合いができてよ

かったです。違う意見もたくさん出ました。言われた側がい
やだと感じたらそれは「いじめ」になってしまうことになるの
で、これからは相手のことを考えて対応しようと思います。

写真：

壮行会での演奏

●第 64 回宮崎県吹奏楽コンクール
Ｂパート 優秀賞

７月２９日(月)に行われた宮崎県吹奏楽コンクールで本校
の吹奏楽部が見事に優秀賞(Ｂパートの部)を受賞しました。
２年生４名、３年生５名の計９名の少ない人数での演奏でした
が大きな市民文化ホールに素晴らしい演奏を披露してくれ
ました。
＊部顧問 深江教諭のコメント
普段の練習の力をコンクールに出すことができました。

一番良い賞がもらえ
たので生徒にとって
これからの励みにも
なると思います。

７月２０日～２２日に第７０回宮崎県中学校総
合体育大会が行われました。３年兒玉鼓太郎
(こだまこたろう)君が柔道競技７３ｋｇで見事
に優勝しました。８月５日から九州大会 (長崎
県諫早市)、８月１９日から全国大会 (兵庫県姫
路市)に出場しました。
＊兒玉君のコメント
両大会ではこれまで支えてくださった皆さ

ん、応援してくださる皆さんの思いにこたえ
られるよう、自分らしい試合をしていきたいと
思います。

●第 70 回宮崎県中学校総合体育大会
「柔道優勝 兒玉鼓太郎」さん 九州大会・全国大会出場

◆さどわら中通信

（東町地区 Cチーム）

＊優勝：
東町地区

Cチーム
＊準優勝
前牟田地区

＊３位
平松地区
天神地区

令和元年６月１９日・２０日に佐土原体育館、その他 3会場
で、24 地区２７チーム（４０４名）の参加のもと、予選大会が
行なわれました。
また、６月３０日には佐土原体育館で決勝戦が行なわれ、

８チームで対決、決勝は時間が足りずに１セット勝負になり
ました。
応援していただいた皆様、ありがとうございました。

◆第 42 回体力つくりバレーボール大会の結果

◆宮崎県立佐土原高等学校たより

●佐土原高校と台湾の姉妹校交流
6 月 18 日（火）姉妹校の台中市立東勢高級中等学校の生

徒と、インターネットのテレビ会議システムを使った交流を行
いました。モニターを通して、それぞれの学校の特色や学習
内容などを紹介し合いました。
東勢高工は全校生徒約 1800 人、全日制 11 学科、定時制 3

学科の大規模な工業高校です。交流のきっかけは、昨年東勢
高工の生徒が修学旅行で本校を訪れ交流したことが縁とな
りました。
今年は、本校の海外修学旅行希望者が東勢高工を訪問し

●佐土原高等学校 オープンキャンパスのご案内
■日 時：令和元年１１月１６日（土）１０：００～１２：３０

■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

＊授業で取り組んでいる課題研究（実習等）の見学です。
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

交流する予定です。
佐土原高校の国際

交流にもご期待下さ
い。

◆みんなのひろば 出来事 in sadowara(令和元年 6月～8月)◆



一般財団法人 みやざき公園協会
花苗の無料プレゼント 先着１００組
■日 時：令和元年１０月５日（土） 午前１０時～

■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・冬の一年草ミックスを配布予定）の
無料プレゼントを行います。
＊勝手ながら、配布数は一家族一鉢とさせていただきます。

ノルディックウォーキング教室
■日 時：令和元年１０月１４日（月・祝） 午前９時３０分～１１時３０分
■場 所：久峰総合公園 管理事務所集合
■参加費：１，０００円（要事前申込・先着２５名）

参加費には貸ポール代を含みます。

＊両手に持ったポールを地面に突きながら歩くノルディックウォーキング。

その公認指導員を講師に迎え、用具（ポール）の使い方や正しい歩き

方などを学び、実際に園内を歩きます。

犬のマナー教室
■日 時：令和元年１１月４日（月・祝） 午前１０時～１１時
■場 所：久峰総合公園 ゲートボール場
■参加費：犬一頭につき３００円（要事前申込・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

佐土原歴史資料館案内
十三夜、月を愛でる（コンサート）

＊日本独自の文化である十三夜の雰囲気を味わいながら、篠笛の
コンサートを聴くことができます。

■日 時：令和元年１０月１１日（金）１９：００～２０：００
■場 所：宮崎市佐土原歴史資料館 鶴松館
■対 象：子どもと保護者・一般 ２５名
＊要申込み（９月１１日～ ９月２０日 受付・多い時は抽選）

佐土原人形絵付け
＊佐土原人形の絵付けを行ないます。

■日 時：令和元年１１月４日（月・祝）１３：３０～１５：３０
■場 所：宮崎市佐土原歴史資料館 鶴松館
■対 象：子どもと保護者・一般 ２０名
■参加費：５００円
＊要申込み（１０月４日～ １０月１３日 受付・多い時は抽選）

佐土原城再発見
＊佐土原城の歴史について等、文化財課の方による講座を行ない
ます。

■日 時：令和元年１２月１日（日）１３：３０～１５：３０
■場 所：宮崎市佐土原歴史資料館 鶴松館
■対 象：一般（親子も可） ３０名
＊要申込み（１１月１日～ １１月１０日 受付・多い時は抽選）
注意：ホームページのお申込みフォーム・電話・FAX のいずれかで

お申し込みください。
【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）

巨田（こた）神社大祭 開催
■日 時：令和元年１１月１０日（日）
■場 所：巨田神社 （雨天時は巨田地区公民館で開催）

巨田神楽、ふるまい・せんぐ等を行います。

【お問合せ】佐土原小学校区地域づくり協議会 ７４－３４７１

バスツアーのお知らせ
＊歴史の町「佐土原」を体感できるバスツアー第2弾。巨田
神楽も観覧できます！

■日 時：令和元年１１月 10 日(日) 13:00～１６:30
【お問合せ】佐土原地域市民福祉課バスツアー係

電話 73-1411

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３日（火）～１２月１０日（火）
＊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
内の図書室は１２/3（火）～５（木）休館します。

おはなし会のお知らせ
＊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。
■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
*毎月第 1 土曜日に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 月、12 月は無し）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
午前10時からの上映会のお知らせ

*毎月第 1 日曜日に一般向け作品を上映します。

■毎月第１日曜日（11 月のみ第 2日曜）1０：00～1２：０0
■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
としょかんナイトコンサート

＊閉館後の図書館でコンサートを行います。

■日 時：令和元年１０月６日（日）１８：１５～１９：１５
■場 所：宮崎市立佐土原図書館
■対 象：子ども～一般 申込不要
親子DE楽しむ辞書の会

＊辞書を使ってあそ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下さい。
■日 時：令和元年１２月２１日(土）９：３０～１０：３０
■場 所：佐土原総合文化センター 研修室
■対象者：小学生の親子
■定 員：３０組
■申 込：要申込（令和元年 11 月 16 日（土）～定員になり次第締

め切り）（来館・TEL・メール・FAX にて申込)
■持 参：筆記用具、国語辞典
かるた昔あそび会

＊畳の上で百人一首などのかるたや昔あそびを体験してみませ
んか？

■日 時：令和元年１２月２１日（土）１０：３０～１１：３０
■場 所：佐土原総合文化センター 和室
■対 象：子ども～一般 申込不要
【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

◆地域イベント・行事予定 in sadowara (令和元年 10 月～12 月)

佐土原総合文化祭
＊佐土原総合文化センターにおいて、生涯学習の成果発表を行いま
す。ご家族お揃いで会場に足をお運びください。

■日 時：令和元年１１月２日（土）9:00～18:００

：令和元年１１月３日（日）9:00～1５:３0

■場 所：佐土原総合文化センター
・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、老人クラブ、一般の作品展示およびステージ発表
・芸能発表 ・お楽しみ抽選会

【お問合せ】佐土原地区交流センター
電話７４―００１８



■施設名：宮崎市津倉市民農園
■場 所：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

（令和元年 10 月 1 日申込から料金改定）
＊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！野菜や花づくりを楽しもう！も

◆ 地 域 の 情 報 ・ ＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮ ◆

子どもたちの夏休み期間に春日台地区学習等供用施設（春日台学習館）で実施された、「春日台子どもふれあい広場」をご紹
介します。
春日台子どもふれあい広場は、「春日台学習館に子どもふれあい広場を設け、安心安全な環境で児童の健全育成を手助け

し、地域社会に寄与する」ことを目的に、春日台にお住まいの１８名の会員のみなさんが、ボランティアで運営をされています。原
則として、春日台に居住している児童が対象で、参加申込書を提出すれば参加が可能です。
今年で３年目となりますが、参加する子どもの数は年々増えており、今年度の参加申込は、２８名ということです。
朝８時３０分から始まり１０時までは学習会、夏休みの宿題や自由研究などを行います。その後、１２時まで創作活動やレクリエー

ションを実施します。内容は日によって変わり、竹細工・パステルアート・編み物・料理教室・習字・ニュースポーツなどで好評です。

訪れたこの日は、カレー料理教室が開催されていました。カレーを
煮込んでいる間には、春日台に住む高校生によるマジックショーが
開催され、その見事な腕前に「えー！なんで！？」「すごい！！」と
大盛り上がりでした。
また、カレーを食べる前に、会員の方より食事と体についての話も

ありました。みんなで作ってみんなで食べるカレーはとてもおいしか
ったようで、おかわりをする子どもが続出でした。

会員の方の話をうかがうと、できるだけ子ども・保護
者のニーズにあった事業を展開していきたいというこ

とからアンケートを実施して、次年度の計画に生かしていくというスタンスを取っているとのこ
とです。会員のみなさんの熱い想いと、地域のニーズが合致したことで、会員と参加した子ど
も・保護者の両方が満足のいく取り組みとなっているのではないでしょうか。

◆地域のボランティア活動紹介！ ◆春日台 子どもふれあい広場

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

◆ 各地域づくり協議会ボランティア募集
恥ずかしがらずに言いますが・・私 8月で

64 歳になりました。家族や周りの人達や仕
事に支えられ今に至っています。その中で
体得した三つの事を実践しています。
そのⅠ：【深呼吸】を 1 日の色んな場面で

行ないます。特に寝起きと就寝時。鼻から
深く吸った息を長く吐いていきます。時に
は座禅を組み呼吸を意識したりします。
そのⅡ：いつでもどこでも【感謝の言葉】

を声に出します。「ありがとう」この言葉は
人を不機嫌にはしないはずです。スーパー
で買い物するときにも必ず言います。

わたなべ ちえみ

渡辺 智恵美さん
（梅野自治会）

そのⅢ：【今を生きる】ことです。今を重ねながら自分の生き様

を振り返り明日の今を作っていきます。

夜、大きな息を吐きながら「今日も頑張りました 1 日ありがと

う！」と３５０ｍｌのビールをグーッと飲み干している超ポジティブ

な私です。

いかがですか？実践してみませんか。

◆ リレートーク

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

◆ 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８月１日現在 現住人口）

３３，０９３人 （前月増減 ＋６人）

・男性 １５，５５５人 ・女性 １７，５３８人

・世帯数 １３，３１２（ 前月増減 ＋２０人）

＊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。


