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＠higasimera      ＃higasimera 　@higasimera    ＃201pibvx

目指せ！登録者数 1000人

「ひがしめら」ってどこ？

宮崎空港から自家用車で約 2時
間。コミュニティバスで西都バス
センターから尾吐まで約１時間
20分（2便）。宮崎交通で西都バ
スセンターからゆた～と（西米良
村）まで約１時間 30分（4便）。

※東米良とは銀鏡・上揚・八重・
中尾・小椎葉・尾八重・吐合・小
中尾・湯之久保・岩井谷・柏葉・
片内地域のことです。
現在は西都市と合併しています。
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星空キャンプ場
プレオープン

映画「銀鏡 SHIROMI」
2月 19 日公開
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ひがしめら通信

東米良地域づくり協議会

現在の人口
（令和４年 1月 1 日時点）【人口】

　西都市：28,201 名　　東米良：215 名
【内高齢者人口】
　西都市：11,060 名　　東米良：141 名
【世帯数】
　西都市：12,063 戸　　東米良：106戸

東  部

中  部

西  部

山がっこ東米良

尾八重地区活性化プロジェクト会議

中止行事のお知らせ

尾八重地区を元気にしたい！活性化したいという有志で様々な協議を行いました。
　11 月 13 日（土）東米良支所　　12 月 4日（土）岩井谷公民館
【今後の予定】　尾八重地区の活性化を望む方なら、誰での参加できます。
　2月 11 日（土）尾八重公民館　※コロナ感染防止のため中止
　3月 11 日（土）東米良支所　　　10 時～ 12 時　開催予定

1月 15 日（土）30 名参加

◆　豊後落ちウォーキング　※コロナ感染防止のため中止
◆　一本杉ウォーキングとあくまき作り体験　※コロナ感染防止のため中止

　令和 3年 11 月 16 日（火）東米良支所 18 時～ 20 時
　3地区自治会・西都土木事務所・西都市危機管理課・西都消防本部・西都警察署
銀鏡駐在所・東米良地区消防団・西都市福祉事務所・西都市社会福祉協議会・北地
区包括支援センター・社会福祉法人善仁会東米良仁の里・東米良診療所・尾八重公
民館長・小八重公民館長・西都銀上学園・特定非営利活動法人東米良創生会・銀鏡
郵便局・瓢箪淵郵便局　西都市東米良支所　計 31 名
今年度、銀上地区東米良仁の里が福祉および一般避
難所として指定されたことや自主防災組織の課題な
ど、第 1回防災会議で出された課題は現在どのよう
な状況なのかを、関係者で情報共有し、今後の課題
解決へ向けての協議を行った。

第２回東米良地区防災会議

令和３年１１月２７日（土）
「一ツ瀬ダム探検」　２５名

令和３年１２月４日（土）
「ゆず取り・加工体験」　１４名

令和４年１月２２日（土）
「銀鏡のパエリア作りに挑戦」
　※コロナ感染防止のため中止

「銀上の休日」
　※コロナ感染防止のため中止

　上記アンケートを 11 月に実施させて頂きました。
　300 部配布し 150 名の回答を頂きました。
　回答率は 50％　現居住地　東米良地区内 52.3％　東米良地区外 47.7％／年代　50
代・60 代ともに 24％、次いで 70 代 23％、80 代 10％／男女比　男性 54.6％　女性
45.4％でした。　内容については後日、東米良地域計画策定の冊子を作成をしますの
でご覧ください。

東米良地区地域計画

策定アンケートについて

尾八重高原星空キャンプ場整備

東米良診療所交流会
※コロナ感染防止の為、中止

消防団表彰者
日本消防協会長表彰
　（精績章）第１分団本部　　分団長　中武勉
　（勤統章）第１分団第２部　班長　　中武茂
宮崎県知事表彰
　家族 ( 配偶者 ) 表彰
　　　　　  第１分団本部　分団長　中武勉
　　　　　　　　　　　　 妻 : 中武千寿子様
宮崎県消防協会会長表彰
　（功績章）第１分団第４部　団員　中武孝志
　（精績章）第１分団本部　　部長　濵砂高広
　（特別表彰　親子団員）
　　　　　 第１分団第１部　団員　石川浩
　　　　　 第１分団第１部　団員　石川翔
消防協会西都支部長表彰
　　　　　 第１分団第１部　団員　濵砂紳一郎
　　　　　 第１分団第４部　団員　森本泰隆

一ノ瀬 看板仮設置
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第７回　東米良懐古録　「中尾棒踊り」
　中尾地区に市指定無形文化財の棒踊りが伝わっている。この踊りは「江戸時代踊」とも言
われ、実に勇壮なものである。昔、平家の落人が源氏の仇を討ちたいと怨念をこめて踊った
と伝えられているが、踊り歌の中にある「おせろの山」などを通じて想像されることは踊り
の起源が大陸遠征か薩摩芸能と何等かの関りがあるのではないかと思われる。しかし、確証
はないとの説をとなえる人もいる。
別の説を引用すると天正 5年（1577）都於郡城主三位入道伊東義祐が豊後の国に落ちるとき、
穂北から中尾の的場付近、尾八重を通過したが、雪の深い時で寒さと悪路で大変難渋し、追
討ちかける者どもを防ぎながら進む中には討死する者、負傷したり病に犯されたりして脱落
者も続出した。これ等のうち中尾方面に残された者達が武芸修練のために始めたのが、この
踊りであるとの説もある。踊りを練習したと言われる教練場の跡がそのまま地名（踊庭）と
して残っている。
十月一八日猪之原鎮座の霧島神社境内に踊り庭といわれる所があり、昔から大祭の時に五穀
豊穣と狩猟の成就と祈念して奉納する慣わしがあり今日に及んでいる。中尾棒踊りは長男し
か踊れないと伝えられていたために継承が危ぶまれたが、当時の若者達が話し合いを重ね、
長男以外でも踊れる緩和をして現在に至るが、今度は自分たちが継承者を集める時が来てい
るのである。

東米良 2区　区長　中武　茂

第７回　東米良名所
　「伊東一族豊後落ちの道＝経塚＝」　

杉安橋から十キロ余、二一九号線を米良へ向かうと登り口と言うバス停がある。バス停より山
中に道を取る。日向四八城を征し権勢を誇った伊東氏が、島津に敗れ悲惨な豊後への逃避行の道
である。
　登り口から二キロ程で松八重、さらに一キロほど屋根伝いに辿る。言われの分からない墓石が
路傍らに立ち並ぶ中、木立に覆われた経塚がある。かなり風化がひどく塚としての形は残ってい
ないが、資料によると凡そ高さ二 . 五米、経五米程の小さい塚だったらしい。この塚は当時尾八重
の住人で壱岐勘吉と言う山伏が伊東一族を途中まで出迎え、無事に逃れる事ができるようにと、
小八重で大法要を営み、すべての住民を集めて西ノ谷から千荷、束ノ谷から千荷の砂を運び上げ、
夜を徹して祈祷した。その時の砂山がこの塚であると言い伝えられている。住民の島津方への密
告を防ぐために企てた謀略ではなかっただろうかと思われている。
　落人の身となり追っ手を逃れ、飢えと寒さに脱落するものも多
かった。耐えられずに自害する女人、泣き叫ぶ児は島津に悟られ
ないように殺害されることもあった。このような中で米良の壱岐
一族の厚意は落人一行に取っては束の間の安らぎであったと思わ
れる。
　現在、豊後落ち再現の旅「伊東一族豊後落ちの道を歩こう」と
いう催しが毎年一月の第 3日曜日に行われている。四〇年以上も
続いている会であるが、昨年、今年はコロナ禍で中止を余儀なくされた。
　この催しと共に歴史を後世に語り伝えて行きたい。　　　　　　　　　　　　　　　壹岐幸子

水車滝　滝開き ◆令和4年 2月１１日開催
【令和４年　定期開催　今後の滝行スケジュール】
３月２０日（日）　４月１７日（日）　５月１５日（日）
６月１９日（日）　７月１７日（日）　８月２１日（日）
９月１８日（日）　１０月２３日（日）※第４日曜日

１１月２０日（日）※年内最後

天候や感染症予防などで中止になる場合がありますのでご了承ください。
先着２０名。定期開催以外にも５名様以上でお申込み可能です。

東米良創生会事務局に直接お電話を頂くか東米良創生会HPでお問い合わせください。
各種祈願・団結式など会社やスポーツ少年団、道場などが参加されています。

尾八重高原星空キャンプ場
 ～東米良眺峰館 BASE ～

令和4年2月1日～3月末までプレオープン
東米良仁の里キャンプ場につづき、尾八重の「米良の郷眺峰館」のある高原にキャン
プ場をオープンします。本格オープン前に西都市の方々に知っていただきたくプレオー
プンします。
　プレオープン期間は特別料金にてご利用できます。体験アンケートにご協力お願いい
たします。お問い合わせ、お申込みは東米良創生会事務局に直接電話するか東米良創生
会HPにてお願いいたします。

本格オープン
　　4月1日（金）

※第 6回銀鏡神社参道
( 杖立）鳥居は

（轟元）の誤りでした。

キャンプ場
整備

案内図
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青色：文字エリア（目安です）
※黄色エリアの部分に文字が載っていても

仕上がり時にはカットされます。

赤色：断裁エリア（仕上がりエリア）
黄色：断ち切りエリア（断裁後処分されるエリア）
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0120-466-203
TEL（0983）46-2121／FAX（0983）46-2361

農業法人

〒881-1232  宮崎県西都市大字銀鏡490
株式会社かぐらの里

shop@mera-yuzu.com https://mera-yuzu.com

【ご注文方法】
【お支払方法】①店舗にて直接お支払い

②代金引換(手数料　税込200円）
③郵便振込(手数料　無料）
※専用の振込用紙を郵送します。※先払い

④コンビニ後払い（手数料　300円）

電話・メール・FAX・公式LINEにてご注文

【営業時間】かぐらの里 8：00～17：00／山の駅９：00～18：30
※土日祝日休み

￥200

竹パウダー
東米良

【ご注文・問合せ】東米良創生会 TEL：0983-43-0450

ひがしめらのお米

￥3,000

5kg

米が良いとこ！

Higashimera FurusatobinHigashimera                   Furusatobin

No.7

各￥180

各20g

180ml

￥1,000
（10kg）1袋

東米良産薪

￥1,000

表記額は、ふるさと便
特別価格(税込)です。

東米良発
higashimera

あなた行
You

【山の駅  銀鏡】でも販売中

ランチもできます！

・シシうどん
・シシカレー
・ゆずドリンク他

〒881-1232 
宮崎県西都市大字銀鏡675-1

Toseki 一の瀬SS

銀鏡神社
銀上学園

銀鏡郵便局
〶

かぐらの里

至 西都市内→←至 人吉

39

219

文
銀
鏡
川

MAP

山の駅銀鏡

《山の駅銀鏡》

山の駅銀鏡
公式LINE

TEL0983-46-2717

ゆずポン酢
椎茸と昆布出汁の

￥500

360ml

温めても美味。
柚子＆蜂蜜ドリンク

ゆずはっち

梅のエキス

￥600

山蜜

￥2,000

110g

農薬を一切使わず育った、
梅のみを使用。

20g

同梱
不可

同梱
不可

同梱
不可

同梱
不可

他商品と同梱不可の為、送料が別途かかります。

東米良トーチ

￥1,500
１個
80サイズ（杉材）

80サイズ

ゆずこしょう

辛味と柚子の酸味が
調和された

ゆずポン酢ゆずポン酢ゆずポン酢ゆずポン酢ゆずポン酢ゆずポン酢
360ml360ml360ml360ml360ml360ml

東米良創生会
ショッピングサイト
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１投稿につき１枚でお願いします。
投稿回数に制限はありません。

※創生会役員、理事長により選考いたします。当選者には「東米
良創生会」アカウントよりダイレクトメールにてご連絡します。
※非公開アカウントに設定している場合や、ハッシュタグ間違い
がある場合は、応募が無効になりますのでご注意ください。
【注意事項】応募写真は広報・SNS などに併用させていただく場合
がございますので、ご了承いただける方のみ応募をお願いします。

春
東米良 
フォトコン

開催期間
2/１火

～

4/30土

賞品

東米良特産品（柚子製品等）
または山の駅銀鏡専用商品券

【最優秀賞】　５０００円分（１名）
【優秀賞】　　３０００円分（２名）
【入選】　　　１５００円分（３名）

フォロー

Instagramをインストール
する。「東米良創生会」公式
アカウントをフォローする。

撮　影

東米良地域（銀鏡・上揚・
八重・中尾・小椎葉・尾八重・
吐合・小中尾・湯之久保・
岩井谷・柏葉・片内）の写
真を撮影する。

投　稿

画像に

「#2022 春 東米良
フォトコン」

のハッシュタグをつけて
Instagramに投稿する。

２０２２
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主催：東米良地域づくり協議会
共催：NPO法人東米良創生会

お問合せ先：東米良創生会　TEL：0983-43-0450

2021 冬東米良フォトココンテスト
最優秀賞は hidekiyamanaka さんでした！
他作品は Instagramで紹介しています。

東米良トラックラッピング投稿で

毎月抽選で１名様にプレゼント！

Facebook・InstagramどちらでもOK！！

代理投稿いたします！
投稿が難しい方は、Instagram「東米良創生会」
アカウントにて代理投稿をさせていただきます。

お気軽にお問い合わせください。お気軽にお問い合わせください。



映画『銀鏡 SHIROMI』に流れるふたつの時間

　映画『銀鏡 SHIROMI』にはふたつの時間が流れています。ひとつは、銀鏡の自然に
流れている悠久の時間です。山の花々や清らかな水、森の動物たち、夜空には星が降り
そそぎ、そこには銀河の時間が流れています。

　そして、もうひとつが、里で生きる人々の時間です。農産物の加工会社を作ることで
雇用を生み、村に住んで神楽を守ろうとする銀鏡の人々。決して未来を諦めず、今とい
う時をひたむきに生きるその生き方は、自然に軸をおいた人間の謙虚で真摯な営みその
ものです。

　本作品は、この二つの時間が邂逅する瞬間、銀鏡神楽までを描いています。星へ祈る
銀鏡神楽は、私たちが宇宙との繋がりの中で生かされていることを教えてくれます。そ
れはまた、未来の子どもたちへの大切なメッセージでもあるのです。

監督　赤坂友昭
　　　　　　　　
　　　　　　　　　　【公開日】
　　　　　　　　　　2月 19日～　シアターイメージフォーラム
　　　　　　　　　　3月 18日～　宮崎キネマ館
　　　　　　　　　　3月 25日～　名演小劇場

配給問い合わせ：映画「銀鏡 SHIROMI」製作委員会事務局（赤阪）
Tel：070-3180-2385

Mail：shiromi.movie@gmail.com

この映画は、日本の古層に秘められた星への祈りと
星のように生きる神楽の民の物語である

令和 3年スポーツ庁補助事業活用宮崎県スポーツ習慣化推進事業
西都スポーツクラブ主催

2021 年 11 月 29 日（月 )、12 月 23 日（木）
東米良仁の里グラウンドで特別コース８ホールを作
り、チームで競いました。

　これからも大会を開催予定です。（メダル賞品も
準備しています！）グラウンドゴルフは年齢に関係
なく、いろんな方が楽しめます。
　東米良仁の里に専用のグラウンドゴルフセットが
ありますので、お気軽にお申込みいただけます。多
くの方のご参加をお待ちしています。

い ち ご 会

女の子が４名、男の子が４名で東米良
オンデマンドカーで幼稚園に通っています。

年内に女の子が１人卒業、
そして男の子が２人増える予定 !

瑛都くん（４ヶ月）
えいと
※前６号にて名前に誤りがありました。

緒李くん（２ヶ月）
いおり ※料理イメージ

　現在、東米良の鹿や猪を
使ったオリジナルジビエ商
品を開発中です。ちょっと
贅沢で高級なお土産になる
よう、試行錯誤しておりま
す。「鹿ロースト」をはじめ
に、ジビエシリーズを今後
発売予定です。

むすび家からのお知らせ

認知症サポーター養成講座

◆令和 3年 11 月 20 日（土）
　東米良仁の里にて、「認知症の基礎知識」「認
知症の方への接し方やサポーターとして出来る
こと」などを講話やDVDでの講義で行いました。
　受講された方には、認知症サポーターの証で
あるオレンジリングが配付されました。
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青色：文字エリア（目安です）
※黄色エリアの部分に文字が載っていても

仕上がり時にはカットされます。

赤色：断裁エリア（仕上がりエリア）
黄色：断ち切りエリア（断裁後処分されるエリア）

第５回　はまちゃんコラム

「古希になりて徒然なるままに」

　私は朝７時から２３時まで仕事をしたが、それでも終わらなかった。２４時間体制
の救急を受け入れていたから、開業して２年間家に帰らなかった。日高事務長もいつ
の間にか泊まるようになっていた。２３時仕事が終わる頃、日高事務長が焼酎とお湯
とつまみを作ってくれていた。話はいつもシベリア抑留兵だった時の悲しい話だった。
日本民謡、歌謡曲は歌えなかった善兄ちゃんは、飲んでいつも歌っていたのはロシア
民謡「カチューシャ」だった。
　しかもロシア語でしか歌えなかった。抑留時代に覚えないとロシア兵から叩かれた
そうである。日本から送られたものは、ほとんどがロシア兵に没収され、味噌だけは
腐っていると言って、日本人に与えてくれたそうである。
　春になるとツンドラ地帯には草が生えてくる。味噌をお湯で溶かし飲むものもいた
が、ぺんぺん草を摘んで味噌汁の中に入れ、それで元気が出たそうである。1日の食
事は黒いコッペパン１つで日本兵が亡くなったのは飢えと寒さだという。零下３０℃
～４０℃の状態の中で与えられたのは毛布１枚だけだったそうである。そういう過酷
な状況の中で強制労働をさせられ、橋や鉄道や建物を造った。現在でも日本人が造っ
たものは頑丈で壊れていない。詳しくは岩波文庫「捕虜収容所からの手紙」に書いて
ある。善兄ちゃんはもう一度ロシアと戦争をさせてくれ。そして、この市民の森病院
を軍事病院にする。フェニックスの野球場はヘリコプターの発着場にする。飲んだ時
はいつもそう言っていた。余程悔しかったのだろうし、飢えと寒さで死んで逝った同
僚達に申し訳ない気持ちを表していたに違いない。

濱砂重仁  著

コロナ感染防止の為、一部変更の可能性があります。
掲載希望・お問合せは東米良創生会事務局まで

東米良 カレンダー

次号へつづく・・・

金比羅祭 買物支援

買物支援

買物支援

ドローン
ＰＣ教室

ドローン
ＰＣ教室

ドローン
ＰＣ教室

山村留学
修了式

銀鏡
運動教室

銀鏡
運動教室

銀鏡
運動教室

水車滝滝行

水車滝滝行

水車滝滝行

移動美容室

移動美容室

移動美容室
銀上学園
卒業式

銀鏡春祭り

銀上学園
入学式

情報誌発行

ダム湖探索イベント
お伊勢のまつり
銀上区総会

5月から高齢者教室
（龍房教室）

山がっこ
　星空観察
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賛助会員一覧

濱砂　重仁
長友　雅章
中武　勉
濵砂　修司
石川　浩
中武　茂
石川　理恵
中武　清
濵砂　隆文
黒木　竜二
奥口　一人
濵砂　幸司
元水　均
濵砂　衛
小川　直之
濵砂　武久
濵砂　英一
濵砂　博信
佐藤　廣正
藤内　久子
石川林業
㈱かぐらの里
尾八重地区活性化推進委員会
中尾自治公民館
㈱光希
ＩＲｐｌａｎｎｉｎｇ
銀鏡神楽保存会
いちご会

他 2 名

横瀬　輔 （家族）　　　　　    4 名
長野　裕介 （家族）　　　　　5 名
濵砂　紳一郎 （家族） 4 名
増田　彩 （家族）　　　　　　 5 名
倉永　將平 （家族） 5 名
那須　秀徳 （家族） 4 名
妹尾　香代子 （家族） 4 名
横瀬　鉄郎 （家族） 4 名
冨永　武幸 （家族） 2 名
濵砂　孝義 （家族） 2 名
宇都宮　義親 （家族） 2 名
中武　久充 （家族） 2 名
長船　克彦 （家族） 2 名
濵砂　朝広 （家族） 2 名
甲斐　公成 （家族） 5 名
西森　蔚鋭 （家族） 2 名
河野　浩生 （家族） 5 名
濵砂　幸宏 （家族） 2 名
伊東　敏和 （家族） 7 名
濵砂　謙一郎 （家族） 4 名
奥松　武 （家族） 　　　　　 2 名
濵砂　寿 （家族） 　　　　　 3 名
久田　安代 （家族） 2 名
濵砂　一男 （家族） 2 名
黒木　福督 （家族） 2 名
河野　章 （家族） 　　　　　 2 名
和田　和代 （家族） 2 名
甲斐　優 （家族） 　 　　　　2 名
上米良　和良 （家族） 2 名
濱砂　俊明 （家族） 2 名
甲斐　重弘 （家族） 2 名
濵砂　貞博 （家族） 2 名
吉田　米重 （家族） 2 名
浜砂　裹 （家族） 　　　　　 2 名
妹尾　翔平 （家族） 2 名
浜砂　正一 （家族） 4 名
濵砂　義忠 （家族） 2 名
濵砂　明大 （家族） 4 名
高山　秀明 （家族） 4 名
西畑　智子 （家族） 2 名

　　　　　　　　　　　　　　他 5 名

野崎　厚子 長野　菊江
河野　善夫 濵砂　保房
出水　千鶴子 横瀬　常治
那須　悌仁 濵砂　好文
北林　成憲 金丸　千里
本多　未佳 眞鍋　佳奈芽
五十嵐　謙二 那須　由美江
松田　俊彦 松浦　達之
岡田　新子 野本　宏
上米良　久通 櫻川　京一
伊東　宗昭 谷川　房子
浜砂　一幸 橋本　友紀美
河野　フミヨ 浜砂　千広
三浦　清孝 高橋　幸司
冨永　治幸 岩切　博美
小田切　修一 池田　廉太郎
中武　一代 池田　佳代子
梅本　タケ子 井上　智子
中武　純也 佐土原　美鈴
黒木　光國 坂本　光志
中武　孝志 甲斐　靖久
中城　健二郎 後藤　薫
佐藤　純一 日髙　勇
清田　武勝 橋口　雅彦
増田　浩一 森　貴照
那須　義輝 中武　雅孝
濵砂　かよ子 濵砂　敬三
松岡　淳 　　　　　 平木　功一
大塚　徹 　　　　　 長友　雅彦
浜砂　恒夫 中武　ウメヨ
平岡　東 　　　　　 伊藤　博和
永山　由美好 井上　文枝
甲斐　三男 上西　悦子
那須　義郎 坂本　章子
浜砂　チカエ 前田　良一
濵砂　テルヱ 外林　裕市
濵砂　恒英 川口　望
濵砂　マツヱ 黒木　千賀子
清武　清 　　　　　 井上　啓史郎
井上　知宏 宮田　穂積
西村　篤乃 塩月　光夫
菊池　銑一郎 原田　解 
馬氷　裕一朗 中武　イサエ
友草　孝一　　　　 田中　光子
浜砂　孝敏　　　　 木村　祥次
　　　　　　　　　　　　　　他１７名

中武建設㈱
ヤンマーアグリジャパン㈱西都支店
（有） 奥口商店
（有） エルメス企画
宮崎ひむかライオンズクラブ
（株） 臨床宮崎
（株） 自然舘
（有） テクニカル ・ キナイ
（株） 喜内
（有） トクナガ冷機器販売
( 有 ) ソニア
( 有 ) 豊建設
（株） 森工務店
（株） 伊達組
㈱オーシャンエキスプレス
( 有 ) 吉見歯科器械店
居酒屋杉乃井
㈱宮本組
㈱横田製材所
うなぎの入船
広松鯉家㈱
㈱宮崎太陽銀行
保険サット㈱

他 1 社

正会員 賛助会員

当法人は「1000 年続く村　東米良創生プロジェクト　循環型山村つくり」を掲げ、東米良を元
気にする様々な活動を実施中です。東米良在住者はもちろんですが、遠く離れていても東米良を
応援したいという方、企業・団体の皆様のお力添えをどうかよろしくお願いいたします。
賛助会員の皆さまへ当法人発行の情報誌をお送りいたします。

【個人賛助会員】　1口 3000 円／年～
【家族賛助会員】　1口 5000 円／年～

【団体企業賛助会員】　1口 10000 円／年～
※令和 3年 10 月 1日より当法人の活動に参加する会員と賛助していただける会員（賛助会員）
を区別するために利用会員を新設しました。当法人の活動に参加する場合は利用会員申込みが必
要です。詳しくは事務局まで　０９８３－３２－０４５０

東米良創生会賛助会員募集

会員数

２０６名
2022/１/31 時点

15

0983-46-2238

千年生きる村を。
あなたを想い、村を想い。
柚子とともに。

有機 JAS 認証取得有機 JAS 認証取得
ゆず本来の強い生命力を信じることを第一としています。
ゆずの気持ち・自然の摂理・地の利を活かした
香り高く、豊かな味わいが銀鏡のゆずの特徴です。 KAGURA NO SATO CO.,Ltd

リニューアル！
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