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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２年１１月１３日佐土原保健センターにて、令和２年度 第３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、佐土原地域自治区地域協議会が宮崎市に対して提出する意見書のことと、佐土原小学校区地域づくり協議

会が行う事業の予算額変更という２つの議事について協議されました。委員の皆さまから活発な意見が述べられ２つの議

事共に承認されました。その後、各課からの連絡や報告がなされました。

【議事】

（１）意見書の提出について・・・承認

（２）地域コミュニティ活動交付金申請変更について・・・承認

【各課連絡・報告事項】

（１）佐土原町民の健康状況について（地域保健課）

（２）子ども食堂について（子育て支援課）

（３）宮崎市庁舎のあり方について（管財課）

（４）コミュニティ交通について（地域市民福祉課）
会議出席：：地域協議会委員１８名 ・オブザーバー７名

＊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（２０
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
って頂いております。

◆「島津豊久フェスティバル」が開催されました。

「佐土原むかし物語」を発行します。
佐土原地域のお宝発掘・発展・発信事業

として、佐土原 SIGEKI 塾（代表：図師 保光）
が「佐土原城物語（維新編）」と「佐土原城
物語（戦国編）」につづき、３冊目の「佐土原
むかし物語」を令和３年１月に発行します。
佐土原の民話・伝説・人物等、様々な物語

を掲載しており、完成品は佐土原町内の小
中学校や関係機関に配布します。
ご覧になりたい場合は、佐土原図書館ま

たは佐土原図書館のホームページで閲覧
できます（令和３年１月以降予定）。

◆地域のお宝発掘・発展・発信事業 情報

令和２年１１月２２日（日）、島津豊久公生誕４５０年を記念して鶴松館駐車場をメイン会場とし、「島津豊久フェスティバ
ル」を開催しました。
戦国島津家ゆかりの地「鹿児島県日置市」から、永吉南郷会、薩摩日置鉄炮隊、ひおきＰＲ武将隊の皆さんをお迎え

し、鉄炮隊の演武や総勢約５０名の武者行列、新名一仁先生のトークショーなどを行いました。
新型コロナウイルス感染症対策のため、時間・規模を縮小しての実施となりましたが、天気にも恵まれ、約６００名の皆

さまにご来場いただき大変盛り上がりました。
武者行列に参加いただいた地元関係団体の皆さま、ステージイベントにご出演いただいた皆さま、また、当日会場に

てフェスティバルを盛り上げていただいた皆さま、本当にありがとうございました。



◆広瀬小学校区地域づくり協議会たより！

●広瀬中学校地域ボランティア清掃活動
今年で１２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８日行われました。ボランティアの広中生１７７名と広小校区各自治会か
ら参加された地域の人たち等総勢３３０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。
今回はコロナの感染対策として受付で検温、消毒を行い全体での開

会式を取りやめ清掃ゾーン別の分散開会式のあと清掃作業を行いまし
た。今回は昨年よりも少なめながら軽トラ 4 台分の散乱ごみを回収しま
した。ごみの中には相変わらず不法投棄の生活ごみや粗大ごみ等もあ
り、中学生からも大人たちの不法行為にあきれていました。

地区の方との共同作業で中学生も
地域の方との交わりが出来て今後の
つながりに役立ったと思います。

１学期に続き、２学期も多くの佐土原高校生が活躍しました。上位入賞した生徒を紹介しますが、入賞にあと一歩という生徒も沢
山います。コロナ禍においても、日々、努力を積み重ねている佐高生やウェイトリフティング競技で全日本選手権に出場予定の青
野先生、難関資格に合格した先生もいて、生徒、職員頑張っています。また、オンライン環境がさらに充実し、宮崎県の情報教育の
フロントランナーとして教育の充実にも取り組んでいます。佐土原高校の活躍にご期待ください。

宮崎県高等学校総合文化祭
〈写真部門〉
金 賞（全国大会出場）宮川 大器（２年 唐瀬原中）
銀 賞 鎌田 莉緒（２年 妻中）
銅 賞 吉谷 彩乃（１年 高鍋東中）
〈将棋部門〉
優 勝 中元寺 遥子（２年 高鍋東中）
〈散文部門〉
優秀賞（九州大会出場）木村 福佳（３年 妻中）
〈詩部門〉
奨励賞 堂園 和心（２年 富田中）
〈囲碁部門〉
第２位(九州大会出場) 鈴木 玲南（２年 木花中）
〈器楽・管弦楽部門〉
全国大会選抜賞 佐土原高校

全国高等学校ロボット競技 宮崎大会
優 勝 「佐高メカホエール号」
第３位 「ＫＳN」

宮崎県 工業技術発表会
最優秀賞 ペット用熱中症対策装置

德重 凌季（３年 住吉中）
横山 海大（３年 佐土原中）
坂下 央俊（３年 東大宮）

宮崎県高等学校演劇県大会
優秀賞 ２席 佐土原高校 「佐川食堂でよろしく」

宮崎県学校発明くふう展
特 賞 宮崎県工業会会長賞

浜砂 真人（２年 宮崎西中）

愛鳥作品コンクール

銀賞 鈴木 麻椰（３年 日向中）
銀賞 原 侑里（３年 広瀬中）

ウエイトリフティング 新人大会
＜男子６７㎏級＞
第３位 久家 大季（２年 唐瀬原中）
＜男子８１㎏級＞
優 勝 塩谷 純一朗（１年 高鍋東中）
＜男子８９㎏級＞
第２位 佐藤 瑛人（１年 諸塚中）
＜男子団体＞
第３位 佐土原高校
＜女子４９㎏級＞
第２位 横山 莉子（２年 佐土原中）
＜女子団体＞
第３位 ウエイトリフティング部

水泳競技 新人大会
＜競泳男子５０Ｍ自由形＞
第２位 鮫島 匠（２年 檍中）
＜競泳男子１００Ｍ自由形＞
第２位 鮫島 匠（２年 檍中）
＜競泳女子２００Ｍ個人メドレー＞
第２位 梛木 美沙希（２年 久峰中）
＜競泳女子４００Ｍ個人メドレー＞
優 勝 梛木 美沙希（２年 久峰中）

テニス 新人大会
<シングルス>
優 勝 松元 翔一郎（２年 修学館)
＜ダブルス＞
優 勝 松元 翔一郎（２年 修学館)

高江洲 義朗（１年 沖縄東中)
第３位 原 一聖（２年 東大宮中)

甲斐 遥斗（２年 佐土原中)
＜団体＞
優 勝 佐土原高校

バドミントン競技 １年生大会
＜男子初心者の部＞
優 勝 森 健太（１年 久峰中）
＜男子経験者の部＞
ベスト８ 若林 亮汰（１年 東大宮）
＜女子経験者の部＞
ベスト８ 城村 真依（１年 住吉中)

バドミントン競技 ２年生大会
＜初心者の部＞
優 勝 川﨑 柊音（２年 久峰中）

ウエイトリフティング １年生体育大会
＜男子７３㎏級＞
第２位 帳 悟志（１年 高鍋西中）
＜男子８１㎏級＞
優 勝 塩谷 純一朗（１年 高鍋東中）
＜男子８９㎏級＞
優 勝 佐藤 瑛人（１年 諸塚中）
＜男子団体＞
第２位 佐土原高校

全国地域安全運動ポスター
優秀賞 西 結衣花（２年 大淀中）

赤い羽根図書・クオカード原画
優秀賞 田中 うらら（２年 生目中）

馬の絵展
宮崎市長賞 青野 瑠依（２年 本庄中）

「少年の日」ポスターコンクール
最優秀賞 堂園 和心（２年 富田中）

「家庭の日」ポスターコンクール
優秀賞 長井 月渚（１年 恒富中）

人権に関する作品ポスター高校生の部
最優秀賞 馬瀬 日向子 （２年 木花中）

マイコンカーラリー県大会
＜アドバンスクラス＞
優 勝 清 隼人（１年 久峰中）
第２位 泰山 光（２年 宮崎北）
第３位 浦岡 隼人（３年 本庄中）
＜ベーシッククラス＞
優 勝 船ケ山 蓮（１年 檍中）
第２位 濵砂 歩（１年 久峰中）
＜団体戦＞
優 勝 佐土原高校

（全日本選手権に出場予定の青野先生）

◆宮崎県立佐土原高校生の活躍！

（ロボット競技 宮崎大会の様子）

●曽我兄弟踊り公演会
曽我兄弟踊りは大炊田地区に 150 年以上前から伝承

され宮崎市から宮崎無形民俗文化財に指定されている
郷土の伝統芸能です。公演当日はコロナの感染予防か
ら３密を避けるなどの対策を取って開催しました。今後
は小中学生や若い方に伝承されるよう地域づくり協議
会でも応援したいと思っています。
【お問合せ】広瀬小学校区地域づくり協議会

電話７３－１１２０

◆ 地域の出来事 (令和２年８月～１１月) ◆



10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。
例年、4 年生全体で行うところを、新型コロナウイルス感染症拡大防止の

ため、クラスごとに別れての活動となりました。
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

放流しましたが、うなぎに初めて触る児童も多く、「ぬるぬるしたけど、とて
も楽しかった。」と喜んでいました。
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、行政機関と民間団体及び民間

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 電話７３－１１１１

10 月 16 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。
汚れの指標となる BOD についても６ヶ所の平均

が 1.2mg/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 電話７３－１１１１

◆ 地域の出来事 (令和２年８月～１１月) ◆

◆ふなの稚魚、うなぎの放流 ◆河川パトロール

◆ 佐土原図書館 案内
図書館を休館します。
■期 間：令和２年１２月２９日（火）～令和３年１月３日（日）
＊年末年始は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：１６名
■申込み：不要【先着順】
■料 金：無料
＊子ども向けのアニメなどを上映します。

古本配布会（無料）
■日 時：令和３年２月１３日（土）、１４日（日）

９：００～１６：００
■場 所：佐土原総合文化センター研修室
■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

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

◆ 第８回佐土原城址整備
■日 時：令和３年２月２１日（日） ＊予備日：２月２８日（日）

９：００～１２：００

■場 所：佐土原城跡（集合：鶴松館前駐車場）

■対象者：地域住民

＊山城１００選にも登録された佐土原城に県内外からお客様がお見

えになっています。そこで町内外から広く整備作業を呼びかけて

います。皆様も私達と一緒に片付けをしてくださいませんか。

【お問合せ】佐土原小学校区地域づくり協議会 電話７４－３４７１

◆ 公民館講座「泣き笑い落語教室」お披露目会
■日 時：令和３年２月２０日（土） １０：００開演

■場 所：佐土原総合文化センター内「小ホール」（イス席）

■対象者：ど素人落語を大きな心で楽しんでいただける方

■要申込み（１月より予約開始 定員４０名程度（先着順）

＊小学２年生から６５歳までの受講生が、この６月から励んだ落語のお稽

古の成果をお披露目します。指導いただいた柱大黒先生の本格的な落

語も楽しめます。是非、皆さんの大きな心でご覧いただき、素人落語家

（「くじら亭」と命名」）を育てていただけませんか。皆さんの笑い声と拍

手が、くじら亭の面々の何よりの励ましとなることでしょう。

【お問合せ】久峰中校区活動センター 電話７２－２９９８

注）新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、計画されたイベント等に影響が生じる可能性があります。
開催につきましては、主催者にお問合せください。

◆ うずら車の絵付け
■日 時：令和３年２月７日（日）１３：３０～１５：３０

■場 所：宮崎市佐土原歴史資料館 鶴松館

■対象者：子どもと保護者・一般の方 １５名

■参加費：３００円

■要申込み（１月７日(木）～１月１６日（土）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】
生目の杜遊古館 電話４７－８００１ ＦＡＸ４７－８２０２

宮崎市佐土原歴史資料館 電話７４－１５１８



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

◆佐土原町の人口 （令和２年１１月１日現在 現住人口）

３３，０７２人 （前月増減 ＋６人）
・男性 １５，５６５人 ・女性 １７，５０７人
・世帯数 １３，４５７ （前月増減 ＋８戸）

◆ まちがいさがし
「島津 豊久フェスティバル」編

＊佐土原を身近に感じていただくため、「まちがいさがし」
コーナーを掲載しております。（間違い６箇所）
答えは、３９号に掲載します。◆施設も充実！野菜や花づくりを楽しみませんか！

■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 ７，３３０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、お気軽にお問合わせください。
【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

市
民
農
園
利
用
者
募
集
中

◆ 地 域 の 情 報 ・ ＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮ ◆

◆ 佐土原交番からのお知らせ

◆１月１０日は「１１０番の日」です
１１０番は、昭和２３年１０月１日に警視庁などの大都市圏で運

用が開始され、宮崎県では、昭和２６年４月に宮崎市警察署
（当時）で運用が始まりました。
昭和４３年５月から宮崎署（当時）の１１０番通報を警察本部

通信指令室（現在通信指令課）で集中管理することとなり、
以後順次整備が行われ、高千穂警察署管内で平成６年５月
から運用されたことにより、県下全域で１１０番通報が使用で
きるようになりました。
令和元年中に通信指令課で受理した１１０番は６０，７０７件

で、交通に関する通報が最も多く２０，５６２件（交通事故関連
１９，３０１件）でした。
いたずら電話や無言電話も多く、全体の約２割が無効の

１１０番です。
１１０番通報は緊急の事件や交通事故などに対応するため

のものです。
●拾得物や運転免許の照会など問い合わせ→警察署へ、
●各種相談等について→警察署ほか、警察相談専用電話
（＃９１１０）の利用を！

◆「うそ電話詐欺被害防止」の電話について
宮崎県警察では平成２７年からうそ電話（架空請求など）の

被害を防止するため、民間事業者に委託してコールセンター
から
○うそ電話詐欺被害防止の呼びかけ
○うそ電話詐欺の手口に関するお知らせ

を行っています。
特殊詐欺被害防止の電話は、土日、祝祭日や年末年始を

除いて令和３年８月３１日まで、午前９時から午後６時の時間に
０１２０－１９２－１１０

から架かってきます。
電話を受けた方から「本当に警察からの電話なのか」「警

察をかたった詐欺ではないのか」と心配されて問合せが来
ることがあります。
電話を受けて不安に感じた方は遠慮なく警察署や交番に

連絡下さい。
なお、コールセンターからの電話で銀行の残高や暗証番

号、個人の情報を聞くことはありませんので、もし個人的な
情報を聞かれた場合は答えることなく、警察署などに相談し
て下さい。

みや たかこ

宮 孝子 様
（船野自治会）

リレートークを依頼されて、つい引き
受けてしまった。またやってしまったと思
う。
お願いする側になった時の大変さを

知っている為、本当はお断りしたいと思
いつつ引き受けてしまう。探す時にあの
人ならと思い出してもらえるのは光栄か
なと。
そして、自分の出来る範囲内で、一生

懸命やる。やらなければ良かったという
事はなかった。最終的には自分のために
もなったと思う。
そんな私も、放課後子ども教室のボラ

ンティアを年中募集しています。水曜日の放課後の小学生の見
守り活動で那珂小学校でやっています。元気をもらえますよ。
地域の子供たちと触れ合ってみませんか。

◆ リレートーク

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


