
「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。

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
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　　　　　　　コロナ禍における神楽伝承の意義

　昨年 1月、国内で最初の中国籍コロナウイルス感染者が出現。
瞬く間に全国に広がり 3月には日本中がマヒ状態になりました。尾八重神社でも宮崎県神
社庁より祭の自粛要請がなされ、また何度も発令する緊急事態宣言の影響も大きく、毎日
の生活も自粛を余儀なくされる日々が続きました。
　本来ならこんな時にこそ神楽を奉納し疫病退散とご加護を祈願すべきところですが、今
は科学の時代であり無茶なことはできません。その中で苦渋の選択として昨年の例大祭で
は、消魔除災札と不動明王札のお札を起こし特別祈願をした上で皆様に配布いたしました
が、神楽社中にとっては悔しい年になりました。
　今年は 10 月で緊急事態宣言も解除になり、感染者がかなり減って、例大祭での神楽奉
納の可能性が見えてきました。神楽伝承のために中止をしたくないという理由もあります
が、氏子や崇敬者の祈願を神様に伝える、という神楽本来の意義を考え、今年こそ様々な
問題を乗り越えて、神楽奉納を果たそうと社中一同意気込んでいます。
　もちろん例大祭を斎行するにあっては氏子、ゆかりの人達の協力が必要で、皆で一致団
結してこの局面に当たることも神楽伝承の大切な意義だと感じております。一年のブラン
クもあり苦しい面もありますが、大切な神楽伝承の意義を皆様にもご理解いただき、是非
　ご協力を承りたいと思います。　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　尾八重神社　禰宜　元水均　
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：
旧
尾
八
重
小
学
校

銀
鏡
神
楽

12/12    門〆祭  11 時～
12/13    星神楽  17 時～
12/14    祭典式  19 時～
                 神楽  20 時～
12/15    本殿祭  11 時～
        ししとぎり  13 時～
12/16 六社稲荷  10 時～
           ししば祭    9 時 30分～

注 : 時間については前後する場合があります。

＊本年の銀鏡神社の例大祭は、コロナ感染防
止対策 (検温、手洗、手指の消毒、マスク着用、
氏名電話番号の記帳 )を徹底した上で、有観
客で斎行する事になりました。但し、感染状
況によっては無観客となる場合がありますの
で、あらかじめご了承下さい。

                            銀鏡神社　

十二月十四日 (火 )
　　　～十五日 (水 )
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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 3年 10 月 1日時点）

【人口】
　西都市：28,222 名　　東米良：218 名
【内高齢者人口】
　西都市：11,049 名　　東米良：146 名
【世帯数】
　西都市：12,044 戸　　東米良：109 戸

東  部

中  部

西  部

山がっこ東米良
魚釣り &チョウザメ丸ごと体験

令和 3・4年度

地域の安全・安心活動推進モデル事業

最
優
秀
賞
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尾八重地区活性化プロジェクト会議

10 月 17 日 ( 日 )　踊庭まつり

芝工芸様より　尾八重杉壺・椀寄贈

9月 26 日（日）　生活道整備

10 月 23 日 ( 土 )

9 月 11 日（土）10 時～ 12 時　米良の里眺峰館
10 月 9日（土）10 時～ 12 時　尾八重公民館

　東米良尾八重地区の活性化についての協議をしました。米良の里眺峰館のヘリポート
の件やキャンプ場整備や運営、尾八重集落の再生、尾八重公民館の活用など現状と課題
を共有し、今後どのように尾八重地区を元気にしていくかを今後も様々な方に参加して
もらい意見交換をしていきます。
☆今後のスケジュール
11 月 13 日（土）10 時～ 12 時　東米良支所
12 月 04 日（土）10 時～ 12 時　岩井谷公民館
尾八重地区の活性化を願う方ならどなたでも参加できる会議です。
皆様の参加をお待ちしております。

　尾八重神社の手前にあった夫婦の杉の片方が倒木し
ました。その倒木した杉の木の枝で作成されたそうで
す。東米良のためにとこの度、壺と椀を寄贈して頂き
ました。東米良の魅力の一つである森林。次年度、東
米良の木材を活かした作品を展示する芝工芸様の個展
を検討しています。東米良産の木材で作る作品が今後、
皆様に愛用されるきっかけになればと思います。

看板設置
　ガソリンスタンドから銀上地区へ向かう
39 号線入り口に看板を設置予定です
内容は八重や銀上地区の主要箇所の案内で
す。関係者と協議しながら皆さんに役立つ
案内看板を作成します。お楽しみに！！

　3地区の実行委員会長・副実行委員長と役員で定
期的に会議を行っています。
10 月 12 日（火）18 時～ 20 時
各地区報告・東米良地区地域計画策定アンケートに
ついて・第 2回東米良地区防災会議などについて協
議されました。
【東米良地区地域計画策定アンケート】
東米良地区関係者おおよそ 300 名を目指して実施。
今後はアンケートを集計し、これからの地域計画を
策定し冊子を作成します。
【第 2回東米良地区防災会議】
11 月 16 日（火）18 時～ 20 時　東米良支所にて
防災に関する行政各部署・自治会・団体・事業所な
どが一堂に会して実施予定

　上記事業の活動の一環として、令和 3
年度全国暴力追放運動の標語を地域の
皆さんと一緒に作成し、皆さんそれぞ
れ味のある作品を応募しました。その
作品のひとつが最優秀賞を受賞。役員会

　今年もコロナ感染防止を踏まえ、神事
及び地区住民のみのまつりとさせていた
だきました。中尾棒踊りはできませんで
したが、天候にも恵まれ、来年は多くの
方をお迎えすることが出来る事を願いつ
つ無事に終えたことを報告します。

　生活道整備を行いました。今年はこれが最
後の生活道整備活動になりました。
　この活動には毎回多くの方が参加し協力を
頂いています。この活動を通じて親睦も深ま
ります。みんなで助け合い、みんなで守り、
みんなでつくるという地区活動の原点です。
　今後とも様々な面でご理解いただきご協力
お願いいたします。

　地元の児童生徒１１名参加して、「魚釣り
＆チョーザメ丸ごと体験」を行いました。
魚釣りのあと、河原でチョーザメを丸ごと
グリルして、色んな味付けで試食しました。
大変美味しくて、みんなで 2匹完食！
東米良でチョーザメの養殖をしています。
知っていましたか？

全  体
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第６回　東米良名所 ~神社巡り編 ~
銀鏡神社参道（杖立）鳥居　寄進について

第 6回　東米良懐古録
　白石勘場トンネル

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　米良街道を上流に向かって進み杉安峡に入りさらに行く
                                                    　とバス停「一ツ瀬発電所前」があります。このバス停は昭
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 和 30 年代ダム工事の時に付けられた名前で、 以前は「白
      　　　　　　　　　　　　　　　　 石勘場」でした。当時、米良地方の主な産業は木材業、薪・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 炭業であり、伐採された木材は山師により勘場まで運ばれ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ていました。
　斜面の緩やかな所は木馬道を使い、また急峻なところは桟道を架け、またどうしてもだめなときは、
木材をとのがしていたようです。小川 (支流 ) で水量の少ない時期は堰を要所に数基造り、上流か
ら逐次堰を 切って一気に川下に運んでいました。本流は水量が多い夏場に流し、ここ白石勘場にた
どり着きます。
　「勘場」とは、河川縁に山産物を集める場所であり藩が管理する交易組織であったと考えられます。
「白石」の由来はさだかでありませんがおそらく地名だろうと思われます。または、近くに白い切り
立った断崖がありますが、それを目安にしていたので白石なのかもしれません。勘場を中心に山産
物の集散を藩から任されたのは地域の豪商とは考えられますが記録に残っていません。白石勘場に
集められた山産物は舟に積み替えて河口まで下り、大坂や江戸に積み出されていきました。
　昔の「白石勘場」は交通物流の要所になっており、今も馬頭観音が祀ってあります。また県内では、
大淀川水系の宮崎市高岡町の御手山勘場、山下勘場、内山勘場等が知られています。このように昔
　　　から伝わっている地名を残すべく「白石勘場トンネル」と私が提案し名付けられました。

　　（元水  均）　　

　令和３年５月６日に佐藤廣正（八重出身）氏より寄進された鳥居は、神明系の鳥居で総檜製
である。笠木の腐食を防ぐための屋根覆いが設けられており、柱が立つ土台はコンクリート製
で経年劣化を最小限にする工夫が施されている。道路より一段高い場所には白い玉砂利が敷か
れ、以前から安置されていた大、中、小の鉄製の鉾にも、この度、防腐処理が施された。全体
として清楚で凛とした趣が感じられる鳥居となっている。
　この鳥居が何代目にあたるかは、先代鳥居の建立記録が残ってないことから特定することが
できないが、古老たちによると「子供の頃から今とほぼ同じ場所に鳥居が建っていて、そばに
鉾が数本安置してあった。村人は、この鳥居のそばを通るときには、足を止め銀鏡神社の方を
向いて拝んでいた。」とのことなので、相当、古い時代から現在地に鳥居が
建てられていたものと思われる。寄進した佐藤廣正氏も「中学時代には鳥居
の横を通って川を渡って通学していた。」と話されていた。ちなみに、この
鳥居に面体すると自然に銀鏡神社の本殿を見上げる
形になる。　
　　　　　　　　　　　　　　　　　（濵砂　武久）

NPO法人東米良創生会 事業紹介

東米良 deドローン
東米良ドローンスクール開校を目指して、

DPA回転翼 3級資格 5名取得しましたが、そ

の中から当事業部の部長高橋幸司さんと本多

未佳さん 2 名がこの度インストラクター資格

を取得しました。ドローンパイロットを東米良

で育成します！

来年 12 月頃にはドローンの規制が強化さ

れ、新たにドローン操縦ライセンス制度が始ま

る予定となっています。今後はライセンスなく

ドローンを飛行させることが難しくなります

ので12月開校予定の東米良ドローンスクール

をよろしくお願いいたします。

詳しくは 東米良ドローンスクール（HDS）

（東米良創生会事務局内）

０９８３－３２－０４５０まで

簡易宿泊所「一の仁」
絶賛！ジモミヤタビキャンペーン中

むすび家銀鏡食堂の東米良堪能パック朝

夕食事つきお一人様１０，０００円より。

山の幸を存分にお楽しみください。

一の仁併設の露天風呂はもちろん、体験教

室やサイクリングなど、東米良を楽しもう！

お申込みをお待ちしています。

東米良 deキャンプ
東米良仁の里キャンプ場でスウェーデン

トーチや薪の販売をしています。

焚き火台やキャンプ用品の貸し出しもあ

ります。冬の東米良キャンプも最高！キャ

ンプインストラクターのいるキャンプ場で

すよ！

お問い合わせ

東米良創生会事務局 0983-32-0450

山間地域で稼げる集落

モデル構築支援事業
今年度、東米良創生会で当支援事業の採択

を受け、ジビエ商品の開発や成分調査などを

行っています。ジビエ処理場やジビエ肉加工

販売も視野に入れ日之影町にあるジビエ処理

施設を見学してきました。 有害獣対策フェンス設置研修会
１０月２９日（金）１０時～１２時

東米良仁の里・栗八重田んぼ

令和３年度宮崎県鳥獣被害防止総合対策

交付金を受け、東米良地区では６か所（銀

鏡 3上揚１八重１登内２）フェンスが設置

されます。その設置を前に、有害獣対策の

基礎研修とフェンス設置の実地研修を行い

ました。近年増加する被害に地域住民一体

となり取り組む必要があります。今後とも

力を合わせて東米良全体の課題として取り

組みましょう。

ご紹介！

銀鏡軌道探検隊参上！！
カラマツトレイン（本社札幌）の浅香様率

いる銀鏡軌道探検隊が１０月２8日にお越し

になりました。銀鏡軌道は日本で最後まで運

営された馬車軌道だそうです。その足跡を探

しにトロッコをイメージしたリアカーとシニ

アカーに乗って二軒橋から銀鏡までの国道３

９号線を歩かれました。探検の様子とその夜

の対談が YouTubeで紹介されています。

で

ンプインストラクター

すよ

お問い合わせ支援事業の採択
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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 冬
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。

２０２１冬

東米良フォトコン
開催期間

10/1 ～１/31
2022 年

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。【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。

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

お問合せ先：東米良創生会　TEL：0983-32-0450

2021 東米良生き物フォトコン
最優秀賞はタカヨッシーさんでした！
他作品は Instagramで紹介しています。

1 投稿につき、1枚応募でお願いします。
投稿回数に制限はありません。

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！！

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

【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.6

各￥180

各20g

180ml

￥1,000
（10kg）1袋

薪

￥500～

(木材の種類に
より価格変動有)

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

孟宗竹水煮

￥400（上）
￥300（中） （下）

山蜜

￥2,000

110g

部位ごとに分かれて使いやすい

200g

同梱
不可

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。

スウェーデン
トーチ

￥2,500
１個

ゆずこしょう

辛味と柚子の酸味が
調和された

￥時価
東米良産
黄柚子玉

数量限定
冬季限定

※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タグ間違いがある場合は、応募が無効になりますの

【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。で、ご了承いただける方のみ応募をお願いします。

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。

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！
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２０２１冬

東米良フォトコン

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。

2021 東米良生き物フォトコン
最優秀賞はタカヨッシーさんでした！
他作品は Instagramで紹介しています。

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

【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.6

各￥180

各20g

180ml

￥1,000
（10kg）1袋

薪

￥500～

(木材の種類に
より価格変動有)

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

孟宗竹水煮

￥400（上）
￥300（中） （下）

山蜜

￥2,000

110g

部位ごとに分かれて使いやすい

200g

同梱
不可

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。

スウェーデン
トーチ

￥2,500
１個

ゆずこしょう

辛味と柚子の酸味が
調和された

￥時価
東米良産
黄柚子玉

数量限定
冬季限定
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東米良 尾八重竹
ミニ門松づくり

体験
ミニ門松づくり

体験 １０月３１日（日）２０２１年 J3 リーグ　第２５節
【会場】ユニリバースタジアム新富

　ラッピングトラック（協力（株）オーシャンエ
キスプレス）も会場の入り口正面に配置し、東米
良を知ってもらうために参加してきました。初め
ての出店でしたが東米良を知っている方はもちろ
ん東米良を知らない人も声をかけて頂き、スタッ
フは元気を頂きました。
　お声掛けしていただいた宮崎県産業支援機構の
皆さん、テゲバジャーロ宮崎の皆さん、東米良の
商品と一緒に西米良の商品を販売したいという願
いを叶えていただいた西米良村の関係者の皆さん
ありがとうございました。
１１月２８日も出店予定です。

昨年、2020 年 12 月 26 日に開催されました
表記ダンスコンクールにおいて、西都銀上学
園「銀鏡ナインフィーバー　銀鏡班」が見事
に全国優勝を果たしました。
この栄誉を記念して、濵砂英一氏より西都銀
上学園にモニュメントの寄贈があり、10 月
16 日（土）に除幕式が開催されました。
埋め込まれた陶板にはQRコードがあり読み
取るとダンス動画をご覧いただけますので、
銀鏡ナインフィーバーの笑顔いっぱいのキレ
のある日本一のダンスを楽しんでください。

第８回全国小中学校リズムダンスふれあいコンクール
　優勝（文部科学大臣賞）　  記念碑設置除幕式

登内の、浜砂朝広 ( 通称トモ )。銀鏡郵便局長、中武雅孝 ( 通称マー君局長 )、の所属
するバンド [ratchet]( ラチェットと読みます ) が、何とCDを発売しました！
結成して 7年弱、満を辞して初のアルバムです。トモはベース、マー君局長はドラム
を担当し、県内各地のライブハウスなどで演奏をしております。
メンバー 4人中、2人が東米良にゆかりのあるバンド。
CDをお求めの方は、2人に声かけてください！
スマートフォンから映像も見れます。応援してくださいね！
【バンドHP】https://www.overdriverecords.info/

de

�
de

�

いちご会

２～５歳の子ども達が、
東米良オンデマンドカーに
乗って、幼稚園へ通ってい
ます。
来年からはもう 1人、増え
る予定！

映都くん瑛都
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日 月 火 水 木 金 土

2022
FEBRUARY
2

第４回　はまちゃんコラム

「古希になりて徒然なるままに」

　当時は市民の森病院初代事務長、日高善良氏が唯一の相談相手であった。彼も開業
して 1年後、外来看護婦がいうには事務長が最近、頻繁に痔が痛いといい、坐薬を使
用していると聞き、なかなか診させてくれなかったが、無理矢理指診をした所、すぐ
直腸癌とわかり、しまったと思った。時はすでの遅かった。手術をしたが、肝転移も
あり 2年後に亡くなった。
　開業当初より、日高善良氏のことを「善 (ぜ ) 兄 ( あん ) ちゃん」とちゃん付けで
呼んでいた。２４歳違いでお互い亥年生まれ。本来なら親父と言った方が良さそうだ
が、善兄ちゃんで許してもらっていた。
　日高事務長は開業した以来、毎朝、５時３０分か６時から駐車場をほうきで掃き、
今は土足だが、その頃はスリッパを使用していたので下駄箱の整理、トイレ掃除を１
日も休まずにやってのけた。それが終わる頃に職員が出勤する時間となった。職員の
一人が同じことに挑戦したが三日坊主だった。
　それ以来、事務長の真似をする職員はいなくなった。朝早くから庭掃除をする人が
まさか事務長とは知らず、失敗した業者もいた。自分自身に非常に厳しい人だったが、
医者に対しても「医者どん」と呼んで、特に威張っている医師に対して厳しく振舞っ
た。勿論、私に対しても同じだったが、まるで自分の子供を叱るように厳しく、でも
優しかった。
　日高善良事務長と知り合ったのは、私が高校時代で現宮崎太陽銀行が相互銀行だっ
た頃である。
　その頃、銀行員は家庭訪問をして、お客さんを獲得する一貫として又は子供は将来
のお客様との考え方として行われた。

濱砂重仁  著

次号へつづく…

高齢者
　龍房教室  
  ※健康体操

山がっこ
※柚子
　　収穫体験

門松作り

打越宿神社
例祭

銀鏡神社例祭

打越宿神社
古札焼納祭
大祓祭

尾八重神社
大祓祭

尾八神社
歳旦祭

銀鏡神社
歳旦祭

銀鏡神社
元始祭

西都市
成人式

なろか餅
もぐら打ち

棒づくり

西都市消防
出初式 もぐら打ち

高齢者
龍房教室

　※社会見学

山がっこ
※銀鏡
パエリア作り

東米良地区
住民税申告相談 滝行

( 滝開き）

銀上学園
参観日

　　尾八重神社
　　　　祈年祭
打越宿神社祈年祭
銀鏡神社祈年祭
防火祈願祭
古神札焼納祭

高齢者
龍房教室
※修了式

山がっこ
　※銀上探索
サイクリング

2 月中 ( 未定）
銀上の休日

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

お買い物支援

お買い物支援

お買い物支援

東米良 deﾄﾞﾛｰﾝ

東米良 deﾄﾞﾛｰﾝ

東米良 deﾄﾞﾛｰﾝ

パソコン教室

パソコン教室

パソコン教室

移動美容室

移動美容室

移動美容室

※夜神楽

2022
JANUARY
1 日 月 火 水 木 金 土

日　   　　月　 　　火　  　　水　 　　木　  　　金　  　　土

2021
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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　　　　　　　　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

２０３名
2021/10/31 時点

15

「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》

0983-46-2238
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