
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）

東米良創生会　SNS

　Facebook　      Instagram　          Twitter　　       LINE 　　  YouTube　     　HP
＠higasimera      ＃higasimera 　@higasimera    ＃201pibvx YouTube 登録者数

 ４７９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。

がしめらひがしめら
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.１１
西都市市民提案型まちづくり事業補助金
発行年月日　2023 年２月１５日
発行 / 企画 / 編集　NPO 法人東米良創生会
住所　宮崎県西都市上揚 2-2
TEL　0983-32-0450　　FAX　0983-32-0410
MAIL　higasimerand@yahoo.co. jp
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「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》

吉見歯科器械店吉見歯科器械店

宮崎県宮崎市本郷北方 4057－33

TEL : 0985-51-5749
FAX: 0985-51-5949

有限会社有限会社
東米良村おこし情報誌
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東米良地区１０００年協議会とは
東米良の住民人口は現在おおよそ２３０名。その中にある組織は人口の多い市街地と
変わらない数がありますが普通に運営するとかなり住民に負担がありました。そこで
組織運営の効率化と情報共有を第１に、東米良地域づくり協議会を核とし、東米良
地区の様々な課題をどのように解決するかを検討協議し解決に向け事業を実施してい
ます。その中で農業をベースに集落形成を目指すのがこの協議会です

東米良の住民人口は現在おおよそ２３０名。その中にある組織は人口の多い市街地と
変わらない数がありますが普通に運営するとかなり住民に負担がありました。そこで
組織運営の効率化と情報共有を第１に、東米良地域づくり協議会を核とし、東米良
地区の様々な課題をどのように解決するかを検討協議し解決に向け事業を実施してい
ます。その中で農業をベースに集落形成を目指すのがこの協議会です

先日、実施した労働力アンケートにご協力頂いた皆様
誠にありがとうございました。只今、東米良創生会 LINE
公式アカウントで鳥獣報告のご協力をお願いしています
東米良地区の鳥獣の目撃・被害・糞・捕獲の情報により
今後の被害防止やジビエ活用を計画していきます。

労働力アンケートの様子

農村 RMO
中央研修会

全国での勉強会にも参加します
中山間の集落の維持は全国の
課題でもあります

農村RMO形成推進事業
令和４年度東米良地区１０００年協議会始動
農村型地域運営組織（農村 RMO：Region Management Organization）とは、
複数の集落の機能を補完して、農用地保全活動や農業を核とした経済活動と併せて、
生活支援等地域コミュニティの維持に資する取組を行う組織のことです。

農村型地域運営組織（農村 RMO：Region Management Organization）とは、
複数の集落の機能を補完して、農用地保全活動や農業を核とした経済活動と併せて、
生活支援等地域コミュニティの維持に資する取組を行う組織のことです。

1. 農村 RMOを支援する背景
中山間地域では、人口減少や高齢化が急速に進行しており、特に山間部で総戸数 9戸以下の小規模集落が約 2割を占めるなど、
単独では、農用地等の維持・管理と農業生産活動の継続が困難になる集落が増加している状況にあります。こうした状況を放置すると、
集落単体では、農用地の保全や農業生産だけでなく、集落機能の維持も難しくなる状況にあることから、広域的な範囲で支え合う組織
づくりが進むよう、総合的な対策を早急に講じていくことが必要です。このため、小学校区程度の範囲における複数集落を対象とし、
( ア ) 農用地の保全や ( イ ) 地域資源を活用した経済活動、( ウ ) 生活支援活動の 3つを手がける組織として、農村 RMOの形成を支援し
ていくこととしています。

宮崎県・西都市などの
行政関係部局と地域住民
・地域組織と連携協力し、
東米良の再生のために
この事業に挑んでいます
この歴史のある東米良を
継承するために何ができ
るのかを住民主体で実践
して行きましょう
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報告と今後の予定

【報　告】
　　「銀上の休日」は中止となりました。

　　備品を購入しました。
・ブロアー（西部地区）
・掃除機（事務所）

【今後の予定】
　　尾八重地区活性化プロジェクト会議

３/１１（土）
４/８（土）　
５/１３（土）

※毎月第２土曜　１０～１２時

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５年１月１日時点）

【人口】
　西都市：27,770名　　東米良：226名
【内高齢者人口】
　西都市：10,976名　　東米良：138名
【世帯数】
　西都市：11,843戸　　東米良：118戸各地区の活動報告と

今後の予定をお知らせます。

３地区防災会議
　昨年 9 月の台風１４号は、東米良地区において甚大な被害をもたらしました。
各区（東部・中部・西部地区）では、それぞれ被害の状況を細かくまとめあげ、
東米良地域づくり協議会において、3 地区別の防災会議を開催しました。
　開催前には、被害に応じて市の関係各課、県の土木事務所などが調査に入り状
況を把握しました。

中部地区　1月 18 日（水）18 時～　中尾公民館
（行政　７名　　住民　１３名）

西部地区　1月 23 日（月）18 時～　東米良仁の里
（行政　８名　　住民　３４名）

東部地区　1月 26 日（木）15 時～　尾八重公民館
（行政　8名　　 住民　 　9名）

　防災会議では、市の関係各課がそれぞれの被害場所の今後の工事の在り方など
の説明を行い、それに対して地区住民から、質問や意見を述べて頂きました。
　今回の会議では、今後の災害に対する意識や県・市役所各課との連携など改め
て考えさせられる有意義な会議になったのではないでしょうか。
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第 1１回　東米良懐古録　「サンゲ猫」　
　
　私が子供のころ祖母のおみつばあさんが、雄の飼い猫がしばらく居なくなると「まっ
ことサンゲ猫はどけ行っつろう（何処に行きつるやの意）」と言っていたのを思い出す。
修験者は山岳修行の際に、「懺悔懺悔六根清浄（さんげさんげろっこんしょうじょう）」
と唱えるらしいので、山・村歩き（修行）をする猫のことを「懺悔猫」と称したのかも
しれず、何だかおもしろい。
　私も我が家の猫に負けず劣らずサンゲして来たので、濱砂家のサンゲ猫と言っても過
言ではない。1992 年には「日中伝統民家・集落研究シンポジウム（北京）」のボストツ
アーで中国貴州省を視察するたびに参加し、ミャオ族やトン族の集落を訪れた。現地の
夕食で「樫の実ぎゃー（樫の実こんにゃく）」が出てきたとき、北京育ちの通訳に説明
を求めたが要領を得ない。そこで私が枝に実る樫の実の絵を描いて見せたら、村人が「そ
れだ」というジェスチャーをした・・・中国の秘境で「米良」と出会った瞬間であった。
「我々こそ照葉樹林文化の民だ」ということで。村人達と熱い抱擁を交わしたことを憶
えている。
　その後も様々な国や地域を見て来たが、定年後の今は東米良の実家を拠点に、修行の
日々を送っている。原木シイタケは何とか収穫出来た、しかし日本ミツバチは未だ営巣
せず、育った夏蕎麦も梅雨に打たれて失敗・・・。今更ながら自然相手の仕事が一番難
しいと悟った今日この頃である。（濵砂博信）

第 1１回　東米良名所　「八重・八重神社は今」　

　八重集落は、ダムが出来てからも約 32 戸の家が残っていたが、高齢化、生活、子ど
もの将来の為と少しずつ減っていった。誰も想像もしなかった事。残ったものが数戸の
空家に数名の氏子に神社は絵稲荷神社。この神社のおかげで、八重は成り立っていある
この神社は集落より下にあり、神社としては、数少ない下りの参道である。そこに白い
髪、色白でやさしい目で、見守る御神体がいる。その御神体も昔、誰かの手によって神
社から持ち出された。髪を失い集落みんなが力を落としたものでした。何年か後に奇跡
的に御神体が神社に戻り、みんなが安堵の顔と神殿に手を合わせ涙するものがいた。
　その神社こそが、八重の大きな支えとなっている。毎年行う、正月元旦祭、四季の祭
りの太鼓の音「今度の祭りはいつか」と声がかかり、帰って来ね人が少しずつ増えた。
囲炉裏を囲んで猪肉を、猪汁をすする。神楽の鈴、センスを弓と矢にまえての的射　少
しずつ、にぎわいが見えてきた。まだまだ今から。
（中武昭三十）

 　

　東米良地区で就労される方や親子山村留学、移住希望の方のために銀鏡の
旧いこいの家横のグラウンドゴルフ場にアパートを 2棟建築中です。（株）
光希（代表取締役濱砂重仁）
3月末から入居可能で、現在入居者募集中！
1月 21 日には上棟式が行われました。

アパートに関するお問い合わせ先
（株）光希　0985869321

アパート名を皆さんから募集します。
応募先は東米良創生会ホームページ

【お申込み】東米良創生会ホームページにて
【募集締切】2023 年 3月 15 日まで

　【発表日】3月 21 日

選ばれた方には記念品をお送り致します。

アパート名を皆さんから募集します。
応募先は東米良創生会ホームページ

【お申込み】東米良創生会ホームページにて
【募集締切】2023 年 3月 15 日まで

　【発表日】3月 21 日

選ばれた方には記念品をお送り致します。

新築アパート名を募集します！
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令和５年１月１７日

西都銀上学園 学校だより 文責 校長 山之口善徳

あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします︕
令和5年、2023年がスタートしました。今年も銀上学園をよろしくお願いします。学校

での３学期は、あっという間に過ぎていきます。学年のまとめであり、次の学年への準備
をしていかなければなりません。この３学期で、銀上学園を卒業する子どもたち、山村留
学を終了して地元へと帰る子どもたちもいます。みんなそれぞれ、次のステップへの準備
をしていくことになります。

３学期始業式で「一期一会」について話をしました。先月一人で学校にいると、2015
年に、山村留学していたという22･3歳の卒業生たちが、「学校を見ていいですか︖」と
訪れました。話をすると、里親さんたちに会いに来たようでした。
５名ほどいましたが、卒業して大人になっても、ここで出会った友
人と一緒に、お世話になった里親さんたちに会いに来る。その出会
いをいつまでも大切にしている卒業生を見て、嬉しく頼もしく思い
ました。本校の子どもたちも、今自分の周りにいる人たちとの出会
いを大切にして過ごして欲しいものです。

村上三絃道スクールコンサート

なろか餅づくり、もぐら打ちがありました。

１月２５日（水） 私立高校入試
２９日（日） 山村留学新規面接

２月 ２日（木） 県立推薦選抜検査
８日（水） 小５（穂北小）小６（妻南小）中学１・２（妻中）交流体験学習

１４日（火） 中学校期末テスト（~１５日）
１５日（水） 小１・２・３（三納小）交流体験学習
１６日（木） PTA役員会
１７日（金） 学校参観日、立志式

１２月２０日（火）、本校体育館にて、津軽三味線『村上三絃道』の
スクールコンサートがありました。三味線の透き通った音色が、銀上
の自然とピッタリと合っていました。この日のコンサートは、村上三
絃道さんのご厚意で、「台風１４号の復興祈念コンサート」として、
無料で開催していただきました。地域の方々も多数来ていただきまし

た。以前から、三味線を習っておられて、関わりの深い方もおり、休憩時間には、一緒
に記念撮影するなど、終始大変盛り上がったコンサートとなりました。学校でも、再度
鑑賞教室を計画いたしますので、その折には、地区の皆様にも呼び掛けたいと思います。

１月７日（土）なろか餅づくり、１４日（土）
もぐら打ちがありました。本校PTAの皆さんや地
域の方々の協力を得ながら実施することができま
した。参加していただいた皆様ありがとうござい
ました。

「14日のもぐら打ち︕茶園畑のもぐら打ち︕紙を一束打ち出せ︕」と言って、五穀豊穣を
願う行事。おそらく県内でも少なくなりつつある行事に参加できる子どもたちは、本当に
貴重な体験ができていると思います。

１２月１４日（水）、銀鏡神社大祭の日でした。県内外から多くの方
が来られ、本校の駐車場も満車状態でした。国指定の重要無形民俗文化
財の神楽で、本校の生徒が舞っている姿を大変凛々しく思いました。生

徒 徒たちは、この日のために、保存会の皆様方のご指導を仰ぎながら、幾
度となく練習を重ねてきました。あらためて保存会の皆様や地域の皆様

に に御礼申し上げます。
男子生徒は全員山村留学で本校に来ています。学校生活が終わると地元に帰っていくこ

とになりますが、ここで体験できた貴重な神楽の舞を、地元に帰っても忘れることなく、
いつの日か、１２月１４日にこの銀鏡の地を訪れて欲しいと願っています。

令和４年１２月１７日

西都銀上学園 学校だより 文責 校長 山之口善徳

今年もお世話になりました。来年もよろしくお願いします︕
今年も残すところあと１０日あまりとなりました。２学期は、公私ともに忘れられない

時となりました。９月に銀上地区に甚大な被害をもたらした台風１４号。道路が決壊し、
倒木で電線が切れて最大５日間の停電。このような中で、児童生徒やここで暮らす職員が
学校及び家庭で生活できたことは、地域の皆様のご支援の賜物であります。そのような皆
様に、学校ができることは、子どもたちの「笑顔」や「元気に頑張る姿」を届ける事であ
ると思っています。運動会や文化祭などをご覧いただいて、子どもたちが日々学校で笑顔
で元気に頑張っている姿をお届けできたことは、地域に根差す本校が目指していることで
もあります。
右の写真は、中学生の女子５名が、先日長崎県雲仙市小浜町で行な
われたロボットコンテストの試合の前に、みんなで作っていた星の形
です。緊張しないようにみんなで力を合わせて頑張ろうという気持ち
が伝わってきました。子どもたちが頑張ることで、私たちも元気と勇
気をもらいます。学校に元気があることが地域の活力となることを願
いながら、来年も子どもたち・職員一同みんなで頑張っていきます。

銀鏡神楽『花の舞』

小学生が青島に宿泊体験学習に行きました。

１２月８日（木）、９日（金）に、小
学生が、青島少年自然の家において、宿
泊体験学習を実施しました。本年度も修
学旅行がなかったため、同じ学び舎で学
ぶ子どもたちが、宿泊を共にすることで、

友だちや先生との絆も深まったのではないかと思います。銀
上地区の大自然で生活する子どもたちにとって、青島の海や
真っ青な空も、良き思い出となったようです。

１２月２０日（火） 村上三絃道コンサート
２３日（金） ２学期終業式

１月 ６日（金） ３学期始業の日
９日（月） 成人の日
１０日（火） 小︓身体計測
１１日（水） 中１・３実力テスト
１２日（木） 中１・３、中２実力テスト
１３日（金） 中２実力テスト
１４日（土） もぐら打ち（地区行事）

津軽三味線『村上三絃道』
日時 令和４年12月20日(火)

13:55開演
問い合わせ 46-2333（教頭まで）

村上三絃道様の御厚意により、台風１４
号災害の御見舞い及び復興祈念コンサート
にしていただき、全員無料でご招待となり
ました。

銀上小学校 小田智美先生
１０月から、上囲の職員住

宅でお世話になっています。
よろしくお願いします。
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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）

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 ！！

東米良オリジナル

カレンダープロジェクト
東米良オリジナル

カレンダープロジェクト
投稿は
ここから

代理投
稿ＯＫ

！

東米良の四季の写真を大募集！東米良の四季の写真を大募集！

【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」をつけて画像を投稿！
【結果発表】
　　2023 年 11 月発行情報誌にて
　　（12 名の方に景品をお渡します。）

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

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・良子様　　野﨑厚子様
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
㈲エルメス企画様　　　正戸里佳様
サンス・アイム様　　　那須一郎様
岩切博美様　　　　　　北林成憲様
林美砂様
映画「銀鏡ＳＨＩＲＯＭＩ」制作委員会様
宮崎ひむかライオンズクラブ様

他１３件

※前回号でご紹介しました皆様も、再度掲載させて
いただきました。

寄付金総合計　1,014,100 円

東米良地区台風 14 号災害
義援金の最終報告

いちご会

女の子２名、男の子６名が東米良オンデ

マンドカーで幼稚園に通っています。

　車内では、歌を歌ったり、おしゃべり

をしたり、眠ってお休みしたり

しながら、楽しくしています。

　主催すずのや様による、県内の中山間地域
の小学生を対象にしたプログラミングチャレ
ンジ教室に、銀上学園の小学生２名が参加し
ました。　2022 年 8月～2023 年 3月の約
半年間、講師のソフモ様に教えていただき、
数回に渡り学習が行われています。
　子どもたちは、初めは慣れない操作に戸惑っ
ていましたが、今は大人が驚くようなゲーム
を作っており、大変勉強になっているようで
す。　３月には最後のプログラミング
発表会も行われる予定です。

　たくさんのご支援をしていただき、誠にありが
とうございました。皆様からお預かりした義援金
は、災害の支援として全額使用させていただきま
す。

　東米良仁の里デイサービスセン
ターの利用者の方々が、令和四年
度心豊かに歌う全国ふれあい短歌
大会に応募し、西森フサ子さんが
佳作、その他の方々も「老いて歌
おう」という本に掲載されました。

短歌が表彰されました！

　昨年、最愛の息子、長男をガンで亡くし、福岡の糸島より千葉へ帰省の準備中に妻も
自分も心が折れてしまいそうになりました。このまま千葉に帰っても立ち直りは難しい
…。そう思い、自然に癒されたい衝動にかられました。
　早速、妻の同級生たちが手を貸してくれ、緑のある銀鏡を進めてくれました。お陰様
で立派な家が見つかり、8月 20 日に移住する事となりました。
　家の前の小さな畑もスコップで耕し、すぐに種を蒔いたので、春菊、ほうれん草、小
松菜、小葱など収穫でき、我が家の食卓で美味しくいただいています。
　銀上学園の全校生徒の運動会・文化祭にも参加させていただきました。生徒達ののび
やかで清清しい態度には感激です。
　銀鏡神社の神楽を夜通し見学も行きました。農協、郵便局、派出所、山の駅、かぐら
の里のお店に食料品、雑貨、その他たいていの物はなんでもあります。
　友達は” 銀鏡銀座 1丁目だね！” と笑っています。
村の人々の真心と優しさに背を押していただいて、ずっと前から暮らしているように馴
染め、元気にもなれました。
　次の希望は、小学 6年生
になる次男の息子。
　山村留学で、この銀鏡に
来て学んでくれたら、と願
っています。
比留間　謙一（78) 美枝子 (77)

チワワ　虎徹 (7)

東米良移住者紹介東米良移住者紹介
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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）

東米良神楽サポーター募集東米良神楽サポーター募集
　東米良では、一年中行われているさまざまな伝統文化継承活動を
サポートして頂ける方を募集してます。

　【内容】活動に関する準備、運営、片付け、環境整備など

下記のＬＩＮＥＱＲコードより、友達追加して「氏名 ・所属」をご
連絡ください。

　銀鏡神楽は、昭和 52年 (1977) に「米良神楽」の名称で国指定
になりましたが、この度、「米良山の神楽」の呼称で平成 29年
(2017)に国選択無形民俗文化財になっていた尾八重神楽(西都市)、
村所神楽、越野尾神楽、小川神楽 ( 以上、西米良村 ) 及び中之又神
楽 ( 木城町 ) の 5神楽を「米良神楽」に追加し、指定名称を「米良
の神楽」に変更することになりました。（本年 3月指定）
　これで米良山系 ( 旧米良領 ) には 6っの国指定神楽が存在するこ
とになります。

国指定重要無形民俗文化財

「米良の神楽」へ指定内容及び名称変更
国指定重要無形民俗文化財

「米良の神楽」へ指定内容及び名称変更
～米良山系に 6っの国指定神楽～～米良山系に 6っの国指定神楽～

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.11

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）
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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）

４
月

５
月

１

８

15

22

29

２

９

16

23

30

３

10

17

24

31

４

11

18

25

７

14

21

28

６

13

20

27

５

12

19

26

５

12

19

26

６

13

20

27

７

14

21

28

１

８

15

22

29

４

11

18

25

３

10

17

24

31

２

９

16

23

30

3

10

17

24

31

4

11

18

25

5

12

19

26

6

13

20

27

2

9

16

23

30

１

8

15

22

29

7

14

21

28

３
月

第８回　はまちゃんコラム

「古希になりて徒然なるままに」
　　東米良は先祖代々の地であるが、生まれ故郷ではない。父母が教師であった為、延岡で生まれた。
その頃教師同士が結婚した場合、女性の方が教師を辞職する慣習があった。生活が苦しい為、母は内
職（養豚）をしていた。私が2才の頃リヤカーの後に乗せて、各家庭を回り、豚ハミ（豚のエサ）を集
めていた。その時「重仁！！豚ハミをみるとその家庭が倹約をしているかどうかすぐ分かる。捨てなく
ても良いものを捨ててあると自分としては嬉しいのだけども」と言っていた。今思えば私への教育の一
環だったかもしれない。養豚といっても自宅の裏で数頭養っているだけで、小規模のものである。子豚
を買って、親豚になれば売る方法で利益を得ようとしていたが、丁度戦後のインフレで利益はほとんど
無かったらしい。すぐ養豚をやめ、家庭に居ながら子育てをしながらできる商売を考えた結果、質屋を
始めた。資本金は10万円。色々な売店、デパートに通い、品物と値段をすべて暗記したらしい。出北
町に住んでいた頃、その向かいの現在の宮崎県立劇場館長佐藤寿美氏と一緒に遊んでいた。その頃幼
稚園に行く人はほとんどいなかったが、やはり米良人。4才からカトリック系のあけぼの幼稚園に行か
された。片道子供の足で2時間くらいかかる。今のような送迎車はない。雨の日なんか特に行きたくな
かったが、母から叩き出され、自宅に鍵をかけられ、帰ってこられないように鍛えられた。仕方なく傘
をもち、車がほとんどいなかったら良かったものの、大人の傘だったから人が見えず傘だけが動いてい
るように見えたらしい。その幼稚園で出会ったのが、現在清武で産婦人科を開業している小池先生で、
幼稚園、小、中、高校も同じだった。
　小学校に入る前に春日町に引っ越しをした。道路はさんで質屋があり、後にも質屋があり割って入っ
た感がある。恐らく、質屋さんから嫌がられたと言うのは想像にかたくない。そしてその両方の質屋さ
んからお客さんを金利を安くして取ったらしい。その証拠に質屋の組合に入らなかったらしい。

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…

お買物支援

移動美容室

東米良deﾄ ﾛ゙ｰﾝ

移動美容室

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

銀上会東米良運動教室

銀上会東米良運動教室

こどもの日

水車滝滝行

お伊勢祭り
銀上区総会

銀鏡春祭神事

銀上学園卒業式

県議会議員選挙

５月から
　高齢者教室（龍房教室）

山がっこ銀上
　　　（星空観察）

銀上会東米良運動教室

八幡宮祖霊祭

パソコン教室

【3月 未定】

東米良地区
みんなのデイサービス

東米良地区
みんなのデイサービス

銀上学園入学式

水車滝滝行 東米良地区
みんなのデイサービス

情報誌発行日

みどりの日憲法記念日

春分の日

昭和の日

ひなまつり

ホワイトデー

母の日

尾八重活性化
プロジェクト会議

尾八重活性化
プロジェクト会議

尾八重活性化
プロジェクト会議

尾八重高原星空
キャンプ場整備活動

尾八重高原星空
キャンプ場整備活動

尾八重高原星空
キャンプ場整備活動
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宮崎ひむかライオンズクラブ

私たちは、東米良創生会
の活動を応援します！
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銀鏡神楽保存会

おかげさまで令和4年12月14日、15日の例大祭
を無事に終えました。
今後とも銀鏡神楽の保存継承に努めて参ります
ので変わらぬご支援のほどよろしくお願いします。

銀鏡神楽賛助会員一覧

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
内村　有希
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
銀上自治公民館

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
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
濱砂　佐代子

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
社会医療法人暁星会　三財病院

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
２３５名
2023/2/7 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２０名　

東米良神楽サポーター募集
東米良伝統文化芸能継承を目的として
サポーターを募集しています。
神楽やイベント、祭事の準備運営の
サポートを一緒にしませんか？
＜銀鏡神社＞
正式参拝お申し込み承ります。
電話番号：090 - 7982 - 3537
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