
◆佐土原のお宝発掘・発展・発信事業活動状況 SIGEKI 塾

＜「いざ関ヶ原！島津豊久の戦い」講演会を開催しました！＞
佐土原 SIGEKI 塾では、島津豊久公生誕４５０年、関ヶ原の戦い（没後）４

２０年を記念して、２月８日（土）・１５日（土）・２２日（土）の３週にわたり、講演
会を開催しました。
第１回１７０名・第２回１３０名、第３回１５０名の皆さまにご参加いただき、大盛
況となりました。
皆さん熱心に聴講され、第１回の新名一仁氏（戦国史研究者）の講演の

後には、「長年不思議に思っていた謎が解けた」といった声も聞かれまし
た。
また、第２回の小俣麦穂氏（絵本作家、「豊久の女（め）」著者）の講演

では、歴史小説や漫画などで描かれた、史実だけでない通説なども含
めた「豊久像」を大いに語っていただき、ファンにはたまらない時間とな
ったようです。
第３回の図師保光氏（佐土原SIGEK塾代表）の講演では、同塾が発行し

た「佐土原城物語～ハイライト子供読本～（戦国編）」の内容に加え、読
本の内容をまとめた DVD の上映も行われ、佐土原 SIGEKI 塾の取り組み
を知っていただくことができました。
佐土原城主「島津豊久」をより多くの人に、より詳しく知っていただけ

るいい機会となりました。島津豊久公生誕４５０年、関ヶ原の戦い（没後）
４２０年の記念すべき年を、一緒に盛り上げていきましょう。

シリーズ

「島津豊久」関ヶ原一の強者③

関ヶ原の戦い、烏頭坂の殿 戦で重傷を負い、部
う と う ざ か しんがりせん

下たちに抱えられながら敵の追撃から逃れた豊久

は、ついに力尽き、自ら命を絶ちました。命をかけて

主君を守る兵の姿に心打たれたのか、上石津の

「三輪内助入道一斎」という人物が、豊久の亡骸を
みわただすけにゅどういっさい

丁寧に埋葬し、御墓と位牌を大切に守り続けたとい

います。

その後、菩提寺として再建された瑠璃光寺には、
る り こ う じ

現在も豊久の位牌が大切に安置されていて、それ

には「嶋光院殿忠道源信大居士神犠」「慶長五年九

月十五日」と書かれています。また、寺の裏手の島

津塚と呼ばれる場所には、豊久の墓と言われる五

輪塔が地元の方々の手で丁重に守られています。

この御墓の周りには草が生えないなど、不思議

な言い伝えが地元には残されているといいます。

R2 2/8 演題「島津豊久研究の現在」 2/15 演題「創作世界における島津豊久」 2/22 演題「関ヶ原一の強者 島津豊久の戦い」

◆有縁交流事業：宮崎市の中学生が秋田県大仙市を訪問！

令和元年１２月２６日（木）～２８日（土）に宮崎市の中学生１５名（佐土原町域からは７名）が、有縁交流都市である秋田県
大仙市に訪問し、ホームステイなどを通して地元の中学生らと親睦を深めました。中学生の相互交流は、若い世代に交流
の輪を広げることを目的としたもので、今回が９回目になります。
初日の２６日は戊辰戦争で戦死した佐土原藩士の墓がある大仙市協和町の「万松寺」と秋田市の「全良寺」で墓参りを

行き、その後、協和市民センター「和ピア」で行われた交流会で大仙市中学生やホストファミリーらと親交を深めました。
２７日は秋田のスキー場でスキー体験が予定されていましたが、雪不足のため、岩手県の夏油高原スキー場に会場を変

更して行われました。中学生たちは、初めてのスキーや雪合戦を大仙市の中学生とともに思う存分楽しみました。
最終日の２８日は日本３大花火の一つと言われる大仙市の「大曲の花火」を勉強できる花火伝統文化伝承資料館「はな

び・アム」と国際教養大学を見学しました。
３日間の行程を終え、中学生たちはスキー体験とホームステイが特に思い出に残っているようでした。
来年度は大仙市から中学生が訪問する予定となっています。

12/26 全良寺参拝のようす 12/27 スキー体験のようす 12/28 花火玉作製のようす
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◆佐土原高校たより 佐土原高校通信技術部が全国優勝しました！
1 月 11 日・12 日「ジャパンマイコンカーラリー２０２０全国大会」（北九州市で開催）に佐土原高校の通信技術部３名が出場し、

カメラ部門に出場した木浦くん（写真右）が全国優勝を果たしました。またアドバンス（応用）部門に出場した谷くんは予選 22

位（宮崎県では１番）、ベーシック（基本）部門に出場した溝口くんは予選７位（宮崎県では１番）となり、健闘しました。マイコンカ

ーラリー競技は、自分たちで製作したマイコンカー（模型自動車）が、中心に白い線が引かれているコースをあらかじめ書き込

んだプログラムに従い自動走行しタイムを競う競技です。通信技術部員７名で切磋琢磨しあい、今回の結果になりました。

応援、ありがとうございました！
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◆第 14回 ひろきた元気フェスタが開催されました

令和２年２月２日「ひろきた元気フェスタ」が佐土原総合文
化センターにて行われました。当日は晴天にも恵まれ 1000
名を超える方が参加され、盛況のうちに終えることが出来
ました。
この事業は、全地域を上げての取り組みで「地域参加型

のひろきた元気フェスタ」が出来たことは、みなさま方のご
協力のおかげだとこころより感謝申し上げます。
これからも地域づくり協議会の活動に協力をお願いいた

します。
広瀬北小学校区地域づくり協議会 会長 岩本 武尚
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） （屋外イベント テント村（１４地区）・防災訓練のようす）

令和２年２月９日（日）宮崎市『城の駅 佐土原いろは館』
の開館５周年を記念した感謝祭が開催されました。
当日は、佐土原の皆さんに歌やダンスのステージ、新鮮

な野菜や特産品の販売、出店・キッチンカーなどの参加・協
力をいただき、ご来場いただいた方々に「佐土原いろは
館」をたっぷりと楽しんでいただきました。
これまでで 1 番の賑わいを見せるなど、『佐土原いろは

館』の魅力は年々高まっています。これからも更なる魅力
アップに努めてまいります。皆様もぜひ『城の駅 いろは
館』へお立ち寄りください。

◆宮崎市 『城の駅 佐土原いろは館』

開館５周年記念大感謝祭開催！

（屋外イベントのようす）

◆宮崎市佐土原地区体育会 大会結果

●体力つくりソフトボール大会の結果
佐土原西運動場の会場で令和元年１０月１３日にソフトボール

の予選大会が行われました。２１地区２３チーム（４１９名）が参

加されました。
決勝大会は、１０月２０日に４チームで行い、優勝は平松地

区で４連覇となりました。準優勝は東町Ａ地区、３位東町Ｂ地
区と北園地区という結果になりました。

優 勝

平松地区

●第３６回宮崎市地区対抗駅伝競走大会の結果
第３６回宮崎市地区対抗駅伝競走大会が令和２年１月１９

日、宮崎市臨海公園サンビーチ一ツ葉で６区間（１１．６２Km）で

行われました。

男子の部１３チームのうち、佐土原からは３チームが参加、

A チーム２区の落合 智優（おちあい ちひろ）君（小学６年

生）、３区の潟山拓也（がたやま たくや）さん（３０才）が区間

賞の好走で６年ぶりの優勝でした。

女子の部は１１チームのうち佐土原からは２チームが参加、

３位と功績を上げました。

◆みんなのひろば 出来事 in sadowara（令和元年 12月～2年 2月)◆



◆ 地域イベント・行事予定 in sadowara (令和２年 4月～6月)◆

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方
■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

●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！

＊4/29 を除く （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。

■日 時：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 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。

■日 時：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 参加費：無料
●お楽しみおはなし会＆おひるねアート撮影会
＊楽しい絵本の読み聞かせとおひるねアートの撮影会です。

■日 時：令和２年４月２９日（水・祝）
・おはなし会・・・１０：３０～１１：００
・おひるねアート撮影会・・・１１：００～１２：００

■場 所：宮崎市佐土原図書館 和室
■対 象：親子 参加費無料
■持 参：カメラ等の機材
●読み聞かせ講座
初心者向け読み聞かせ講座です。おはなし会で実際に読み聞かせ体

験ができます（希望者のみ）

■日 時：令和２年５月２３日（土） ９：３０～１１：３０
■場 所：佐土原総合文化センター 研修室
■対 象：小学生～一般 参加費無料
■要申込：令和２年４月２０日（月）～５月２２日（金）までに来館・

TEL・メール・FAX
【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

◆ 佐土原図書館

●花苗の無料プレゼント
■日 時：令和２年５月６日（水） 午前１０：００～

■場 所：久峰総合公園 噴水前広場

■先着１００組（配布数は一家族一鉢とさせていただきます。）

＊花みどりの普及のために花苗（春の一年草ミックス予定）の

無料配布を行います。

●寄植教室
■日 時：令和２年５月１６日（土） 午前１０：００～１１：３０

■場 所：久峰総合公園 レストハウス

■対象者：１０名程度（要申込）
■参加費：１，５００円

園芸用手袋・移植ごて等をご準備下さい。

注：参加には申込みが必要で、先着順の受付です。

＊夏向きの花の苗の寄植え教室です。作製した寄植えはお持

ち帰りいただけます。

【お問合せ】 久峰総合公園管理事務所

電話 ７３－２７８２

◆ 一般財団法人 みやざき公園協会

企画展「生誕４５０年記念 島津 豊久展」
■日 時：令和２年４月２９日（水・祝）～６月１４日（日）

4/29～5/14 までは土日祝のみの開館
5/15～6/14 は特別開館期間のため毎日開館

■場 所：佐土原歴史資料館 鶴松館
＊佐土原城主「島津 豊久」についての企画展です。
●わくわく・どきどき茶道体験
■日 時：令和２年５月１７日（日） １３：３０～１５：３０
■場 所：佐土原歴史資料館 鶴松館
■対象者：子どもと保護者・一般の方（２０名）
■参加費：１００円
■要申込み（４月１７日～４月２６日 受付・多い時は抽選）
＊鶴松館の大広間で茶道の体験ができます。
●和を楽しむ生け花初体験
■日 時：令和２年６月１４日（日） １３：３０～１５：３０
■場 所：佐土原歴史資料館 鶴松館
■対象者：子どもと保護者・一般の方（２０名）
■参加費：１，０００円
■要申込み（５月１４日～５月２３日 受付・多い時は抽選）
＊花器・お花はこちらで用意いたします。
ホームページのお申し込みフォーム・電話・ＦＡＸのいずかで

お申し込みください。

＊令和 2年度から申込先が「生目の杜遊古館」に変わりました。

【お問合せ・申込先】 生目の杜遊古館 電話４７－８００１（平日）
【お問合せ】 宮崎市佐土原歴史資料館 電話７４－１５１８（土日）

◆ 佐土原歴史資料館

■日 時：令和２年６月６日（土）・７日（日）

午前１０時００分～午後３時 00 分

■場 所：宮崎市佐土原歴史資料館（鶴松館）

・野点 ・出店 ・フリーマーケット

・スタンプラリー

・よろいかぶと試着会

・芸能発表会（大正琴、コーラス、フォークソング等）

・せんぐまき

【お問合せ】 佐土原小学校区地域づくり協議会

電話 ７４－３４７１

◆ 佐土原 花しょうぶまつり



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 ◆

◆佐土原町の人口（令和２年２月１日現在 現住人口）
３３，１１９人 （前月増減 －６人）
・男性 １５，５８３人 ・女性 １７，５３６人
・世帯数 １３，３５８（ 前月増減 ＋１４戸）

◆ 佐土原「ほっこり、ほこほこ！」ニュース

＊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

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］危機管理部 危機管理課

◆ 宮崎市防災メールに登録を！

◆ 佐土原町交番からのお知らせ

全席シートベルトの着用を！
車に乗るときは、運手席と助手席だけでなく後部座席もシー

トベルトの着用が義務付けられています。

昨年１１月、ＪＡＦなどが全国で実施した一般道でのシートベル

ト着用率の調査結果で、宮崎県は後部座席着用率が２０．５％と

全国ワースト２位という結果となっています。

シートベルトは、万一、交通事故を起こした時に被害を軽減す

るためのものです。

同乗者を守るため、特に後部座席に乗る人も必ずシートベル

トをつけるようにしましょう。

みんな

シートベルトを

つけたね！

岩本 武尚さん
いわもと たけなお

梅野自治会

てはいかんと、洗濯籠をかぶせておきました。

ところが暫く待っても寝たきりです。「家内にガラスの磨きす

ぎでは」と小さい声で言ったが・・・実は私も東京でガラス戸に

ぶつかり、目から火花が出た経験あり！

ところで当日は、生前お世話になった母方の叔父の通夜祭

と重なり葬祭場へと準備をしている間も「早く気を取り戻して

くれ」と願うも様子は変わらず、次の日まで見守ることにしまし

た。

更に先月、地区の役員を引き受けるきっかけとなった同級生

（７３歳）が死去されました。治療中、会う度に「武ちゃん、俺は頑

張るからね」と言っていました。彼は「梅野（地区）大好き」を常

日頃から公言していて、地区の副会長として側面から助けても

らい、地区のために頑張って頂いていたところでした。また、現

役でソフトボールをされ、野球部のお孫さんの活躍を楽しみに

されておられました。素晴らしいファイトマンでありましたが残

念でなりません

このように、お世話になった身近な方々が天国へ旅立たれ

ましたが、小鳥君・叔父さん・同級生、私ももうしばらく微力を尽

くし頑張るから、見守ってください。

ご冥福をお祈りいたします。

◆ リレートーク

ある日の出来事、そして思うこと

それは、本年１月１９日（日）の正午前

でした。家内は縫い物、私は新聞に目

を通しておりましたところ「ドン」と鈍

い音がし、ひょっとするとと思い、ガラ

ス戸の所へ行ってみると、小鳥（メジ

ロ）が仰向けになり、口ばしを２，３回パ

クパクしたあと動かなくなりました。以

前にも同じことがあり暫くして気を取

り戻し何もなかったように飛んで行っ

たので、今回もそのままにしておけば

飛んでいくだろうと思い、その間、野

良猫の通称「ゴマ」（去勢済）にやられ


