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「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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表紙：台風14号による被害の一部（古穴手）
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〒881-0034
宮崎県西都市妻町 3丁目 12 番地

☎ 0983-43-4518

「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》

東米良村おこし情報誌
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台風１４号被害状況報告 11 月現在も
復旧作業は続いています。 台

風
後

新 聞 にも
掲 載されまし た 。

詳しくは、東米良創生会
Facebook・Instagramにて。

                       Facebook　Instagram
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東米良地区自主防災組織連絡会 台風 14号報告 
令和 4年 9月 18日・19日と東米良地区を襲った台風 14号は、甚大な被害を残して通過し

ました。今年度、当連絡会は組織編成を行い新たなスタートを切ったばかりでしたが、早速さま

ざまな課題と向き合い、判断し運営をすることとなりました。 

不慣れな中においても、事前に立ち上がった自主防災組織の役割は大きく、今後もより内容を

精査し、地域住民の安心安全につながる組織として存在すべきものだと感じました。 

【経過報告】 

9月 17日（土）10時    自主避難要望があり「東米良仁の里」避難所開設 

同日     13時 20分 西都市による自主避難所開設のお知らせ 

同日     18時 30分 「西都銀上学園」避難所開設 

9月 18日（日） 6時    国道 219号線 杉安より通行止め（予防規制） 

同日      6時    「東米良診療所」避難所開設 

同日      9時 30分頃 広域に停電が発生 

同日      9時 20分 東米良地区の一部 土砂災害警戒情報により東米良地区全域に 

避難指示が発令 

                東米良仁の里 38名/西都銀上学園 1名 

                銀鏡公民館  7名/東米良診療所 9名 

          ※停電伴い東米良仁の里は水道ポンプが作動せず断水 

 9月 19日（月）早朝より 各地区消防団が道路等周辺の状況確認。大規模崩落や倒木、住宅損壊確認 

         エリア別、キャリア別で異なるが携帯電話が大規模に不通。 

         東米良仁の里 20日（火）まで避難所開設※帰宅困難者対応の為 

         東米良診療所 22日（木）まで避難所開設※帰宅困難者・停電対応の為 

 9月 23日（金）銀鏡地区（登内を除く）・東米良仁の里・征矢抜の一部停電復旧（約 6日間停電） 

 9月 24日（土）中尾地区 停電復旧（約 7日間停電） 

         尾八重地区 停電復旧（約７日間停電） 

         上揚地区、登内集落へ発電機をボランティアによる配送 

 9月 29日（木）征矢抜・川の口・古穴手・横平・登内集落 ようやく停電復旧（約 12日間停電） 

 

ご支援を頂きました。誠にありがとうございます。 

●豊建設・畠山電設さま 東米良仁の里 水道ポンプ復旧のため大型の発電機設置 

避難所でのお風呂の提供ができました。 

●山崎製パンさま 孤立集落等へのパンの提供 

●銀鏡郵便局・瓢丹渕郵便局さま 車でいけない集落へパン・薬などを運んでくれました 

●高原ミネラルさま 東米良仁の里の災害用自動販売機内飲料提供およびペットボトル飲料水 

●広松鯉家・むすび家銀鏡食堂さま 被災集落へふるまいの実施 

●石川林業・伊達組・辰巳建設さま 道路の復旧のための応急処置へご尽力いただきました 

●生活道・作業整備にいち早く対応された有志の方々、孤立集落への荷物・食料・発電機などを届ける活動

をされた方、倒壊損壊家屋からの家財等の移動のお手伝いをされた方… 

自主防災連絡会へ情報提供をしてくださった方々… 

 当連絡会が把握していないご支援も多数いただいたと思います。心よりお礼申し上げます 

西　部

【報　告】

　８月２７日（土）
　山ん盆まつり（花火のみ）

　山がっこ「滝行体験」

台風災害の為中止となりました。

【１２月の予定】
　山がっこ「ゆずとり体験」、
※コロナ感染防止の為、地域住民のみで開催予定

中　部

【報　告】
９月２７日（火）
　一ツ瀬ダム湖花火大会
　※コロナ感染防止の為、地域住民のみで開催

１０月１６日（日）
　踊庭まつり（中尾棒踊り）中止
※集落関係者で神事と今後の取組
みについて話し合いをしました。

東　部

【報　告】

１０月８日（土）

尾八重地区活性化

 プロジェクト会議

１０月１２日 (日 )

尾八重集落生活環境整備活動

旧尾八重公民館跡やキ尾八重小学校、尾

八重神社から学校に向かう道などを含む

集落の道の草刈りなどの整備活動（15 名

参加）

【今後の予定】

尾八重地区活性化プロジェクト会議

１１/１２（土）
１２/１０（土）　１０～１２時
　１/１４（土）　　毎月開催

豊後落ちの道を歩こう会

　　　　※台風災害の為中止

尾八重高原星空キャンプ場は、

　　　　　　道路復旧次第、再開予定

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 10 月１日時点）

【人口】
　西都市：27,830名　　東米良：228名
【内高齢者人口】
　西都市：11,021名　　東米良：116名
【世帯数】
　西都市：11,845戸　　東米良：139戸

各地区の活動報告と
今後の予定をお知らせます。
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第 10回　東米良懐古録　「中尾地区、私の懐古録」　
　このような機会を頂き幼少期からの思い出を振り返るとなつかしさがこみ上げてくる。
物心ついたころの我が家は白川郷とまではいかないが、藁ぶき屋根母屋で、台風が来るたびに
孟宗竹で四方を突っ張ったものだ。また、居間には囲炉裏があり火を焚き、鍋が掛けてあった
光景が思い出される。台所は土間で釡戸があり煙たかったのを思い出す。まるで「おしん」の
世界である。
　戦後の復興期であったためか、食料については自給自足で親たちの知恵には感服するばかり
である。畑では麦、ひえ、あわ、きび、そば、さつまいもを季節に合わせて作り、肉はイノシ
シ、魚はアユ、ウナギ、鯉、ヤマメ、ウグイ、肉は味噌漬け、魚は乾物にして保存、さつまい
もの子芋は湯がいて干し芋にして保存食やおやつにする。
子どもながらにいたずらもしたものである。ある時はさつまいもの畝を堀り、芋を食べたこと
もあった。当然お叱りを受ける。
　また、各家々では田んぼ用の牛を飼育しており、いたずらをすると反省するまで、牛小屋の
柱に括りつけられたものだ。
皆さんにはこのようなエピソードはありませんか？幼少期の思い出である。また機会を頂けれ
ば続記を書きたいものだ。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　濵砂嘉郎

 　

第 10回　東米良名所　「岩井谷小学校について」　

明治 11 年　尾八重小学校支校として、岩井谷地区の中武武平氏の隠居家を仮校舎として開校。　
　　　　　（西南の役が終わる）
明治 24 年　岩井谷尋常小学校として独立。小学校義務制４ヶ年となる。
　　　　　　（備考　当時は校長の有資格者はなく、校長手伝い時代であった）
大正 15 年（昭和元年）岩井谷小学校を小八重中に移転
昭和 16 年　校名を岩井谷国民学校と改称（太平洋戦争始まる）
昭和 21 年　岩井谷国民学校を吐合へ移転、改築
昭和 22 年　学制改革により、岩井谷小学校と改称する
昭和 37 年　東米良村が西都市と合併、西都市立岩井谷小学校と改称
昭和 55 年 4 月小椎葉小学校は閉校となり本校に統合
昭和 57 年 4 月尾八重小学校、一ツ瀬小学校が閉校し、統合
昭和 59 年 4 月より、学校長は東稜中と兼任となる
昭和 62 年児童数 3名となり、3月 26 日閉校となり、
創立１０９年の歴史を閉じ、昭和 62 年 4 月 1 日閉校するに至った

　その後は穂北小学校に合併統合し、旧東米良村内の小学校は、銀上小学校一校となりました。
東米良地域にあった小、中学校１３校は、一校となりましたが東米良地域の生活や人情を未来に
繋ぎ、皆で知恵を絞り、話し合い、協力しあって故郷をなつかしみ守っていくことで祖先に感謝
したい。 東米良 3区（岩井谷区長）坂本光志　　

東米良地区台風 14号災害義援金のお礼とご報告
　台風 14 号により、東米良地区は大きな被害を受けました。
多くの方から寄付金・募金をさせてくださいというお言葉をいただきましたので、
災害義援金のご協力をご案内しておりました。

　１０月３１日現在、（受付１２月末締の予定）総額５７５，０００円の浄財を
お寄せいただきました。皆様からお預かりした義援金は、台風 14 号で受けた災
害の支援として全額使用させていただきます。
　また、義援金の他に、物資やボランティア活動へのご協力などのご支援をして
いただき、誠にありがとうございます。
ここに謹んで、ご報告させていただきますと共に、皆さまの温かいご協力に心よ
り感謝申し上げます。
　皆様からのご支援を活力とし，一刻も早く安全・安心を確保できる
よう、東米良一丸となって復旧・復興に努めております。

義援金申込み

　義援金にご協力いただいた皆様（順不同）

・税理士法人ＦＴＬ　様　　　・久田　安代　様　　　・生田　みい子　様

・西野　真紀　様　　　　　　・竹山　悦子　様　　　・中武建設株式会社　様

・久保田　毅男様・良子　様　・野崎　厚子　様　　　・出水　千鶴子　様

・幡野　ハツヨ　様　　　　　・五十嵐　謙二　様　　・松田　俊彦　様

・河野　善夫　様　　　　　　・竹光　純子　様　　　・正戸　里佳　様

・有限会社エルメス企画　様　・サンス・アイム　様

他１０件

総額　５７５，０００円
　その他、ご支援・ご協力いただいた皆様
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９月１５日（木）、地震を想定した避難訓練を行いました。全員、
いざという時に備えて、真剣に訓練に臨んでいました。その中で、
学校以外の場所での避難も普段から考えていく必要があります。
「自分の命は自分で守る。」いつも誰かがそばにいるわけではあり
ません。地震に限らず災害はいつ発生するか分かりません。
地震ではありませんが、幼稚園バスの中で、園児が亡くなる事件

が昨年、今年と続いています。また、子どもたちが炎天下の車の中で熱中症で死亡する事
件が毎年後を絶ちません。先日、車のクラクションを鳴らす訓練をしている幼稚園の
ニュースがありました。いざ車内で困ったときにクラクションを鳴らせることは大変有効
だと思います。本校でも、小学１年生に実際に体験してもらいました。

令和４年９月１６日

西都銀上学園 学校だより 文責 校長 山之口善徳

米良大橋の湖畔で見つけた白百合の花で一句。
少しずつ秋の気配がしてきました。先日米良大橋の湖畔を車で
通りかかると、真っ白なユリが自生していたので思わずパチリ。
ほかにも銀鏡線のあちらこちらにユリの花が咲いていました。こ
れが「山百合」かと思って調べてみました。画像を見るとどうも
「山百合」とは違っています。自生する真っ白なユリなので検索
を続けると「ササユリ」「鉄砲ユリ」「庭白ユリ」「マドンナ・
リリー」にいきつきました。数日後、好奇心に火が点いて、花弁
をもう少し見ようと思って現場にいったら、すでに枯れ落ちてい

ました。結局分かってないので、ご存知の方がおられましたら、ぜひ教えてください。
たまたま道路わきに咲いていた白百合が、今にも白鳥が飛び立とうとしている姿と重な
り感動した私でした。そこで一句。
「湖に 白鳥のごと 百合の舞う」
夏井先生から赤ペンで真っ赤に書き換えられそうですね（笑）。自然の恵みをこんな所

にも感じることができる銀鏡・上揚地区。そこで一時ではありますが、生活できているこ
とに感謝しています。
クラクションを鳴らして︕

運動会結団式、英語弁論暗唱大会がありました。

９月８日（木）、運動会にむけて結団式がありました。中学３年
生から団長、小学５・６年生から副団長を選出しています。この日
は、A団B団の団長、副団長が力を合わせ自分の団の色を決めていき
ました。これから熱いバトルが繰り広げられます。
８月３１日（水）、西都地区の英語弁論暗唱大会

が西都市内で行われました。暗唱の部に、本校から２年生２名が参加し、
２人とも素晴らしい発表ができました。一人が優秀賞をいたただきました。

10月12日(水)の米良美一読み聞
かせコンサートは、アウリーチ事業
になっているため、児童生徒及び学
校職員以外の入場はできません。聴
きたい方におかれましては、西都市
民会館で、10月2日（日）15:00開
演の読み聞かせコンサート（有料）
があるとのことです。

９月２４日（土） 西都児湯地区中体連秋季大会（～２５日）
２８日（水） 運動会予行練習（予定）
２９日（木） 振替休業日（１日分）

１０月１日（土） 学校登校日（運動会前日準備）
２日（日） 大運動会（午前中開催）※雨天順延
３日（月） 振替休業日（２日分）
１０日（月） スポーツの日
１１日（火） 生徒会立会演説会
１２日（水） 米良美一読み聞かせコンサート
１３日（木） 中３第３回地区実力テスト（～１４日）

９月２２日（木）、小学生のはちみつ収穫体験がありました。こ
の日は、上米良和良様、濵砂孝義様ご夫妻のご協力のもと、養蜂箱
の置いてある山林にみんなで入りました。そして、１つの箱に何千
匹ものミツバチが群がり、きれいなレモン色の巣が８層もできてい
ました。蜂が群がって飛び交う羽音に緊張気味の子どもたちでした
が、３名で蜂の巣を取り出す共同作業に見入っていました。学校に
帰って、実際にはちみつを取り出して、パンにつけて食べました。

濃厚なはちみつの味を堪能した子どもたちでした。このように、他の学校ではできない貴
重な体験ができていることに、銀上地区の皆様とこの大自然の恵みに感謝いたします。

令和４年１０月１８日

西都銀上学園 学校だより 文責 校長 山之口善徳

秋晴れの元、運動会を開催しました。
９月に九州地方を襲った台風１４号、この銀上地区にも甚大な被害をもたらしました。

復旧も進んでいますが、銀鏡川沿いの道路や家屋の中には、土砂がえぐられ決壊や半壊し
ている個所もあります。衷心よりお見舞い申し上げます。
そのような中、本校の運動会を午前中開催ではありましたが、開催できたことに感謝い

たします。コロナ禍や台風災害の中で、学校、子どもたち、保護者や地域の皆様、みんな
で力を合わせて盛り上がり、明るい笑顔を届けられたのではないかと思っております。
今回の台風のあとは、停電の中、授業や運動会の練習を行ってきました。冷蔵庫が使え

ず給食の食材、熱中症対応の保冷剤の管理など、かぐらの里
様に非常用の冷蔵庫をお借りしながらの対応をとりました。
また、道路の決壊や家屋が半壊し、転居を余儀なくされた本
校生徒の荷物を運び出していただいた地域の皆様、山村留学
実行委員会の皆様にも助けられました。このように地域の中
で、見守られながら学校を運営できていることを実感しまし
た。学校としましても、地域に貢献できますように、子ども
たちや職員と頑張って参ります。
はちみつ収穫体験学習︕

米良美一さん読み聞かせコンサート

１０月１２日（水）、西都市民会館館長で、西都市三財出身の米良美一さ
んの読み聞かせコンサートがありました。米良さんの軽快なトークに体育館
内は温かい雰囲気に包まれました。この日は、「スイミー」「ほしじいたけ
とほしばあたけ」の読み聞かせでした。登場人物になりきった米良さんの独
特の語りにみんな魅了されたようです。そして、もののけ姫の主題歌の生歌
を披露してくださいました。何度も耳にした「もののけ姫」をこの地で鑑賞
できたことを嬉しく思います。米良さんは、『銀鏡で歌う「もののけ姫」は、

感情がはいりますね。この大自然の山や木々、歴史がそうさせているんだと思います。神
秘的な雰囲気は「もののけ姫」にぴったりです。』と話してくださいました。

１１月３日（木） 文化の日
５日（土） 県中体連バドミントン競技

（男子団体、男女個人戦出場）~７日
７日（月） 振替休業日（１２日分）
９日（水） 中１県英テスト

１２日（土） 校内文化祭、学校参観日
１３日（日） 県中学生ロボットコンテストin都城

（中１・２・３年生参加予定）
１７日（木） 小学生イモほり体験、中１・２期末テスト

津軽三味線『村上三絃道』
１．日時 平成４年12月20日(火)

13:55開演
２．場所 西都市上学園体育館
※ 地域の皆様も、ぜひ誘いあわせ
の上、来校ください。感染症の状
況では中止する場合があります。

問い合わせ 46-2333（学校まで）
07 08



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）

神楽サポーター募集神楽サポーター募集

　今年 9月より水際対策の緩和、空港での手続きが簡素化されるなど全国的に観
光地が賑わいを見せ始めました。神社界もしかりです。その中で尾ハ重神社とし
ても保存伝承に一層力を入れて尾ハ重神社例大祭を斎行することにしました。

11 月 25 日（金）午前 10 時　　　門じめ取立ての儀式
11 月 26 日（土）午前 10 時　　　遡清め（降神の儀）
　　　　　　　　　　　　　　　 遡上（一番神楽）
　　　　　　　  午前 10 時半       猪鹿祭り、ハ幡宮祭り
　　　　　　　  午後   3 時　      祭典式（宮神楽）
　　　　　　　　　　　　　　 　御神輿の渡御
　　　　　　　  午後   7 時　　　夜神楽三十三番奉納（二番清山）
11 月 27 日（日）午前 10 時　　　舞上（終わり）
　　　　　　　　　　　　　　　 昇神の儀
　　　　　　　　　　　　　　    御神輿の御帰還
　　　　　　　　　　　　　　    御帰還祭
　　　　　　　　　　　　　　    遡倒し
　　　　　　　　　　　　　　    板敷払い

奉納場所： 旧尾ハ重小学校跡
尾ハ重神社禰宜元水均

　今年 9月より水際対策の緩和、空港での手続きが簡素化されるなど全国的に観
光地が賑わいを見せ始めました。神社界もしかりです。その中で尾ハ重神社とし
ても保存伝承に一層力を入れて尾ハ重神社例大祭を斎行することにしました。

11 月 25 日（金）午前 10 時　　　門じめ取立ての儀式
11 月 26 日（土）午前 10 時　　　遡清め（降神の儀）
　　　　　　　　　　　　　　　 遡上（一番神楽）
　　　　　　　  午前 10 時半       猪鹿祭り、ハ幡宮祭り
　　　　　　　  午後   3 時　      祭典式（宮神楽）
　　　　　　　　　　　　　　 　御神輿の渡御
　　　　　　　  午後   7 時　　　夜神楽三十三番奉納（二番清山）
11 月 27 日（日）午前 10 時　　　舞上（終わり）
　　　　　　　　　　　　　　　 昇神の儀
　　　　　　　　　　　　　　    御神輿の御帰還
　　　　　　　　　　　　　　    御帰還祭
　　　　　　　　　　　　　　    遡倒し
　　　　　　　　　　　　　　    板敷払い

奉納場所： 旧尾ハ重小学校跡
尾ハ重神社禰宜元水均

尾
八
重
神
楽

12 月 12 日　 門〆祭 11 時～
12 月 13 日　 星神楽 17 時～
12 月 14 日　 祭典式 19 時～
　　　　　　神楽 20 時～
12 月 15 日　 本殿祭 11 時～
　　　　　　ししとぎり 13 時～
12 月 16 日　 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。

＊本年も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

12 月 12 日　 門〆祭 11 時～
12 月 13 日　 星神楽 17 時～
12 月 14 日　 祭典式 19 時～
　　　　　　神楽 20 時～
12 月 15 日　 本殿祭 11 時～
　　　　　　ししとぎり 13 時～
12 月 16 日　 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。

＊本年も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

銀
鏡
神
楽

十
二
月
十
四
日
（
水
）
〜
十
二
月
十
五
日
（
木
）

十一月二十六日（土）
～十一月二十七日（日）

東米良神楽サポーターを募集します。

【〆切】11 月 30 日まで
【ボランティア内容】
・会場受付・駐車場整備・休憩所運営等

右の神楽サポーター公式
LINE をともだち追加して
「氏名・所属」を返信して
ください。
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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）

特定非営利活動法人東米良創生会は、

宮崎県より　令和４年９月 12日、 特例認定を受けました。

特例認定ＮＰＯ法人とは
　特例認定ＮＰＯ法人とは、ＮＰＯ法人であって設立後５年以内のもののうち、そ
の運営組織及び事業活動が適正であって特定非営利活動の健全な発展の基盤を有
し公益の増進に資すると見込まれるものにつき、一定の基準（パブリック・サポー
ト・テストを除く）に適合したものとして、所轄庁の特例認定を受けたＮＰＯ法
人をいいます。
　
特例認定ＮＰＯ法人に対する税制優遇措置
① 個人が寄附した場合の寄附金控除（所得控除）又は税額控除
② 個人が現物資産を寄附した場合の所得税の非課税措置
③ 法人が寄附した場合の損金算入限度額の拡大

　詳細は、事務局までお問合せください
　　　電　話　0983-32-0450

　　　メール　higasimerand@yahoo.co.jp

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 ！！

カレンダープロジェクト
2023年版

東米良カレンダープロジェクト

投稿は
ここから

代理投稿
ＯＫ！

詳しくは

お問合せ
下さい。

募集期間中に撮影した、東米良の四季を感じる写真を募集！

【募集期間】
 2022 年 5月 15日～ 2023 年 10 月 30日まで

【投稿方法】
Instagramに「#2023東米良カレンダープロジェクト」のハッシュタグをつけて

画像を投稿するだけ！

【結果発表】
　　2023 年 11 月発行情報誌にて
　　　　　　　　　　　（賞品あり）

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

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.10

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

（土日祝日のみ）

新米
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メモ
毎月第 2火曜　お買い物支援
毎月第 2日曜　東米良 deドローン・パソコン教室
毎月第 4火曜　移動美容室

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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第８回　はまちゃんコラム

「古希になりて徒然なるままに」
　東米良診療所に月、水、金、通うようになり、帰ってきて理事長の仕事をする日々が続いた。
月曜日の午後は岩井谷公民館で患者を診て、その後、尾八重公民館で出張診療をしていた。水、
金の午後は銀鏡診療所で患者を診ていた。
　ある日、東米良の住民の患者さんが私に「先生に命をあずけているから、先生が誤診しても、
間違った治療をして死んでも構わないし、訴えもしない」と言われた。
医師にとって、これ程きつい言葉はない。まずは誤診をしないことに専念した。患者さんは私を
信頼して言ってくれたことは自分でも分かっている。絶対的信頼というかそれ程、素朴で純粋
な人というか、医師と患者さんとの間に信頼関係がないと本当の診療はできないと信じている。
　上手な病院の関わり方を説明する人達がいる。東米良の患者さんのように「死んでも構わな
い。だからちゃんと診てください。」と医師に言うやり方が私は一番上手な病院の関わり方だと
思っている。
　以前の東米良村の時代、最後の村長は濵砂義盛氏、村議長は濵砂ひでお氏。
　その村議長の濵砂ひでお氏が１００歳で東米良診療所に入院してきた。私に話がありますと
言ってきた。口調もしっかりしており、認知症もなかった。何で入院してきたか記憶にない。「話
は何ですか？」と聞くと「一世紀生きてきて、私には汚点が１つあります。」「汚点とは何ですか？」
と尋ねると「西都市と合併する時に議長として印鑑を押したことです。」と。１０３歳で老衰で
お亡くなりになりましたが、毎日、毎日、私にその事を言って、3年間言い続けて、最後の最後
まで言い続けて死んで逝った。その時の東米良の現況をみて、こんな状態になるとは考えもし
なかったのだろう。責任感が強く、自分自身を許せなかったのではなかろうか。そして、現在の
東米良の人達に対して申し訳ないという気持ち、思いは計り知れないものがあったと思われる。
１９６３年（昭和３７年）東米良は大部分が西都市と合併し、一部が木城町と合併した。どうし
て西都市は東米良と合併したかったのだろう。木城町は合併した東米良の土地にダムを造り、
経済的に豊かな町となっている。１９６３年（昭和３８年）一ツ瀬ダム完成。

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…

高齢者龍房教室
（合同学習会）

お買物支援

移動美容室

東米良deﾄ ﾛ゙ｰﾝ
パソコン教室

移動美容室

高齢者龍房教室
（健康体操）

お買物支援
東米良deﾄ ﾛ゙ｰﾝ
パソコン教室

お買物支援

移動美容室

東米良deﾄ ﾛ゙ｰﾝ
パソコン教室

高齢者龍房教室
（修了式）

尾八重神社祈年祭

天皇誕生日

敬老の日 クリスマス

銀上会東米良運動教室

銀上会東米良運動教室

２０２２～２０２３

建国記念の日

節分

バレンタインデー

振替休日

成人の日

元旦

クリスマスイヴ 大晦日

銀鏡神社例祭 ※夜神楽

打越神社例祭

打越神社大祓祭 尾八重神社大祓祭

尾八重神社歳旦祭
銀鏡神社歳旦祭

銀鏡神社元始祭 西都市 20 歳を
祝う会

なろか餅・
もぐら打ち棒づくり

西都市消防出初式

銀鏡神社祈年祭
打越神社祈年祭

防火祈願祭・古神札焼納祭

銀上学園終業式

銀上学園始業式

もぐら打ち

立志式

２月中（未定）　銀上の休日
２月下旬　　　山がっこ「銀上サイクリング」(予定) 

山がっこ銀上
（柚子収穫体験）

東米良地区
住民税申告相談

滝行（滝開き）

神戸生田神社
正式参拝

13 14



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）

賛助会員一覧

濱砂　重仁
黒木　定蔵
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
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
黒木　竜二
藤内　久子
尾八重地区活性化推進委員会
中尾自治公民館
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
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
金丸　望 （家族）            2 名
小田　竜 （家族）            6 名
大塚　直純 （家族）        2 名
岩見　晶臣 （家族）        2 名
  
  
  

他８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
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
佐藤　純一
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　マツヱ
清武　清
井上　知宏
西村　篤乃
菊池　銑一郎
馬氷　裕一朗
友草　孝一
浜砂　孝敏
岩原　クミ
黒木　雅子
濱砂　カヨ
奥松　武
杉尾　克徳
永友　大順
中武　峰幸
秋山　京子
中武　喜弘

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㈱
石川林業
㈱かぐらの里
㈱光希
ＩＲｐｌａｎｎｉｎｇ
医療法人社団百喜会　上野医院
㈱Ｔａｍｅｎｉ
一般社団法人　西都市西児湯医師会
医療法人社団大和会　大塚皮膚科医院
医療法人社団大和会　大塚病院
弁護士法人あやめ法律事務所

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
※賛助会員申込後、未納の方はお支払いをお願い致します。年度内に既納の確認ができない場合、
会員名簿から除外されますので、ご了承下さい。

東米良創生会賛助会員募集

会員数
２３３名

2022/10/28 時点
長野　菊江
濵砂　保房
横瀬　常治
濵砂　好文
金丸　千里
石川　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
宮田　穂積
塩月　光夫
原田　解 
中武　イサエ
田中　光子
木村　祥次
南　寛之
濵砂　重忠
赤松　國吉
原口　勝
大森　仁史

他２１名　

As a partner in
my future life

880 0867
2 7 22

0985 23 9158
FAX 0985 23 9443

885 0055
1506 1

0986 36 6890
FAX 0986 36 689115
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