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中学校区 期 日 開 式 場 所 問合せ先

広 瀬 １月 ９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１０日(日) １０時
（受付９時００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１１日(月) 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

◆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７月２２日佐土原保健センターにて、令和２年度 佐土原地域自治区地域協議会臨時会が開催されました。
会議では、地域コミュニティ課より「宮崎市市民活動推進基本方針」や「地域コミュニティ活動交付金運用マニュアルの

主な変更点」の説明があり、その後、下記の議事について、地域協議会委員の皆様に協議していただきました。

その他、連絡事項として、佐土原総合支所 地域市民福祉課から「コミ
ュニティ交通進捗状況」についてや、教育委員会企画総務課からは「コミ
ュニティ・スクール」についての説明がありました。

会議出席：地域協議会委員１８名 ・オブザーバー１名

【議事】

○「地域のお宝発掘・発展・発信事業」平成３１年度事業実績報告及び

令和２年度事業の継続の実施について

○平成３１年度地域コミュニティ活動交付金事業実績及び、令和２年度

地域コミュニティ活動交付金事業申請の承認について
（地域協議会会議の様子）

＊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います。

ＪＲ佐土原駅の既存のトイレは、男子トイレ・女子トイレとも
全て和式トイレであり、また、女子トイレを利用するために
は、男子トイレ内を一旦通らないと入れないことから、利用
者からは改修を望む声が多数寄せられております。
今年度工事着手予定の「ＪＲ佐土原駅バリアフリー化工

事」では、「多機能トイレ」が改札内（右手側）に新設され、あ
わせて新設される跨線橋に、２基（改札側１基、ホーム側１基）
のエレベーターを設置し、階段も現在より緩やかな傾斜の
構造となる予定であります。
しかし、今回の工事には既存のトイレについての改修は含

まれておりません。
このような状況から、今回の「バリアフリー化工事」にあ

わせ、既存トイレについても改修整備をお願いする要望書
を、佐土原地区自治会連合会よりＪＲ九州（宮崎総合鉄道事
業部）へ提出いたしました。

◆ＪＲ佐土原駅の既存トイレ改修に係る要望書を提出しました

「地域の手による温かみあふれる成人式」を下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３年 成人式のご案内

※新型コロナウイルス感染拡大状況によっては、中止・変更等になる場合もございます。

◆県立図書館で根井三郎資料展が開催されました

７月１２日（日）～１８日（土）に、宮崎県立図書館で「根井
三郎資料展」が開催されました。
６日間（１３日（月）は休館日）で、７１２人の方が来場され、
大盛況となりました。来場された皆さんは非常に熱心に
展示資料をご覧になっており、実施したアンケートでは、
「地元の偉人を誇りに思う」、「もっと広くＰＲしてほし
い」、「子供にもっと伝えてほしい」といった感想が多く寄
せられました。
また、最終日には「根井三郎を顕彰する会」の根井翼

会長の講演会が行われました。
４０人の定員が受付開始１０分で埋まるなど、根井三郎

への関心の高さが窺
えました。参加された
方は、これまでの取り
組みなどについて、真
剣に耳を傾けていらっ
しゃいました。

【根井三郎を顕彰する会】
（問合せ先）佐土原総合支所地域市民福祉課（℡：73-1111）

（資料展の様子）



８月１９日、真夏の石崎浜海
岸の早朝５時に４８名の親子
と関係者１４名がまだ真っ暗
な石崎浜の海岸に面する砂
浜に集まってきました。
アカウミガメを守る会の

野生動物研究会会員の鹿嶋
徹さんは５月から毎日石崎
浜に来て９８頭のアカウミガ

●子ガメ観察会で大歓声！

●親子カヌー教室を開催しました。
朝から真夏の太陽が照りつけるなか、７月１９日広瀬地区の中

央を流れる石崎川会場に小学生27名、保護者20名、スタッフ18
名、広瀬中学校のボランティア 2名、総勢 67 名が参加してカヌ
ー教室を開催しました。
開会式及び、大淀川学習館の濱田氏による石崎川の魚につ

いてのはなしの後、全員がライフジャケットをつけて半九レイン
ボースポーツクラブのインストラクチャー澤山氏から、パドルの
使い方やカヌーへの乗り方の指導と、佐土原スポーツクラブの
井上氏による漕ぎ方の実演を見て、1組目の親子が 13艇のカヌ
ーに次々乗り込みました。
しかしこの日は大潮の干潮と重なり川の水位が下がってカヌ

ーが川底につき、スタッフが川に入り足をとられながら悪戦苦闘
してようやくカヌーを送り出す
ことが出来ました。
1組目の後、第2組の時はさら

に潮が引き水位も下がっていま
したが子供たちをカヌーに乗せ
ようとスタッフは泥だらけにな
って何とか全員に無事カヌー体
験をさせることが出来ました。

◆広瀬小学校区地域づくり協議会たより

メの上陸を確認し、そのうち６７頭の産卵を確認されまし
た。（今年の孵化は６月、７月の長雨で気温が上がらない
為遅れているようです）
全員がマスクを着用し、密にならないように気を配り

ながら、鹿嶋さんの案内で、５月２５日に産卵したところ
の７匹の自然孵化を運よく観察することが出来ました。
この産卵場所からは我々が到着する前にたくさんの子
ガメが孵化し海に向かって歩いた足跡がたくさんありま
した。
子ガメの孵化に合わせて目の前の太平洋に真っ赤な

太陽も昇り大自然の営みに子どもも大人も大変感動しま
した。

◆みんなのひろば 出来事 in sadowara(令和２年 6月～8月)◆

●「佐土原城物語」のＤＶＤとブルーレイが出来ました。
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）が戦国時代や幕末・明治維新
のころの佐土原の歴史にスポットをあて、小学校高学年
を対象にした副読本「佐土原城物語（維新編）」と「佐土
原城物語（戦国編）」を発行し、佐土原町内の小中学校や
関係機関に配布しております。
さどわら便り内でも、「佐土原城物語（戦国編）」より島

津豊久のお話を取り上げております。（バックナンバーを
ご覧ください）
この度、この両副読本のＤＶＤとブルーレイが出来まし

た。
すでに佐土原町内の小中学校には配布をしており、今

後は宮崎市内全ての小中学校への配布を考えておりま
す。
視聴を希望される方は佐土原図書館で視聴が可能で

す。

◆「地域のお宝発掘・発展・発信事業」情報

ＤＶＤとブルーレイ完成の記念写真
（戸敷市長・田上副市長・佐土原ＳＩＧＥＫＩ塾の皆さん）

●テニス部 男子団体優勝、シングルス１～４位独占
県高校特別スポーツ大会２０２０テニス競技において、男子団

体優勝、シングルス１～４位を独占した。
７月１１日（土）にひなた県総合運動公園庭球場で行われた大

会において、男子団体は決勝で都城農業と対戦し、２対１で快勝
し優勝。個人戦であるシングルスも上位４位を独占した。詳細は
次の通り。
・団体戦 決 勝 佐土原 ２―１ 都城農業
・シングルス
準決勝 稲田颯太郎（情技３年）７―６大河内佑馬（通工３年）
準決勝 染矢裕大 （電機３年）６―２荒武葉生 （通工３年）
決 勝 稲田颯太郎（情技３年）７－５染矢裕大 （電機３年）
●水泳部 優勝
梛木 美沙希（情技 2年） 女子 200m 個人メドレー 優勝

「宮崎を元気にする」ポスター

左から田村教諭、十田教諭、合田さん

日隈教育長、萩尾校長

●県高校特別スポーツ大会２０２０のポスターに選ばれる
産業デザイン科2年生、合田夢さんが新型コロナウィルス感染

拡大で打撃を受けた県民を元気づけようと、神話をモチーフに
したポスターを制作した。作品は、県高校特別スポーツ大会２０２
０大会の会場や県内の公共施設などで掲示されている。
神話に登場する手力男命（たぢからおのみこと）と宮崎の観

光地をモチーフに制作し、手力男命の顔から青島や都井岬など
の観光地が透けて見えるデザインとなっている。ポスターの中
のキャッチコピー「宮崎の力鼓舞」は、力こぶと、神楽の舞を掛け
合わせた。県民が持っている力を発揮し、気持ちをひとつにし
て、励まし合っていきたいという願いを込めた。

◆宮崎県立佐土原高等学校生の活躍！



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 3百人、市全体で約 4
万人の市民の皆さんに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。
お住まいの自治会内の清掃と、各校区の重点区域（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２年１１月８日（日）
（開始時刻は各自治会で設定）

※雨天延期日は１１月１５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

◆市民一斉清掃のお知らせ

（これまでの一斉清掃の様子）

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）

＊開催の有無についてはお問合せください。

【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 案内

十三夜、月を愛でる（コンサート）
■日 時：令和２年１０月２９日（木）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・一般の方 ３０名
■要申込：受付期間９月２９日～ １０月８日（多い時は抽選）

＊日本独自の文化「十三夜」を和楽器の演奏を聴きながら楽し

んでいただくことができます。

佐土原人形の絵付け(干支・縁起人形）
■日 時：令和２年１１月８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：子どもと保護者・一般の方 ２０名
■参加費：５００円
■要申込：受付期間１０月８日～ １０月１７日（多い時は抽選）

佐土原再発見
■日 時：令和２年１２月６日（日）１３：３０～１５：３０
■場 所：宮崎市佐土原歴史資料館 鶴松館
■対 象：一般の方（親子も可） ２０名
■要申込：受付期間１１月６日～ １１月１５日（多い時は抽選）
＊佐土原の歴史についての講座を鶴松館の大広間で行います。

企画展「生誕４５０年記念 島津豊久展」
■日 時：令和２年１１月２０日（金）～１１月２９日（日）
■場 所：宮崎市佐土原歴史資料館 鶴松館
＊島津豊久を主人公にした漫画「ドリフターズ」の原画の展示があります
この期間は特別開館期間のため、休館はありません。

注意：申込みが必要なイベントについては、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】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

◆佐土原歴史資料館 案内

◆一般財団法人 みやざき公園協会

花苗の無料配布 先着１００組
■日 時：令和２年 10 月３日（土） １０：００～
■場 所：久峰総合公園 噴水前広場
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予定）の

配布を行います。勝手ながら、一家族一鉢とさせていただきます。

犬のマナー教室
■日 時：令和２年１０月１８日（日） １０：００～１１：００
■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、専門家からしつけの方法な

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
電話 ７３－２７８２

３Ｂ体操教室
■日 時：令和２年１０月２３日（金） １３：００～１５：００
■場 所：佐土原体育館 会議室
■参加費：一人５００円 （要申込・１５名）
*落合 眞理子氏を講師に、３Ｂ体操の歴史や効果を学びながら、３つの
道具を使って、誰でも簡単に楽しく出来る体操です。

ファミリースポーツ大会
■日 時：令和２年１１月２９日（日） ９：００～１２：００
■共 催：ＭＩＹＡＺＡＫＩうづらａｉクラブ
詳しくはＨＰまたはイベントチラシをご覧ください。

*ご家族みんなで一緒にいろいろな種目や遊びに参加してみませんか。

早春まで楽しめる球根を使った寄せ植え教室
■日 時：令和２年１１月２９日（日） １０：００～１１：３０
■場 所：佐土原体育館 会議室
■参加費：一人１，５００円 （要申込・１５名）
＊汚れても良い服装、園芸用手袋、移植ごてをお持ち下さい。

笑いヨガ教室
■日 時：令和２年１２月２５日（金） １４：００～１５：３０
■場 所：佐土原体育館 会議室
■参加費：一人３００円 （要申込・１５名）
*濱砂 道世 氏を講師に、笑いとヨガの呼吸法を合わせたエクササ
イズです。性別・年齢を問わずみんなで笑って体を動かしましょう。

美構造@身体の使い方教室
■日 時：令和２年１２月１１日（金） １４：００～１５：３０
■場 所：佐土原体育館 会議室
■参加費：一人５００円 （要申込・女性限定１０名）
*講師「したむら ゆか」氏。
家事や育児で疲れにくい身体を作りましょう。時間がなくても大丈夫。
身体の使い方を工夫するだけで♪お気軽にご参加ください。
【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

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。

◆ 地域イベント・行事予定 in sadowara (令和 2年 10月～ )◆

◆施設も充実！野菜や花づくりを楽しんでみませんか！

■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
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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

１１月７日・８日に開催を予定しておりました佐土原総合文化祭
は、新型コロナウイルス感染拡大状況を踏まえ、今年度の開催
は中止することに決定いたしました。
【お問合せ】 実行委員会事務局

佐土原地区交流センター 電話74-0018

那珂地区公民館 電話74-0087

広瀬地区交流センター 電話72-0244

佐土原総合文化センター 電話72-2998

◆令和２年度佐土原総合文化祭中止案内
現在、佐土原地区体育会の事務

局長をしています。
毎年、６月に体力づくりバレーボ
ール大会、９月に体力づくりミニ
バレーボール大会、１０月に体力づ
くりソフトボール大会を行ってい
ましたが、今年はコロナウイルス
感染症拡大防止のため中止とな
りました。来年は、例年通り大会が
実行されることを願います。
平成１５年から、障がい者スポー

ツ指導員をしており、宮崎県内に、
フライングディスク競技を広める
活動を行っています。

佐土原町では、久峰運動公園にある久峰食堂で働いて
いる子供たちと、ボッチャ、カローリング、フライングディス
ク等を月１回、ふれあいスポーツとして楽しんでいます。
私自身もスポーツが大好きで、特にゴルフ、ソフトボール

が好きです。宮崎を盛り上げようと毎年行われている「ダ
ンロップフェニックストーナメント」「アクサレディースゴルフ
トーナメント」「ＬＰＧＡツアーチャンピオンリコーカップ」に、
ボランティアとして参加しています。
ソフトボールは、シニアチームです。毎週水曜、土曜日に

午後１時から広瀬地区交流センターの広場で練習していま
す。
興味のある方は、来てみませんか。

◆リレートーク

あんどう さだみ

安藤 定美さん
（原自治会）

＊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。

◆ニュース「佐土原なす男のお盆」

◆佐土原町の人口（令和２年８月１日現在 現住人口）

３３，０７１人 （前月増減 -１６人）

・男性 １５，５７６人 ・女性 １７，４９５人

・世帯数 １３，４３６ （前月増減 -2 人）

◆ 佐土原交番からのお知らせ

夕暮れ時の「早めの点灯」「ピカピカ運動」に

ご協力お願いします。 期間【9/21～1/31】
●薄暮時（夕暮れ）は、交通事故が起きやすい時間帯です。
秋口からの日没時間が早まります。この時期は周囲の視界が悪くな

り、クルマや自転車、歩行者など、お互いの発見が遅れ、重大な交通事
故が多くなる傾向にあります。
◎クルマは、早めの点灯、ハイビームへのこまめな切り替えを
□早めにライトを点灯、自分の車の存在を周囲に知らせましょう。
□ハイビームを活用して、遠くの歩行者を早めに発見しましょう。
□速度を落として、慎重な運転を心がけましょう。

※前照灯の照射距離
ⅿ・ハイビームで約１００ （前車や対向車がいない時に使用）
ⅿ・ロービームで約６０ （対向車とのすれ違い時などに使用）

◎歩行者。自転車は反射材や LED ライトの活用を
□反射材用品やＬＥＤライトを活用、明るい服装で
車の運転手から見やすい服装で外出しましょう。

□自転車も交通ルールを守り、早めに点灯しましょう。
□夜間は自転車の距離や速度がわかりにくくなります。
道路を横断する時は車の流れが途切れて横断する
など、一層の注意が必要です。

８月２４日、佐土原町を中心

に、宮崎市役所の職員を名乗

る「還付金詐欺」の電話があり

ました。

「還付金があります」「近くのＡ

ＴＭに行って下さい」というよう

な、電話があったら、詐欺と思っ

て下さい。

電話番号案内「１０４」で市役

所の電話番号を調べて確認す

るなど、だまされないようにして

下さい。


