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さどわらべ さどわら便り
◆「地域コミュニティ活動交付金事業」の承認を頂きました！

今年 5月に「令和３年度第１回佐土原地域自治区地域協議会」が開催される予定でしたが、新型コロナウイルス感染防止
のため委員にはまちづくり推進委員会の地域コミュニティ活動交付金事業について書面表決にて回答をお願いしました。
内容は、実施報告と申請の「同意」を確認するものであり、次回の地域協議会の会議で改めて「承認」をしていただくこと

になっています。
【書面表決の結果】

１、令和２年度 地域コミュニティ活動交付金事業実績報告について 同意
２．令和３年度 地域コミュニティ活動交付金事業申請について 同意

以上のように事業について「同意」を頂きましたので、地域協議会の意見のもと、令和 3年度の活動を行ってまいります。

○地域協議会代表の委員さんが新しく選任されました。

・まちづくり推進委員会（地域づくり協議会及び地域づくり推進委員会）と宮崎市消防団佐土原分団の団体代表として、新し

い委員さんが選出されました。残りの任期が１年間ですがよろしくお願いします。

これまで地域の課題解決のためのご意見をいただいた前任の皆さま、ありがとうございました。

＊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。現在、第８期の委員は、

団体推薦１５名、公募５名の計２０名で構成され、任期は 2年間（令和２年 4月 1 日～令和４年 3月 31 日）となっております。

令和３年度 活動交付金決定額

（均等割額＋人口割額）

佐土原小校区・・・1,083,400 円

那 珂小校区・・・ 961,400 円

広 瀬小校区・・・1,699,400 円

広瀬北小校区・・・1,588,400 円

広瀬西小校区・・・1,012,400 円

●広瀬西小校区地域づくり推進委員会

・災害時における安否確認訓練事業

・高齢化対策事業

・環境の保全と美化に関する事業

・芸能・文化まつり事業

・校区内の伝統文化に関する事業

・ウォーキングフェスタ事業

・食の安心安全に関する事業

・校区内のスポーツふれあい事業

・その他

＊まちづくり推進委員会（地域づくり協議会及び地域づくり推進委員会）のボランティア募集！
佐土原地域自治区の「まちづくり推進委員会」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

☎・広瀬西小校区地域づくり推進委員会（旧名称：広瀬西小学校区地域づくり協議会） ７２－０３５５

●那珂小学校区地域づくり協議会

・見守り事業

・防災訓練事業

・石崎川ふれあい公園花いっぱい事業

・那珂まつり事業

・那珂音頭普及事業

・ウォーキング大会事業

・玉入れ競技大会事業

・イルミネーション事業

・その他

●佐土原小学校区地域づくり協議会

・高齢者世帯への奉仕事業

・認知症サポート事業

・福祉施設訪問事業

・里山保全事業

・佐土原歴史観光発信事業

・健康づくり事業

・伝統文化伝承事業

・佐土原のまつり活性化事業

・その他

●広瀬小学校区地域づくり協議会

・地域安全確保推進に係る事業

・石崎浜・石崎川流域再生利用促進に係る事業

・健康づくり地区民交流事業

・ふれあい交流推進活動に係る事業

・中学生ボランティア事業

・協議会講座ひろせ塾事業

・地域リーダー育成事業

・制服等の譲渡会事業

・その他

●広瀬北小学校区地域づくり協議会

・安全・安心のまちづくり推進事業

・環境整備推進事業

・ふるさと学習推進事業

・地域の元気と絆を深める事業

・健康とスポーツ交流事業

・子育て支援事業

・人材育成事業

・イルミネーション事業

・その他

令和３年度 地域コミュニティ活動交付金事業 （主な事業を抜粋しています）



健康について困ったことはありませんか？

健診結果のこと、体のこと、食事のこと、運動のこと、

生活習慣のこと、血糖値や体重を減らすための生活

のポイントが知りたいなどについて

保健師・看護師・栄養士が皆様の健康のお手伝いを

します。

気軽に健康相談を受けてみませんか？

■実施場所・日にち

・佐土原保健センター（佐土原総合支所内）

令和３年１０月１８日（月） ・１２月７日（火）

令和４年３月７日（月）

・住吉公民館

令和３年１１月２９日（月）

令和４年１月１１日（火）

■相談時間

・９時３０分～１２時００分 ・１３時３０分～１６時００分

■実施内容

①血圧測定

②健診結果に関する相談

③栄養相談

④健康手帳の交付

■申込み

要予約（各実施日の前日まで）

■その他

＊健診結果・お薬手帳のご持参をお願いします。

＊随時健康相談を実施しております。

上記の日程で都合が悪い方はご連絡下さい。

【お問合せ・申込先】宮崎市 佐土原保健センター

電話番号：７３－１１１５

市
民
農
園
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用
者
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■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
を通じて土に親しみ、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

◆施設も充実！野菜や花づくりを楽しみませんか！

「ペットボトルキャップリサイクルの御協力をお願いします」
佐土原小学校では、毎年ペットボトルキャップのリサイクルに取

り組んでいます。今年も、JRC委員会児童を中心に、ペットボトルキ

ャップを回収して、回収業者へ引き渡し、プラスチックのリサイク

ルと支援国へのワクチン寄贈に貢献したいと考えています。

佐土原町の皆様もよろしければ私たちの活動に御協力をいた

だきたいと思います。

御家庭に処分を考えたペットボトルキャップがありましたら、佐

土原小学校にお届けください。お待ちしています。

◆ 佐土原小学校からのお願い

相談は無料です

たっぷり

３０分

◆ 令和３年度 健康相談のご案内

【お問合せ】 佐土原総合支所 電話７３－１４１１

４月３日（土）、４日（日）に久峰総合公園で久峰公園さくら

まつりが２年ぶりに開催されました。当日は、あいにくの雨と

なりましたが、新型コロナウイルス感染症対策を行い、楽しい

ステージイベントや特産品販売などが行われ、多くの方にご

来場いただきました。

久峰公園さくらまつりも佐土原の春の一大イベントとして

定着してきました。来春も皆さまのご来場をお待ちしており

ます。

◆ 久峰公園さくらまつり

最優秀賞 本村 玲聖さん

優良賞 松浦 千菜都さん 優秀賞 西田 恵実さん

【お問合せ】佐土原小学校区地域づくり協議会 電話７４－３４７１

宝塔山公園「フォトコンテスト」結果
3 月 28 日(日)宝塔山公園桜まつりが、雨の為佐土原交流セン

ターに会場を変更し実施されました。

宝塔山公園の自然を題材にしたフォトコンテストを開催したと

ころ多数の応募があり、5月15日に３名の方を表彰しました。応募

いただいた皆さま、ありがとうございました。

◆ 宝塔山公園桜まつり

◆ご案内◆

◆ みんなのひろば 出来事 in sadowara(Ｒ３年３月・４月) ◆



◆ 地域イベント・行事予定 in sadowara (令和３年６月～９月)◆
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。

◆一般財団法人みやざき公園協会 佐土原体育館案内

○太極拳教室
■日 時：令和３年８月２７日（金） １３：３０～１５：００

■場 所：佐土原体育館 会議室

■参加費：１人３００円

■定 員：２０名（要申込）

＊講師：日本武術太極拳連盟強化委員会コーチＪＯＣオリンピック

強化スタッフ 原田 将司氏（はらだまさし）

○３B体操教室
３つの道具（ベルター・ボール・ベル）を使って、誰でも簡単にでき

る体操です。

■日 時：令和３年７月３０日（金）１４：００～１５：３０

■場 所：佐土原体育館 会議室

■参加費：１人５００円

■定 員：２０名（要申込）

＊講師：日本３Ｂ体操協会公認指導者 落合 眞理子氏

○初めての ZUMBA
フィットネスのような動きに加え、アップビートなリズムに合わせ

て楽しく身体を動かそう！

■日 時：令和３年９月１８日（土）

■場 所：佐土原体育館 アリーナ

■参加費：１人５００円

■定 員：２０名（要申込）

＊講師：k.m.s.Dance crews 斎藤 ちえ氏

【お問合せ】 佐土原体育館 管理事務所

電話 ７３－７２２３

■募集期間：令和３年 6月２１日（月）から

令和３年 8月１３日（金）まで

■募集内容：絵画、写真、手芸など一人一点

■対象者：佐土原町域にお住まいの方

■展示期間：令和３年１１月 6日（土）・7 日（日）

■展示場所：佐土原総合文化センター内

■作品搬入日：令和 3年１１月 5日（金）

＊作品の搬入・搬出は出品者各自が行ってください。

＊佐土原町域の各公民館で申込用紙にご記入ください。

【お問合せ】 佐土原総合文化センター(72)-2998
※開催に際しましては感染症対策を万全にて行う予定ですので、

ご協力お願いいたします。ただし、今後の感染症拡大の状況によっ

ては、変更・中止等になる場合もございます。

◆「佐土原総合文化祭」一般展示作品募集

◆宮崎市佐土原歴史資料館

佐土原古地図散歩（武士編②）
■日 時：令和３年７月１１日（日）１０：００～１２：００

■場 所：宮崎市佐土原歴史資料館 鶴松館及びその周辺

■対象者：小学５年生以上の子どもと保護者・一般 ２０名

■参加費：無料

■要申込：令和３年６月１１日～６月２０日 受付・多い時は抽選
古地図をもとに佐土原城下を散策します！武士編②では、江戸

時代の佐土原藩に関する史跡を歩きます。

＊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。申し込みは「生目の杜遊古館」にお願いします。

【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）

親子カヌー教室
■日 時：令和３年７月１８日（日）8：30～１２：００

■場 所：石崎川栄橋北岸、やすらぎ公園前

■対象者：広小校区の小中学生と保護者

■参加費：５００円

＊インストラクターによる講習を受けてカヌーを石崎川へ漕ぎだ

しましょう。安全第一に初心者も安心して乗れるようになります。

カヌーを楽しみながら石崎川の自然と川の環境を観察しょう。

参加希望の方は氏名、学年（年齢）住所、電話番号をＦＡＸ

（７３－１１２０）で申し込んでください。

尚、小学生の方は保護者の方が同伴して下さい。

注）当日はマスクを着用して参加して下さい。

子ガメの観察会
■日 時：令和３年８月８日（日）

荒天中止の場合は８月２２日（日）

■場 所：石崎浜海浜（歓鯨館東の海浜）

■対象者：広小校区の小中学生と保護者

■参加費：：１００円
＊アカウミガメの産卵地である石崎浜で、当日の早朝に孵化し

た子ガメたちが大海原の太平洋へ旅立っていく自然の営みをま

ぢかで観察します。観察会終了後、早朝の朝日が昇る雄大な太

平洋を見ながら波打ち際の散策も楽しめますので、皆さんの参

加をお待ちしています。

注）当日はマスク着用で参加してください。

【お問合せ】 広瀬小学校区地域づくり協議会

電話 ７３-１１２０ 携帯 080-8553-0748(萩原）

◆広瀬小学校区地域づくり協議会 案内 ◆佐土原図書館 案内

○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：１６名（先着順） 参加費：無料

○「キッズチャレンジ！」
パソコンでイラストを動かしてみよう！

■日 時：令和３年７月２７日（火）１３：００～１６：００(１２：５０受付開始）

■場 所：佐土原図書館

■定 員：小学生５名 参加費：無料

■申 込：【要申込・抽選】申込期間：７月１日（木）～７月１６日（金）

来館・電話・FAX・メールで申込み

【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 ◆

◆ 佐土原町交番からのお知らせ

警察官募集始まります！
《 試験案内・警察官 B 》

●受験資格

昭和 61 年４月２日～平成１6 年４月１日までの間に生まれた方（男

性・女性）

＊高校卒業及び短大卒業の方が主な対象（学校教育法に規定する大学

卒業者以外）

●案内開始日（申込用紙配布）

７月８日（木）から

●申込期間

８月４日（水）～８月２４日（火）

原則としてインターネットによる申込みになります。

●試験日

○第一次試験（教養試験・体力試験）

。教養試験 １０月１７日（日）

試験会場〔宮崎市・都城市・延岡市・日南市〕

・体力試験 １０月１８日（月）～１０月２２日（金）のうち指定する日

＊試験会場は宮崎市のみです。

○第二次試験（作文試験・人物試験等）

１１月中旬～１２月上旬 ＊試験会場は宮崎市のみです。

●最終合格発表

１２月下旬

【注意点】

① 受験資格の年齢は３５歳未満です。

＊本年度からサイバー犯罪に対処する人材を確保するため、「情報工

学」枠が新設されました。（一定の国家資格取得が必要）警察官との併願も

可能です。

② 警察事務職員（高校卒業程度）の採用試験も同時に行います。

＊受験資格年齢等が警察官と異なりますが、案内開始日・申込期間は同じ

です。

交番に案内パンフレットや申込用紙があります。興味がある方や詳しく

知りたい方は、遠慮なくお問合せ下さい。

＊佐土原町交番 電話 ７３－１１４１

宮崎県警の情報は、県警ホームページ（右の QR コード）から確認できます。

QR コード

福永 眞智子さん
春日台自治会

3 月から私の大好きな季節です。

筍・ワラビ・タラの芽などの山菜が

美味しくいただける時期。十数年前

に教えていただいたイタドリ、ちょっ

とした食感と酸味が何ともいえませ

ん。塩漬けにすると保存がきくそう

です。今年はクサギナ料理を教えて

いただき乾燥保存もしています。

正月用のヨモギや山菜採りに行っ

たりと忙しい季節ですが、コロナ禍

を楽しんでいます。

◆ リレートーク

◆ ニュース 「佐土原夏まつり！」

◆佐土原町の人口（令和３年５月１日現在 現住人口）

・３３，０６６人 （前月増減－14 人）

・男性 １５，５８６人 ・女性 １７，４８０人

・世帯数 １３，６０５

◆ 防災情報

山の新緑を見ると、綺麗と思うと同時に美味しそうにみえ

るのは私だけでしょうか。

＊１ 市町村が災害の状況を確実に把握できるものではない等の理由か

ら、警戒レベル５は必ず発令される情報ではありません。

＊２ 避難指示は、これまでの避難勧告のタイミングで発令されることに

なります。

＊３ 警戒レベル３は、高齢者等以外の人も必要に応じ普段の行動を見合

わせ始めたり、避難の準備をしたり、危険を感じたら自主的に避難するタ

イミングです。

＊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。

＊「まちがいさがし」３９号の答え（５箇所）
１、左側の鳥の位置 ２、桜の木の大きさ ３、中央のおちょこ
４、右側：桜の葉 ５、シートの大きさ いかがでしたか？

資料提供：内閣府（防災担当）・消防庁


