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本市では、住民の声を市政に反映させ、地域の課題解決のた
めの協議等を行う地域協議会を設置しています。
地域協議会は、地域の各種団体から推薦された委員と公募に

よる委員で構成されており、地域住民や各種団体等と調整しな
がら、地域が抱える課題を解決するための協議や施策の提言等
を行っています。
この度、各地域自治区の地域協議会委員が令和２年３月末で

任期満了となるため、次のとおり、新しい委員として、地域のま
ちづくりに関心があり、積極的に参画していただける方を募集し
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（令和２年４月１日～令和４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市民
福祉課。（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、令和２年１月３１
日（金）までに、直接または郵送（必着）で佐土原地域自治
区事務所（佐土原総合支地域市民福祉課）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市民福祉課（７３－１４１１）

◆宮崎市地域自治区の地域協議会委員を募集

１月１０日は

正しい１１０番の利用にご協力下さい。

１１０番は、今、起きている事件・事故対応する「緊急電話」で
す。正しく利用して下さい。

１１０番通報の仕組み
○宮崎県内から１１０番通報すると、全て宮崎県警察本部の
通信指令課につながります。
＊最寄の警察署や交番が受理しているわけではあり
ません。

○１１０番受理と同時に、事件・事故を担当する警察署のパト
カーや交番の警察官が現場に出動します。
＊あなたが通話している間も既に警察官は現場に向
かっています。

１１０番は緊急電話です！
○「財布を落とした」とか「運転免許の更新はどうすれば
いいの」といった緊急性のない用件は、最寄の警察署や
交番・駐在所に連絡して下さい。
＊年間、６万件以上もの１１０番の中の約４分の１が、こ
のような緊急性のない用件の１１０番です。

○緊急性のない用件で１１０番されると、緊急を要する本当
の１１０番がつながらないことにもなりかねません。

事件・事故、見たら聞いたら１１０番！

◆ 佐土原町交番からのお知らせ

～１１０番の日～

◆地域のお宝発掘・発展・発信事業 情報

シリーズ：「島津豊久」関ヶ原一の強者②
慶長５年（１６００年）の秋、徳川家康を大将とする「東軍」と、石田三成を中心とする反徳川勢力の「西軍」との合戦が幕を開

けました。当時の島津の当主義弘（よしひろ）は「西軍」に就くことを決め、甥で佐土原城主の豊久らを従えて出陣しました。
しかし、西軍の指揮官三成は、義弘の勧める作戦を取り入れようとせず、島津隊をないがしろにするような行動を何度も取
っており、豊久や義弘は落胆していたといいます。
９月１５日、ついに両軍が入り乱れ、大決戦が始まりました。午前中、戦いは一進一退でしたが、午後に入ると西軍の有力な

大名、小早川秀秋が裏切って味方を攻撃したことで西軍は総崩れとなりました。この結果、島津隊 1,500 人はまたたく間に
300 人余りに減り、数万の敵の真っ只中に取り残されてしまったのです。義弘は、「もはやこれまで」と戦死を覚悟し自分から
敵の中に切り込んで進もうと決意しました。しかし、これを見た豊久は「わが軍の負けは明らかです。私は島津の名誉をかけ
て戦い、見事に死んでみせましょう。しかし義弘公は別です。どうか兵を率いて薩摩にお戻りください。島津が残るかつぶれ
るかは義弘公お1人にかかっているのです。」と激しく叔父に忠告しました。そして、義弘に代わって馬を回し、兜を脱ぎ、白鉢
巻を締め、しばらくは矢を放って応戦し、矢が尽きると今度は槍を取り、敵中に突進し奮戦したのです。しかし、ついには左肩
と腰に重症を負い、乱戦中に壮絶な死を遂げたといいます。時に豊久は31歳でした。この奮戦の場所とされる岐阜県大垣市
の烏頭坂（うとうざか）には、豊久の活躍をたたえる石碑が建っています。豊久や佐土原勢をはじめ、そのほとんどが戦死し
たという島津軍でしたが、この将兵たちのお陰で、義弘は無事に帰国することができたのです。

さ ど

わ ら

講演会の案内
島津豊久公生誕４５０年、関ヶ原の戦いから４２０年を記念して、３週連続で島津豊久に関する講演会を実施します。
会場はすべて佐土原総合文化センター小ホールで、参加料は無料です。

＊参加申込は、佐土原総合支所地域市民福祉課（０９８５－７３－１４１１）まで。 主催：佐土原 SIGEKI 塾

回 とき 講師

第１回 令和２年２月８日（土）

１３：３０～１５：００

新名 一仁氏

（歴史研究者・鹿児島大学非常勤講師・著書「島津四兄弟の九州統一戦」他）

第２回 令和２年２月１５日（土）

１３：３０～１５：００

小俣 麦穂氏

（児童文学作家・イラストレーター・著書「豊久の女」他）

第３回 令和２年２月２２日（土）

１３：３０～１５：００

図師 保光氏

（佐土原 SIGEKI 塾代表・佐土原城物語編集発行）



◆ 地域の出来事 (令和元年８月～１１月) ◆

◆ 佐土原高校生がイベントに参加しました！

トを盛り上げました。また「佐土原総合文化際」や「みやざき
テクノフェア」では、学科の展示やワークショップに参加し、
地域の皆さんと交流することができました。

佐土原高校生徒
が地域の様々なイ
ベントに参加しまし
た。
宮崎駅で開催さ

れた「鉄道の日」で
はミニＳＬを走らせ、
「神武さま」では企
画や運営でイベン

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。
佐土原町内の小学校、中学校の生徒さんの作品や特別展示
の「根井三郎展」に多くの方が足を止め熱心に見ていまし
た。団子のふるまいでは開始前より多くの方が並び好評でし
た。同時開催の子ども祭りも屋外で開催しており、館内外と
も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。
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

１１月２日・３日「生涯学
習フェスティバル in 宮
崎２０１９」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、中学
校、老人クラブ、一般参

◆ 佐土原総合文化祭が開催されました！令和元年10月27日（日）に2019さどわら健康ふくしまつ
りが開催されました。「いつまでも 夢や希望をもって暮ら
せる 福祉のまちづくり」をテーマに 58 団体が参加し、健
康相談や様々な体験コーナー、ステージイベント、食品等の
販売が行われ、約 1300 名の方が来場されました。
また、ふくしまつりポスターデザインやふくし啓発標語の

表彰も行われました。
【ポスターデザイン】

佐土原高校 2年 江口 翔太さん
【ふくし啓発標語】
最優秀賞
広瀬北小学校 6年 落久保 優斗さん
「さしのべる その手が 福祉の第一歩」
優秀賞
広瀬西小学校 6年 俵 愛美さん
「助け合う 人々の力 無限大」

那珂小学校 5年 野中 泰汰さん
「支えあう やさしい心と笑顔でつくる 地域の輪」

広瀬小学校 2年 久保田 廉隆さん
「ぼくときみ こころポカポカ わらいがお」

最後に、バザー協賛品等にご協力いただいた皆様ありがと
うございました。

◆ 2019 さどわら健康ふくしまつり

◆ 佐土原町金婚祝賀会が開催されました！

１１月６日（水）に
佐土原総合文化セ
ンターにおいて、佐
土原町婦人連絡協
議会主催のもと、
金婚祝賀会が開催
されました。
昭和４０年に始ま

りました金婚祝賀会は、今回で５５回を数え、昭和４４年に
ご結婚をされたご夫妻を対象に、３０組（６０名）の金婚者
にご参加いただき、盛大に行われました。
次回は、昭和４５年にご結婚されたご夫妻が対象となり

ますので、たくさんの方のご参加をお待ちしております。

８月２８日・２９日に佐土原体育館他の会場で予選大会が行

われました。１部２６チーム、２部３２チームの４５５名が参加さ

れました。
決勝大会は、９月１５日佐土原体育館で行われ、１部・２部そ

れぞれの８チームが対戦、１部の前牟田チームは、向かうと
ころ敵無しの６連覇優勝となりました。
(１部)
優 勝・・・前牟田
準優勝・・・小牧台 1区Ａ
３ 位・・・春日台Ａ

西野久尾 A

◆ 体力づくりミニバレーボール大会の結果

(２部)
優 勝・・・久谷
準優勝・・・小牧台３区
３ 位・・・春日台 B

大炊田 B

◆ 広瀬中学校地域ボランティア

今年で１１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１０日に行
われました。ボラン
ティアの広中生２１０
名と広小校区の各
自治会から参加され

た校区の人たち総勢３４０名が合同で、なぎさ橋周辺の自転
車道、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。今年は昨年と比べてペットなどの
散乱は少なくなったもののそれでも軽トラ４台分くらいを回
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１時間半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。
ありがとうございました！
【お問合せ】広瀬小学校区地域づくり協議会 ７３－１１２０



◆ 城の駅「佐土原いろは館」 案内
5 周年記念大感謝祭！
■日 時：令和２年２月 9日（日） １０：００～１５：００

■場 所：宮崎市 城の駅「佐土原いろは館」
会場周辺では、佐土原の伝統工芸品絵付け体験やステー

ジショーなどの、さまざまなイベントが開催されます。また、
地域交流のある鹿児島県垂水市の水産物販売もありますの
で、是非この機会にお買い求め下さい。お待ちしています。

【お問合せ】佐土原総合支所 電話７３－１４１１

◆ 佐土原図書館 案内
図書館を休館します。
■期 間：令和元年１２月２９日（日）～令和２年１月３１日（金）
＊年末年始（令和元年１２月２９日～令和２年１月３日）及びシステム
更新（令和２年１月４日～１月３１日）のため図書館を休館いたします。
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
室も休館します。

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）
＊0歳の赤ちゃんから参加できますので、ぜひ遊びに来て下さい。

子ども向け上映会のお知らせ
■日 時：毎月第１土曜日（１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
＊子ども向けのアニメなどを上映します。

午前１０時からの上映会のお知らせ
■日 時：毎月第１日曜日（１月は無し） 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

古本配布会（無料）
■日 時：令和２年２月１日（土）、２日（日） 開館時間中
■場 所：宮崎市立佐土原図書館
■持 参：古本を入れる袋
【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

◆ 佐土原小学校区地域づくり協議会 案内
第６回佐土原城跡整備
■日 時：令和２年２月２３日（日）

■場 所：佐土原城跡（鶴松館前集合）

■対象者：一般市民

＊台風被害により天守台跡まで行けなくなった城跡を整備し

て、広く市民の皆さんに城跡散策の場を提供する。

宝塔山公園桜まつり
■日 時：令和２年３月２９日（日）

■場 所：佐土原町 宝塔山公園

＊桜咲く広場で演芸等の出し物、出店を設置し、春の到来を市

民の皆さんと共に喜ぶ憩いの場を提供する。

【お問合せ】佐土原小学校区地域づくり協議会 電話７４－３４７１

◆ 広瀬小学校区地域づくり協議会 案内
第１５回元気げんきまつり
■日 時：令和２年２月１６日（日）

■場 所：広瀬中学校体育館

■対象者：広瀬小学校区地区民

＊今回は広瀬中学校体育館で、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。又お昼時には美味しいカレーのふるま

いも準備しています。幼稚園生、小学生、中学生、高校生、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

◆ 宮崎市社会福祉協議会 案内
災害ボランティア入門講座（無料）
■日 時：令和２年２月中旬（予定）

■場 所：佐土原地域福祉センター

■対象者：防災に興味のある方・地域で防災を担当している方
・災害ボランティアセンターの仕組みと依頼方法、参加方法

・災害時のネットワークのあり方について

・昨年好評だった「非常食づくり」をします。

【お問合せ】宮崎市社会福祉協議会佐土原支所 電話３６－２０２０

◆ 佐土原歴史資料館 案内
うずら車の絵付け
■日 時：令和２年２月２日（日）１３：３０～１５：３０

■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(土）～１月１３日（月）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。
【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）

◆ 地域イベント・行事予定 in sadowara (令和２年１月～３月) ◆

◆ 佐土原高校 案内
佐土原高校 産業デザイン科 第 30 回卒業制作展
■日 時：令和２年１月２３日（木）～26 日（日）

■場 所：イオンモール宮崎 ノースモール２階 イオンホール

＊産業デザイン科３年生が制作した、ポスターやパッケージ、映

像作品や木製家具などを展示する卒業制作展です。

記念すべき３０回目の作品展をぜひご覧下さい。

【お問合せ】佐土原高校 産業デザイン科 電話７３－５６５７

◆ 「さどわらすこやか会」 講演会 案内
「関節疾患と糖尿病](無料)
糖尿病などの生活習慣病は、実は関節にも影響を与えること

をご存知ですか？この講演会では、医師、理学療法士、保健師が
糖尿病と関節疾患について、生活習慣や運動のポイントを分かり
やすく説明いたします。毎日を豊かに過ごすために、元気で健康
な体づくりを学びましょう♪
どなたでもお気軽にお越し下さい。

■日 時：令和２年１月３０日（木）１４：００～１６：００

■場 所：佐土原総合文化センター（小ホール）

■講 師：院長 宮元 修一先生（宮元整形外科医院）

■要申込み：令和２年１月２２日（水）までに、電話またはＦＡＸで

佐土原保健センターへ

＊当日参加も可

【お問合せ】佐土原保健センター 電話７３－１１１５・ＦＡＸ７３－３５１１
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佐土原に生まれ
１９８年の歴史を迎え
ることが出来ました。
現在５代目を数える
「あがりお畳」です。
宮崎養護学校の校

長先生と知り合い
「障がい者の学生が
畳店で働くことは出
来ないだろうか」と
相談を受け、高等部３

◆ リレートーク

上尾 光寛（田中区自治会）
あがりお みつひろ

年生を預かることになり、指導や訓練を始めました。
手作業の仕事は無理だったため、コンピューターロボットを

取り入れることで５名の学生を雇用をすることにしました。
その後、養護学校での講演会や障がい者の雇用が認められ
厚生労働大臣賞を受けることができました。
現在、障がい者の方を雇われている畳屋さんは、７軒２０名

を数えます。
佐土原のまちおこしにと、畳に大きな鯨の絵を描き、縁に

も絵を入れたところ、新聞雑誌の他、地元テレビやＮＨＫさん
に紹介して頂きました。当時有名だった、金さん銀さんに畳を
送る話がＮＨＫから舞い込み、全国放送のおかげで佐土原の
町を全国に広めることができました。
これからも、ここで働いている障がい者の実績をどんどん

外部にＰＲして行きたいと考えています。

◆「 郷土佐土原を語る会」での出会い

関東在住で佐土原町出身の皆さんが、年に 1 回９月に東京
の市ヶ谷で、佐土原を懐かしむ「郷土佐土原を語る会」が開
かれました。
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秋田県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。
会場には、佐土原などの名産品を集めた販売コーナーを

設置し販売が始まると、佐土原ナスやしょうが、どんぶりちり
めんなどが、瞬く間に売り切れてしまいました。
今回の世話役として若い２名に協力していただき、より有

意義な会が行われました。

～世話役を努めていただいた一人を紹介します～
田中 宗樹さん

宮崎からの上京応援プロジェクト
「首都圏の学校や企業に進学・就職する人」、「自分の夢をか
なえるために上京する人」を応援します。
・若手企業家が集まる勉強会
先輩の苦労話を聞いたり、相談したりと進路の参考になる
かも。
・若者が集まる懇話会
同じ境遇で頑張る仲間同士を知ることで、毎日の励みに
なるかも。

【お問合せ】 ＮＰＯ法人 宮崎県わけもん会
副理事長 田中 宗樹 電話０３－３４６１－００１２

プロフィール：宮崎県佐土原町出身、国会議員政策秘書７年
建設会社１０年、不動産業３年経て独立

◆ 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１１月１日現在 現住人口）
３３，１１０人 （前月増減 ＋１８人）
・男性 １５，５７１人 ・女性 １７，５３９人
・世帯数 １３，３３０（ 前月増減 ＋１３戸）

＊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。

津倉市民農園では利用者を募集しています。
野菜や花の栽培を通して土に親しみ、自分で育てた野菜

を収穫する喜びを感じてみませんか？管理者のサポートも
ありますので、初心者の方でも安心して利用できます。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！野菜づくりや花づくりを楽しもう！

■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 ７，３３０円
＊1区画約１５㎡（３ｍ×５ｍ）、1人2区画まで利用可能。


