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東米良創生会　SNS

　Facebook　      Instagram　          Twitter　　       LINE 　　  YouTube　     　HP
＠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。

ひがしめら
Higashimera　

フリーペーパー

宮崎県西都市東米良　村おこし情報

ひがしめら　NO.５
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東米良創生プロジェクト

東米良トラックラッピングカー

完成お披露目会
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事務委託

コミュニケーションスポット
【住所】
宮崎市中央通 7－30 川崎ビル 3F
【電話】
0985-26-1726

WEBデザイン

I（あい）のR(ある）
暮らしは人と人の繋がりから

助け合い・ふれあいをモットーに
地域の皆様のコミュニティースポットを様々な形でサポートします

120 分飲み放題（焼酎・ウイスキーのみ）
男性：3500 円　　女性：3000 円
ソフトドリンクのみ：2500 円
8 名から貸し切り予約できます！

アクセス：
電 話  ：
F A X ：

宮崎市橘通西 5丁目 3-22-201
0985-86-9321
0985-86-9322

「銀」の柚子

千年生きる村を。
あなたを想い、村を想い。
柚子とともに。

有機栽培に取り組んでいます。有機栽培に取り組んでいます。
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。

農業生産法人
株式会社かぐらの里かぐらの里

KAGURA-NO-SATO Co.,Ltd.《会社HPへ》

〒881-0034
宮崎県西都市妻町 3丁目 12 番地

☎ 0983-43-4518

東米良村おこし情報誌

ひがしめら　NO.５
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※表紙「東米良トラックラッピング」

01　東米良トラックラッピングお披露目会
03　ひがしめら通信　　東米良地域づくり協議会
　　　地域事業紹介
　　　安全安心モデル地区…標語紹介
05　西都銀上学園だより【５月・６月】

07　2021 東米良生き物フォトコンテスト開催中
　　　夏フォトコン最優秀賞も発表！
08　東米良ふるさと便　－山の駅銀鏡でも販売中ー
09　東米良神社巡り「中尾棒踊り」　霧島神社 /八坂神社
　　 「東米良再生への想い」…黒木福督氏
10　東米良仁の里　避難所協定書について
　　認知症サポーター講習会
11　東米良 deキャンプ /東米良 deドローン
12　一の仁ジモミヤタビ /東米良体験
13　東米良カレンダー【９月・１０月・１１月】
　　 第３回　はまちゃんコラム（定期連載）
15　賛助会員一覧（寄贈品紹介）
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東米良トラックラ

東米良マスコットキャラクター
「カリコちゃん」だよ！

西米良村のホイホイくんと一緒に２年間
トラックで各地を駆け回るよ！

７月 3日（土）
「1000 年続く村　東米良創生プロジェクト」の一貫として、オーシャンエキスプ
レス様のご協力の元、東米良トラックラッピングのお披露目会が行われました。
東米良地域づくり協議会主催、他 14 社からのご寄付をいただきました。
運転席側には、銀鏡神楽、旧銀上小学校（仁の里）山村留学など銀鏡の名所を、
助手席側には有楽椿、眺峰館など尾八重の名所、後方には一ツ瀬ダム、棒踊り
など中尾の名所と、それぞれ乗っています。
トラックは、九州管内を走行しています。「西都市東米良は西米良村の東」をキー
ワードとして、西米良のホイホイくん、東米良のカリコちゃんが紹介しています。
下記写真は、お披露目会の様子です。

①東米良創生会のアカウントをフォローする。
②Instagramまたは Facebookにハッシュタグ
「#東米良トラックラッピング」をつけて投稿する。

東米良応援団（順不同・敬称略）
　　　　農業生産法人株式会社かぐらの里　有限会社豊建設　
　　　　株式会社伊達組　中武建設株式会社　株式会社光希　IRplanning　
　　　　うなぎの入船　広松鯉家株式会社　株式会社横田製材所　石川林業
　　　　株式会社宮本組　サイクランドおくぐち　居酒屋杉乃井　
　　　　NPO法人東米良創生会

上記の方々から協賛をいただきました。ありがとうございます。

01 02

ｯピングお披露目会

運転席側　銀鏡

助手席側　尾八重
後方側　中尾

トラックを見つけて投稿すると
毎月抽選で 1 名様に東米良特産品プレゼント！
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７17・18

6 19

7 24

７18

現在の人口
       【人口】　  　西都市：２８，２９５名

　　　　 東米良：２１８名
【内高齢者人口】 西都市：１１，０７８名

　　　　 東米良：１４５名
         【世帯数】　西都市：１２，０４３戸

東米良：１０７戸
※令和３年７月１日時点

6 07

東米良地域づくり協議会

ひがしめら通信
西部地区

山がっこ活動紹介

昆虫キャンプ

安全安心活動推進モデル地区事業（令和 3・4年度）

　尾八重地区でキャンプ事業を推進していくために、令和3年7月24日（土）米良の里眺峰館に
て関係者で協議をしました。
　今回参加したメンバー以外にも、今後は尾八重地区を活性化していきたいと思いを一つに出
来る方や団体と協議を重ねることがとても大事であるということになりました。キャンプ事業を始
め、どのような方法で活性化していくのか、尾八重地区の未来の姿をどのようにイメージし、今、
何を始めるのか、どのような方法で進めていくのか、定期的な協議を重ね尾八重活性化プロジ
ェクトを作り上げていく必要があります。

尾八重地区の未来を一緒に考えて下さる方は誰でも参加できます。
尾八重活性化プロジェクト会議
令和3年8月21日（土）10時～尾八重公民館
令和3年9月18日（土）10時～岩井谷公民館
令和3年10月9日（土）10時～米良の里眺峰館
令和3年11月13日（土）10時～東米良支所

天気の優れない中でしたが、
シャクナゲの森整備を行いました。
シャクナゲの森は銀上地区の皆様
で整備をしています。
菜の花、紫陽花、彼岸花と合わ
せて、シャクナゲも季節を彩る花
として大事にしていきたいです。

西部地区  -west-

生活環境整備事業
６月６日（日）２７日（日）
７月１８日（日）　各約３０名
下記は７月１８日（日）
東米良診療所整備の様子です。

中部地区  -middle-

東部地区  -east-

　銀上学園生徒児童 17名が参加し

て、東米良仁の里で「昆虫キャンプ」

を行いました。講師に岩崎先生、末

永先生をお招きして、実際に虫捕り

網と虫カゴを持ち昆虫採集を行った

後、様々な昆虫の勉強をしました。

　東米良には珍し昆虫が沢山いるそ

うです。地域の宝として今後も守っ

ていきたいと思います。

　6月 7日（月）東米良仁の里にて、西部地区地域

安全協会事務局長の横山幹生氏を迎えて、安心・安

全のまちづくりの講和を頂き、デイサービスの参加

者の皆様と標語づくりをしました。

　標語を書いたハガキには、皆様の思い思いのイラ

ストが描かれ、普段とは違う才能を見せて頂きまし

た。東米良全体で安心・安全のまちづくりを目指し

ていきます。
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生活環境整備事業
岩井谷　6月 27日（日）
尾八重　7月 11日（日）
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かけがえのない子供の成長︕   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

始業式・入学式がありました。 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

      

令和３年５月２８日 

いよいよ中学校総合体育大会 ６月５日（土） 

 

 気が付けばもう５月が終わろうとしています。銀上学園に赴任して、今までの教員生活になかったことの一つに、施設一体型の小中一貫校で勤務し

ていることがあげられます。学年ごとの成長が見られるので、今まで中学校で勤務していた私にとっては、とても新鮮です。小学校１年生と話す時

は、やはり目線が下がります。そして、言葉も柔らかくなっていきます。とは言え、中学校３年生には同じようにはいきません。もちろん「子どもた

ちの成長を見守る目」は同じですけど。９年間の発達段階があるので、私自身たくさんのことを勉強し経験させてもらっています。      

 「学校から、元気と笑顔を︕」とあらゆる機会でお話していますが、まず初めに私たちが元気と笑顔をもらっています。子どもたちのパワーは無限

だと実感しています。                      

 最近テレビ等で、２歳の女の子が、かわいい仕草で童謡を歌っている番組を見る時があります。あの姿にほっこりとして、このコロナ禍のご時世

に、笑顔と元気がもらえます。と同時に、大人のビジネスに巻き込まれているのではと考える自分もいて少し複雑です。子どもの成長する姿はかけが

えのないものだから。                                                              

                             「さつまいも」の苗をみんなで植えました。 

 ５月１１日（火）、校舎横の農園で、小学生の児童たちが、「さつまいも」の苗植えをしました。くわやスコップで土を耕して、耕運機

をかけました。なかなか耕運機を動かす機会はありません。初めての耕運機にドキドキしながら体験する子もいましたが、きれいに耕す

ことができました。次に、うねを作り、マルチシートをかけました。このうね作りが難しく、                                     

みんなで大苦戦の様子。 

 最後に、穴を開けて苗を植えました。全部で５０本の苗を植えることができました。秋に                                                       

は、おいしい「おいも」がたくさんできることでしょう。 

 ５月１８日（火）、救急救命法講習がありました。西都消防署より、講習用の AEDと人形をお借りして、心臓マッサージや AEDの使

い方などを体験できました。これからの社会生活の中で、いつ緊急事態に遭遇するか分かりません。そんな時に、冷静に行動できるよ

うに、小学生、中学生の時から学ぶことは大切なことですね。  

 １９日（水）には、避難訓練（不審者対応）を実施しました。銀鏡駐在所から                                        

甲斐俊将巡査長様に来校いただいて、避難経路や、もしもの時の対応の仕方をご                                                

指導いただきました。 

 いよいよ３年生にとっては最後の大会となる中学校総合体育大会の地区予選が始まります。本校は、バドミントン競技の団体戦・個人

戦に出場します。今年始めた生徒も多いので、自分の目標に向かって、ワンチームで頑張ってほしいです。                             

【男子主将から】          

 チームの目標は県大会出場です。しっかりとした目標を一人一人持ち、一つ一つ丁寧にプレーしていきたいです。また、プレー以外の

面でも礼儀やあいさつ、返事などを心がけたいです。                                                   

【女子主将から】            

 練習してきた仲間と最後までシャトルを追いかけます。一人一人が持っている力を出し切って、悔いのないように頑張りたいです。感

謝の気持ちをもって臨みます。 

 
 
 
 

早期避難に過剰判断はありません。   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

始業式・入学式がありました。 

 
 
 
 
 
 
 
 

中学校総合体育大会がありました。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

銀鏡臼太鼓踊り（鐘踊り）が始まりました。 

 

 

 

 

      

令和３年７月 ５日 

 昨年の「人吉・球磨地方における豪雨による球磨川の氾濫」からちょうど１年が過ぎました。大雨が続き河川津波のように押し寄せる濁流の前では、

私たち人間は無力です。                     

 そして、先日の静岡県熱海市での土石流災害。周囲の人が「車をおいて外に出て︕」と、運転手に叫んでいましたが、車の中まで聞こえる由もなく、

その車は下っていきました。次の瞬間、大量の土石流がその車の方向に猛スピードで流れていきました。このニュース映像を見ながら、１０年前の東日

本大震災の大津波が脳裏をよぎりました。                     

 銀上地区に住んでいると「土石流警戒地域」の看板をあちらこちらで見かけます。大雨が続くと、人吉・球磨や熱海のよう                       

にならないとも限りません。地球温暖化により、環境が昔とは大きく違ってきています。「津波てんでんこ」とは昔から東北                      

地方に伝わる言葉で、「津波が来そうなときは、高いところに自分自身で、てんでバラバラに逃げなさい。」という意味だそ                        

うです。                              

 私の住宅の前には、渓流銀鏡川。この渓流もちょっと大雨が続くと姿を変えます。「今までこんなことは一度もなかった。」           

と被災された方々が口々に言っていますが、常に危機意識をもっておく必要があると思います。たとえ空回りになったとして                    

も早期避難したことに過剰判断だったということはありません。                                                              増水した銀鏡川 

田植えをしました。 

 ６月１５日（火）、午前中はくもり空ということで、絶好の田植え日和となりました。ＪＡ東米良支所の皆さんに教え              

ていただきながら、中学生、職員みんなで田植えをしました。中学生や去年経験した子どもたちが、小学生に優しく教え              

てくれていました。おかげで、みんなで協力して植えることができました。みんなで植えた稲が育つのが楽しみです。                  

JA東米良支所の皆さん、ご協力いただいたみなさん、ありがとうございました。 

 ６月５日（土）に、西都市民体育館で、西都児湯地区の中学校総合体育大会（中体連地区予選）が行われました。この大会には、中学

生全員が出場しました。バドミントン競技に参加した本校生徒たちは、１回でも多く勝ち上がろうと一生懸命プレーしました。入部して

２か月で参加した生徒も、まったく引けを取らない活躍をしました。一番うれしかったのは、本校生徒のあいさつが良いと本部席で評判

になっていたことでした。                  

【県大会出場者】※個人戦                                                 

２年 増田悠翔  

３年 佐々木好夫 中野洸舷                  

 県大会は、７月２５日（日）宮崎県体育館で行われます。 

 ６月２４日（木）、銀鏡神社において、中学生による銀鏡臼太鼓踊りが始まりました。この日は、１８時から１９時まで、中学生全員が参加しまし

た。伝承館に生徒や地域の保存会の方々が集まり、初めての生徒も多い中、所作や音取りなどをご指導くださいました。              

今後生徒たちは、運動会で披露する予定です。生徒たちが、叩いていた鐘に刻印がされていました。この鐘は、                             

天保５年に、備中（今の岡山県）より、この銀鏡地区に伝わったと書かれていました。さすが国の重要無形民                                 

俗文化財銀鏡神楽のある本地域の伝統の深さを感じました。           
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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

「#2021 東米良
生き物 フォトコン」
のハッシュタグをつけて
Instagramに投稿する。

0120-466-203
TEL（0983）46-2121／FAX（0983）46-2361

農業生産法人

〒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 《会社HPへ》

通信販売でお届けも出来ます

銀鏡地区
「山の駅銀鏡」にて販売中

【ご注文方法】
【お支払方法】①かぐらの里・山の駅でお支払い

②代金引換（手数料 税込200円）
③郵便振込用紙（手数料 無料）
④コンビニ後払（手数料 税込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

孟宗竹水煮 200g

ゆずはっち
東米良の有機ゆず使用

￥200

竹パウダー

スウェーデントーチ

こちらの商品のお問合せは東米良創生会まで
TEL：0983-43-0450

他商品と同梱不可の為、送料が別途かかります。

￥400（上）
￥300（中） （下）

ひがしめらのお米
￥3,0005kg

(送料込)

米が良いとこ！

Higashimera                   FurusatobinHigashimera                   Furusatobin

No.5

ゆずポン酢
椎茸と昆布出汁の

￥500360ml ゆずこしょう
各￥180各20g

￥1,000（10kg）1袋

￥2,500１個

山蜜
￥2,000110g

表示金額は、ふるさと便
特別価格（税込）です。

Toseki 一の瀬SS

銀鏡神社
銀上学園

銀鏡郵便局〶

かぐらの里

山の駅銀鏡

至 西都市内→←至 人吉
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《山の駅銀鏡》〒881-1232  宮崎県西都市大字銀鏡675-1  TEL0983-46-2717
⬅ 山の駅銀鏡公式LINE

ランチ・ドリンク・デザート
メニューあります！
ランチ・ドリンク・デザート
メニューあります！

Cafe shiromiCafe shiromi

同梱不可

同梱不可

ランチ・ドリンク・デザートランチ・ドリンク・デザートランチ・ドリンク・デザート
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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）

※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。

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。

主催：東米良地域づくり協議会
共催：NPO法人東米良創生会
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2021 夏東米良フォトココンテスト
最優秀賞は re463 さんでした！

他作品は Instagramで紹介しています。

【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
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開 催 期 間
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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）

銀上小学校跡地再生について一言
　重仁先生はかねてより、私の故郷は東米良だ、この故郷をなくしてはならないという信念
から、この度、東米良創生会を立ち上げ、色々な計画を実施されております。その一つが今
度の銀上小学校跡地の再生であると思っております。私達はあの跡地の前を通る毎に、あの
子どもの頃の満開の桜の花、お城を思わせる石垣、校庭校舎等が、段々朽ちていくのかと残
念で悲しい思いでしたが、改修後のあの姿を見て、こんなにも変わるものなのかと驚きと感
謝の気持ちでいっぱいになりました。今、銀上地区に居住するすべての人の偽らざる気持ち
だと思っております。
　私達高齢者は早速お世話になっております。
所長さんをはじめ、職員の方々の献身的なお勤めで、毎週月水木金の４日間、頭の体操、体
の体操、遊具等楽しく過ごさせていただいています。こんなに恵まれて良いんだろうか、罰
は当たらないんだろうかと、考えさせられる今日この頃です。
　尚、この度の事業にあたって、役所を始め各業者の方々の並々ならぬ努力と苦労があって
こそ、あのような立派な再生工事がなされたものと思います。この恩を忘れてはならないと
思うところです。
最後に創生会の今後のさらなる発展と、重仁先生の御健康を祈念して終わりに致します。

黒木福督（93 歳）

東米良神社巡り　「中尾棒踊り（踊庭～おどんにわ～）」　
　昔平家の落人が源氏の仇を討ちたい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、薩摩の国にある風流芸の流れを汲むとこ
ろがあり、島津義弘が文禄・慶長の頃大陸に出兵して時の話に結びつく臼太鼓踊と同様なとこ
ろが見受けられるので、踊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
思われるが、確証はないとの説をとなえる人もある。
　別の説を引用すると、天正 5年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、追討をか
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。これ等のうち中尾地方に残された達者が武芸修練のために始めたのがこの踊であるとの
説もある。踊を練習したと言われる教練場がそのまま地名となって残っている。
　十月十八日（昔は旧暦九月九日）猪之原鎮座の霧島神社境内に踊り庭という所があり、昔か
ら大祭の時に五穀豊穣と狩猟の成就を祈念して奉納せられる慣わしがあり今日に及んでいる。
～郷土史東米良より抜粋～

　　　　　　　　　　　　　　左写真：霧島神社お社 /八坂神社お社　※2019 年に新しくなりました。
　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　右写真：中尾棒踊り
　　　　　　　　　　　　　　　　今年の予定　10 月 17 日（日）
　　　　　※コロナ感染拡大防止のため無観客の場合があります。

　【東米良 仁の里】
西都市と福祉避難所・一般避難所の協定書を結びました。

　　東米良地区はこれまでも何度も土砂崩れや洪水など、様々な災害が発生してきました。
　西都市街地では晴天でも東米良では局地的な大雨が降っていることも多々あります。
　一ツ瀬川の支流は水位の測定もされておらず、雨量の情報も地域には流れてきません。
　これまで昔ながらの地域住民の経験と知恵で乗り越えてきました。
　　この度、旧銀上小学校を東米良仁の里として改装をした際に、地域の住民の皆様が安心
　して避難できるように、環境を整備しました。今後は西都市とも連携し、東米良地区の実
　情に合った避難所開設および運営を行い、地域住民への支援ができる体制を作っていきま
　す。
　　先日実施しました銀上地区避難所アンケートでは、東米良仁の里
　には 33 世帯・62 名の避難希望がありました。

【銀上地区サイレンについて】
　現在、時報と避難情報・火災発生等を知らせるサイレンが故障をしています。
　サイレンは山間に住む住民にとって、重要な情報伝達の役割になっています。
　こちらの整備支援は地区の皆様と一緒に、西都市や関係各位に要望しました。

【認知症サポーター養成講座】
　西都市では、認知症の人やその家族が安心して暮らし続けることのできる地域
をつくっていくために、認知症に関する正しい知識を持ち、地域や職場において
認知症の人やその家族を温かく見守る応援者として「認知症サポーター」を養成
しています。

日　時：令和 3年 9月 18 日（土）13 時 30 分～ 15 時 00 分（受付 13 時～）
対　象：東米良地区住民　全員（小学生～　）
場　所：東米良仁の里
講　師：西都市認知症キャラバン・メイト

　「認知症についてご存じですか。誰にでも起こりえる物忘れが代表的な症状です。
足が不自由になれば『杖』や『押し車』『車いす』が必要になるのと同じで、認知症の
症状があれば『人の手』や『やさしさ』を必要とします。今回の認知症サポーター養
成講座では、このことについて詳しく説明があります。認知症は特別ではないことを
理解し、知っていただけるよいチャンスではないかと思います。
　たくさんの方に参加していただき、これまでこの東米良を支え、
守ってきてくださった高齢者の方の応援団（サポーター）を増やして
いきましょう。皆さんの参加をお待ちしています。
　　～東米良仁の里居宅介護支援事業所　ケアマネージャー　濱田啓子～09 10
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宮崎県西都市 東米良銀鏡

一の仁
ジモ・ミヤ・タビ  キャンペーン中

予約申込期限：10 月 31 日まで※宮崎県在住の方限定

選べる体験

1. ドローン体験

2. 梅酒・梅シロップ作り

3. サイクリング

＋

堪能パック

露天風呂
＋

朝食・夕食付き

会員外：１０，０００-( 税込）

会　員：　８，０００-( 税込）

露天風呂パック

朝食付き

会員外：７，０００円 (税込 )
会　員：５，０００円 (税込 )

夕食付き
会員外：８，０００円 (税込 )
会　員：６，０００円 (税込 )

バーベキュー
　　　　　　パック

おまかせセット

選べる夕食
お肉

（鶏肉・牛肉・猪肉・豚肉　etc.. .）

＋
野菜類

銀鏡産白米

＋
露天風呂

会員外：８，０００-( 税込）

会　員：６，０００-( 税込）

※宿泊人数：要相談

※事前予約：１週間前

カラオケ・卓球もあるよ
1区分：（会員外 )1000 円 
　　　   ( 会   員 )500 円
※詳しくはお問い合わせください

お問い合わせ先
特定非営利活動法人 東米良創生会

Tell:0983-32-0450
Mail:higasimerand@yahoo.co.jp

※その日の仕入れによって種類が変わります

東米良仁の里でドローン体験を始めました。
　　受付時間：9～１７時まで随時（最終受付 16時まで）
　　料　　金：１時間　１０００円 /名（会員　５００円）
　　年齢制限：小学生以上

東米良 deドローン

ドローンイベントも定期開催中！
　毎月第２日曜日　①１０～１３時 /②１２～１５時
　　　　　　　　　　　各１０００円　※雨天中止

東京オリンピックの開会式を見ましたか？
1824 台の Intel 製「Shooting　Star」というドローン
が開会式上空を彩りました。
ドローンは映像撮影、農薬散布、点検作業、測量、
物資輸送、救助や情報収集など様々な分野で発展し
ていきます。
東米良から新しい分野に挑戦していきます！
興味のある方は一緒に始めませんか？

11 12

【東米良仁の里キャンプ場】
場　　所：西都市上揚２番地２
宿泊使用：チェックイン　15時～ 17時　チェックアウト　8時 30分～ 12時
時間貸出：9時～ 15時（宿泊使用がない場合は 21時まで）

利 用 料（会　員）1張 1泊　1000 円　延泊 1泊 500 円
　　　　（会員外）1張 1泊　2000 円　延泊 1泊 1000 円
入 場 料（会　員・会員外）1名 100 円　延泊 100 円
時間貸出（会　員）1区分　500 円　（会員外）1区分　1000 円
シャワー利用（一律）200円 / 回

　キャンプ用品等のレンタルご要望は東米良創生会へお問い合せ下さい。

夏 de



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）

 　　日　　　  　月  　　   　　火　  　　　　水　   　 　　木　  　　　金　　　　　土　　

 　　日　　　  　月  　　   　　火　  　　　　水　   　 　　木　  　　　金　　　　　土　　

 　　日　　　  　月  　　   　　火　  　　　　水　   　 　　木　  　　　金　　　　　土　　

祖母の兄伝次郎が長崎大学医学部の一期生であった。高校の先生は京都大学医学部を私に勧
めたが、延岡の赤須家に養子となった赤須伝次郎の跡を追って長崎大学医学部へ入学した。
父は５５歳にして、高校時代に水泳選手だったというだけで、自負心もあったのだろうが、
若い先生が出場しないこともあり、水泳大会に出場したのだ。急に運動をした結果、胸痛を
訴え、肋間神経痛にて鍼灸院へ行き、不潔な鍼を胸腔内まで刺したのだろう。それが原因で
膿胸を併発し、一週間で亡くなった。このことをきっかけに膿胸は内科では救えないことを
知り、外科を専攻することとなる。私の恩師、古賀保範教授から折に触れ「名医たるよりも
良医であれ」と言われ、その言葉は今でも私の心に刻み込まれている。
開業は以前からの母のたっての願いであった為、昭和 58 年 3 月 10 日、市民の森病院（100 床）
を 35 歳にして開院した。外科医としてはまだまだ未熟だったが、それを占うかのように、
母はその年の 4月に黄疸、肝内胆管癌を発病し、手術はドレナージだけで終わったが、2年
後に亡くなった。

次号へつづく…

第３回　はまちゃんコラム

「古希になりて徒然なるままに」 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

高齢者龍房教室
認知症サポーター

養成講座
尾八重神楽奉納
　　　（御陵墓前）
尾八重活性化
プロジェクト会議

尾八重神楽奉納
　　（御陵墓前）
水車滝滝行

銀鏡神社合祀祭
尾八重神社祖霊祭
しろみ臼太鼓踊り

移動美容室

東米良de
　　ドローン

【未定】
　銀上敬老会
　中尾敬老会

尾八重神楽奉納
（西米良）

銀上学園
大運動会

高齢者龍房教室

中尾踊庭祭り 稲刈農業体験
（小中学生）

英語暗唱県大会

移動美容室

東米良de
ドローン

パソコン教室
ふれあい
スポーツ大会

バドミントン
県大会（団体）

バドミントン
県大会（個人）

 東米良診療所交流会
※10月に予定していまし
たが、１２月内に変更。

高齢者龍房教室
銀上学園文化祭

古墳祭り
中尾棒踊り
（古墳祭り）

西都市小中
音楽大会

銀鏡神社新嘗祭

東米良de
ドローン

パソコン教室
水車滝滝行

尾八重例大祭

尾八重例大祭
山村留学

体験入学
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全国リズムダンス
コンクール優勝
記念碑設置除幕式

お買物支援

パソコン教室

山がっこ銀上

中尾地区私道整備
林道除草剤散布

お買物支援 自転車点検

尾八重活性化
プロジェクト会議

山がっこ銀上

お買物支援 山がっこ銀上
尾八重活性化
プロジェクト会議

移動美容室

水車滝
滝行
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0983-46-2238 

〇解体工事一式　　〇土木工事一式
〇4ｔ・10ｔ・他・平・深ダンプチャーター
　(ダンプ他　計50台 所有)

宮崎県知事許可(特定)第12413号 〇重機　005～1.4三つ折れ超ロング(計30台 所有)
　・アタッチメント(計30台 所有)
産業廃棄物中間処理施設設置　(産廃1606)
　住所：宮崎市田野町白砂ヶ尾乙2402番地146
＊販売　　再生路盤材料試験成績8031-1-77

宮崎県知事許可(特定)第12663号 　　　　　再生クラッシャー・チップ・バーク
産業廃棄物収集運搬許可番号　宮崎県第04500138121号
産業廃棄物処理業許可番号　　宮崎県第04520138121号
産業廃棄物処理業許可番号　　宮崎市第09320138121号
一般貨物自動車運送事業許可番号　　第960002076号

所在地　〒889-1702 　宮崎県宮崎市田野町乙9634-7

TEL：0985-86-1595　FAX：0985-86-1598
E-mail:technical-kinai@family.email.ne.jp
http://www.technical-kinai.com/

　　　　　　常に地域社会から必要とされる企業を目指し邁進して参ります。

賛助会員一覧
2021 年７月 31 日現在

正会員
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
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 1名

賛助会員
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

　　　　　　　　　
　　　　　　　　　他 5名 

野崎　厚子
河野　善夫
出水　千鶴子
那須　悌仁
北林　成憲
本多　未佳
五十嵐　謙二
松田　俊彦
岡田　新子
上米良　久通
伊東　宗昭
浜砂　一幸
河野　フミヨ
三浦　清孝
冨永　治幸
小田切　修一
中武　一代
梅本　タケ子
中武　純也
黒木　光國
中武　孝志
中城　健二郎
佐藤　純一
清田　武勝
増田　浩一
那須　義輝
濵砂　かよ子
松岡　淳
大塚　徹
浜砂　恒夫
平岡　東
永山　由美好
甲斐　三男
那須　義郎
浜砂　チカエ
濵砂　テルヱ
濵砂　恒英
濵砂　マツヱ
清武　清

長野　菊江
濵砂　保房
横瀬　常治
濵砂　好文
金丸　千里
眞鍋　佳奈芽
那須　由美江
松浦　達之
野本　宏
櫻川　京一
谷川　房子
橋本　友紀美
浜砂　千広
高橋　幸司
岩切　博美
池田　廉太郎
池田　佳代子
井上　智子
佐土原　美鈴
坂本　光志
甲斐　靖久
後藤　薫
日髙　勇
橋口　雅彦
森　貴照
中武　雅孝
濵砂　敬三
平木　功一
長友　雅彦
中武　ウメヨ
伊藤　博和
井上　文枝
上西　悦子
坂本　章子
前田　良一
外林　裕市
川口　望
黒木　千賀子
井上　啓史郎　　　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㈱

他 1社

東米良創生会会員様募集！
詳しくは事務局まで
☎0983-32-0450

会員になって東米良の活動に参加したい！遠く離れてい
るけど東米良を応援したい！関わりたい！様々な会員特
典を企画中！一部特典内容として、情報誌「ひがしめら」
の購読、会員団体・企業は情報誌「ひがしめら」に告知
ができるなど。

　【会員種別】
　個人賛助会員　　　1口：3,000 円 / 年
　家族賛助会員　　　1口：5,000 円 / 年
　　　　　　　　　　　　（同一住所内家族）
　団体企業賛助会員　1口：10,000 円 / 年

寄
贈
品
を
頂
き
ま
し
た
。

株式会社　臨床宮崎
〒880-0911　宮崎県宮崎市田吉 6269 番地 2
TEL：0985-52-6688　　FAX：0985-52-8093

豊かな自然に囲まれて、精一杯
勉強やスポーツに頑張ってください！
　　　　　　　　　　山口社長より

（順不同）
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