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さどわらべ さどわら便り

ごみの出し方変更のお知らせ

2019年4月からごみの出し方が一部変わります。また、

衣類、古紙の収集が月 2回から月 4回に変わります。

「佐土原高校卒業制作展（イオンホール）では、佐土原城物語・島津啓次郎アニメ」
佐土原高校産業デザイン科の谷美咲さんが卒業制作で取り組んできた

「佐土原城物語」・島津啓次郎のアニメが、一月にイオンモールで開催され

た制作展のマルチメディア部門で展示上映され、多くの人が見入っていました。

このアニメは佐土原図書館にも寄贈されるとのことです。

「佐土原城物語ハイライト子供読本（戦国編）が完成」
この度、昨年度の維新編に続き、佐土原ＳＩＧＥＫＩ塾（図師保光代表）編集の

「佐土原城物語ハイライト子供読本（戦国編）」が発行されました。

この本は「佐土原藩史」（桑原節次著）に書かれている戦国時代の佐土原城主たちの活躍を、豊富

な資料や写真を使って子供向けにわかりやすく作られたもので、佐土原町域の小中学校に教材用と

して配布されるほか、佐土原図書館をはじめとする宮崎市内の文化施設や小中学校と県内の図書館

などにも配布されるとのことです。

主な内容は、天下分け目の関ヶ原の戦いで、関ヶ原一のつわものと称された島津豊久のほか、秀吉

を恐れさせた島津家久や家康が褒め称えた佐土原初代藩主島津以久の話が中心となっています。

佐土原のお宝発掘・発展・発信事業



◆佐土原高校たより 佐土原高校生が防災アプリ大賞

国土交通省国土地理院と水管理・国土保全局は、内閣府と協力して災害時等に役立つ防災アプリの公募に平成 26 年度か

ら取り組んでいます。今年度は、平成３０年１２月２７日（木）に防災アプリ最終審査会が東京で開催され、佐土原高校の生徒が

開発した「SHS 災害.info2018」が見事「防災アプリ大賞」に輝きました。防災アプリ大賞は昨年度もいただいているので、二

年連続の受賞です。

開発は情報技術部二年生で、アプリのデザインを産業デザイン科の生徒が担当しました。アプリの主な機能は①全国のハ

ザードマップ②全国の天気予報・警報・火山・地震情報③宮崎県内の避難所・避難場所④簡単なゲームやクイズ⑤災害時に役

立つ豆知識⑥家の中の防災チェックリスト⑦持ち出し品チェックリスト（食料品の消費期限管理機能付き）です。

審査会は、IT 企業や自治体の防災担当者、IT エンジニア等が参加されており、高校生は佐土原高校生だけでしたが、多く

の人に使いやすいアプリということで、本校生が開発したアプリが選ばれたのではないかと思います。アプリは iOS 版、

Android 版の２種類があります。是非、お持ちのスマートフォンにインストールし、お試しください。

詳細は、国土地理院の HPで（http://www.gsi.go.jp/bousaichiri/bousai-app-2018.html）

◆みんなのひろば 出来事 in sadowara(H30年12月～H31年2月)

防災アプリ QRコード
（審査会の様子） （開発した情報技術部 ２年生）

◆がんばってます！宮本さんさんクラブ(宮本自治会)

「宮本さんさんクラブ」の会員数は現在１１３名（男性５１名・女性

６２名）、下記の「憲章」を基に活動中です。

「みんなで明るいまちづくり」憲章

１、私達は地区民一人ひとりの人格を尊重し助け合います。

１、私達は地区の会合には進んで参加します。

１、私達は次代を担う子供たちの模範となります。

１、私達は隣の高齢者と仲良くします。

＊「宮本さんさん」クラブ会員増加の取り組みについて

平成２９年３月、当時の宮本さんさんクラブ会員は２７名、研修

やスポーツ大会では人数不足により参加できないことも多く寂

しい思いがありました。そこで新しい会員を増やそうと自治運

営委員会に回覧を依頼。当時地区には６５歳以上の方が３５２名

おられ、班回覧文書に記名登録用紙を添付し回覧したところ、

日ごろのクラブ活動を理解され８５名の方が新たに加わり、現

在 113 名で活動しています。

昨年度、米寿のお祝いに該当する方は１名でしたが、今年度

は６名がお祝いをいただくことができ、その他にも３つの賞を

いただく結果となり、一気に力を得ることができました。

「宮本さんさんクラブ」では、将来を見据えた目標をもって公

民館活動を積極的に行なって地域の絆を深め、介護保険制度

で示されている「地域包括システム」（地域で暮らす高齢者を

支える仕組みづくり＝支援の「輪」＝「和」であることが大切）

の一役をクラブが担える仕組み作りになるように取り組んでい

きたいと思います。

また団塊世代が７５歳以上の後期高齢者となり介護サービス

の需要が一層高まっています。その人材確保の一躍を担う「在

宅介護サポート講座」の新設を行ないモデル事業契機に発信

できるようにしたいと考えています。

これからも、宮本さんさんクラブをよろしくお願いします。

会長：瀬之口 巌

平成３１年２月１０日（日）宮崎市『城の駅 佐土原いろは館』の

開館４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、佐土原

ならではの特産品販売や垂水市観光協会などの参加・協力を

いただき、ご来場いただいた方々に「佐土原の魅力」をたっぷ

りと楽しんでいただきました。

これからも佐土原の歴史・文化、佐土原特産品の魅力発信

に努めてまいります、皆さまもぜひ『城の駅 佐土原いろは

館』へお越しください。
６
月
１
・
２
日
は
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し

ょ
う
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ま
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り
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で
す
。

◆宮崎市 『城の駅 佐土原いろは館』

開館４周年記念大感謝祭開催！

◆ さどわら新入学児交通安全教室

平成 31 年２月 28 日（木）、佐土原総
合文化センターにおいて、「さどわら新
入学児交通安全教室」が開催され、佐
土原町域の保育所（園）・幼稚園等の年
長児童約 360 人が参加しました。
安全教室では、交通ルールを分かり

やすく理解できるように、交通安全協
会によるクイズやダンス、佐土原町商
工会青年部による劇が行われました。

子どもたちは、交通ルールについて、楽しみながら学ぶこ
とができ、小学校入学前の交通安全を考える良い機会にな
ったようです。
最後に、新入学児の交通事故の防止を祈念して、交通安全

協会よりランドセルカバーの目録が贈呈され、代表として、原
口こども園の園児２人が受け取りました。



◆ 地域イベント・行事予定 in sadowara (H31 年 4月～6月)◆

●わくわく・どきどき茶道体験
■日 時：２０１９年５月１９日（日） １３：３０～１５：３０
■場 所：佐土原歴史資料館周辺 鶴松館
■対象者：子どもと保護者 ・ 一般（２０名）
■参加費：１００円
■要申込み（４月１９日～受付・多い時は抽選）
●和をたのしむ 生け花初体験
■日 時：２０１９年６月１６日（日） １３：３０～１５：３０
■場 所：佐土原歴史資料館周辺 鶴松館
■対象者：子どもと保護者 ・ 一般（２０名）
■参加費：１，０００円
■要申込み（５月１６日～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）
メール rekishi09@at.wakwak.com

◆ 佐土原歴史資料館

■日 時：２０１９年６月１日（土）・２日（日）

■場 所：宮崎市佐土原歴史資料館（鶴松館）

城の駅「佐土原いろは館」周辺

・野点 ・コンサート（鶴松館内） ・せんぐまき

・花しょうぶ市（鶴松館駐車場） ・スタンプラリー

・抽選会

＊城の駅「佐土原いろは館」で８００円以上お買い上げいただ

いた先着５０名の方に花の苗をプレゼント！

【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

●シニア応援ボランティア 説明会と登録会

■日 時：６月頃

■場 所：佐土原地域福祉センター

■対象者：６５才以上

■保険料：３５０円（登録者のみ）

＊施設でボランティアをするとスタンプがもらえ、１ポイント

１００円が交付される制度です。

【お問合せ】：ボランティアセンターさどわら

電話 ３６－２０２０（担当：森永）

◆ 宮崎市社会福祉協議会 佐土原支所

●第９回ファミリースポーツ大会

■日 時：２０１９年５月６日（月・祝） ９：００～１２：００

■場 所：佐土原体育館

■対象者：赤ちゃんからシニアまでどなたでも

■参加費：５００円

■要申込：５月５日までに電話・FAX・E-mail のいずれか

■内 容：①赤ちゃんハイハイ競争（２クラス月齢分け）

②「スポーツチャレンジ」コーナー ③親子ふれあい体操

（ベビーキッズマッサージ） ④サルコーウォーキング

⑤「子育て真っ最中のママ向け」美講座＠体の使い方講座

⑥お楽しみ抽選会

＊詳しくは下記までお問合せ下さい。

【お問合せ】：佐土原体育館

電話 ７３－７２２３ ・ FAX ７５－０１５５

メール：sad-sports@mppf.or.jp

●花苗の無料配布

■日 時：２０１９年５月６日（月・祝） １０：００～

■場 所：久峰総合公園 噴水広場

■対象者：先着１００組
＊花みどりの普及のために花苗（春の一二年草ミックス予定）
の無料配布を行います。
配布数は１家族１鉢とさせていただきます。

●寄植教室
■日 時：２０１９年５月１８日（土） １０：００～

■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
注：参加には申込みが必要で、先着順の受付です。
＊一年草（予定）を使用した寄植えの作り方を学んでいただ
きます。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

●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。

■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
●おひるねアート＆おはなし会
こどもの日にちなんだ絵本の読み聞かせと、おひるねアート撮影会。

■日 時：２０１９年４月２７日（土）1０：３０～１１：００（おはなし会）

1１：００～１２：００（おひるねアート撮影会）

■場 所：佐土原総合文化センター 和室

■対 象：親子 参加費無料

■持 参：カメラ等機材
●読み聞かせ講座
読み聞かせの仕方からちょっとした裏技までお伝えします。

■日 時：２０１９年５月２５日（土） 1０：００～１１：３０

■場 所：佐土原総合文化センター 研修室

■対 象：小～一般 参加費無料

■要申込：２０１９年５月１日（水）～５月２４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



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（平成３１年２月１日現在 現住人口）

３３，１１４人 （前月増減 ー１６人）

・男性 １５，５５７人 ・女性 １７，５５７人

１３，１８１世帯

佐土原地域自治区の「地域づくり協議会」では、様々な事業に

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

◆ 施設も充実！野菜づくりを楽しもう！

■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 ７，２００円
＊1区画約１５㎡（３ｍ×５ｍ）、1 人 2 区画まで利用可能。

～津倉市民農園で野菜づくりしてみませんか。～
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を受けた
り、畑の管理のサポートもしています。駐車場、トイレ、手
洗い場、広場も完備し、散水用の水も無料で利用できま
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
農林水産係 電話 ７３-１１１４

＊佐土原の伝統的工芸品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。

◆ 佐土原伝統工芸品 神代独楽（じんだいこま）

◆ 佐土原町交番からのお知らせ

毎月４月は転入転出により運転免許証の住所変更をされ

る方が多くなりますが、佐土原町交番でも運転免許の住所

変更が出来ます。しかし、せっかく手続きに来られても、必要

な書類がないため手続きが出来ないということがないよう

次の点に注意してください。

受付時間 : 平日午前９時～午後４時３０分までの間

＊土曜・日曜・祝祭日・年末年始（１２月２９日～１月３日）は出

来ません。

必要書類

●住所変更の場合

・新しい住所を確認できる書類（いずれか１つ）

①住民票（但し、マイナンバーの個人番号が記載され

ていないか省略されているもの）

②郵便物で消印が押してあるもの（本人宛て）

③公共機関が発出する領収書で住所が記載されて

いるもの （例・・・電気、ガス、水道、電話等）

＊①②③は、いずれも発行後６ヶ月以内のもの

④国民健康保険証（住所が手書きは不可）

⑤マイナンバーカード

・免許証

●本籍・氏名の変更の場合

・本籍が記載してある住民票

但し、発行後６ヶ月以内で、マイナンバーの個人番号

が記載されていないか省略されているもの

・免許証

その他

・事件事故の取り扱いで待ち時間が長くなる場合もありま

す。時間には余裕を持って来てください。特に終了時間の

１０分前までには来てください。

・一ツ葉にある宮崎運転免許センターや各警察署でもでき

ます。

【お問合せ】佐土原交番 電話 ７３－１１４１

運転免許証の住所変更等の手続きについて

る）勇気を持つ事「自分の命は自分で守る」につきるといわれ

た。おかげ様で危険な目にもあわず登山を楽しむことができま

した。今でも当時の上司に感謝しています。

翻って現代、いざという時、携帯電話などですぐ連絡してヘ

リに救助を依頼できるありがたい世になりましたが、他力本願

になりすぎず、自分の命は自分で守ることができるのか、危惧

するのは私の思い過ごしでしょうか。

今後、地震や水害が懸念されます。となり近所声かけあって

安全な場所へ行く練習も必要と思います。

德丸 彰一さん
と く ま る しょういち

本町自治会

私は、昭和３０年（２０才）頃、登山

に夢中になっていました。

当時、携帯電話はもとより、マイ

カーもない時代で、連絡するにも

人から人でした。上司が心配され

て「遭難｣でもしたら捜索から救助

まですべて山で仕事される人や

猟師さん達にお願いすることにな

る。よって時間も費用もかかるの

で親御さんは大変である。

事故を起こさないためには、①

計画に余裕を持って行動する。②

危険を感じたら引きかえす。（止め

◆ リレートーク

◆ 地 域 の 情 報 ・ ＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮ ◆


