
創刊号住吉まちづくりだより（1）令和 3年 3月 31 日

令和2年度 住吉地域まちづくり推進委員会事業報告令和2年度 住吉地域まちづくり推進委員会事業報告
　今年度は新型コロナ感染拡大防止のため、住吉地域まちづくり推進委員会の活動も計画した事業を中止または縮小する
など計画の見直しを行いました。実施しました各活動部会及び事務局の事業を報告いたします。
　その中でも「住吉のたからもの発掘事業」は、小中学校で活発に実施されました。地域・学校・まちづくり推進委員会
が共に活動することで「地域を知る」機会が増えることへの期待ができます。

防犯・防災活動部会
［１］地域防災訓練事業［１］地域防災訓練事業

［３］地域安全見守り隊事業［３］地域安全見守り隊事業

［２］災害復旧活動支援事業［２］災害復旧活動支援事業

中止

炊出しの他、自衛隊員による担架作りと搬送訓練、市水道局炊出しの他、自衛隊員による担架作りと搬送訓練、市水道局
による水の配給運搬方法の指導など実施による水の配給運搬方法の指導など実施

青パト隊の巡回を臨時休校中と県独自の緊急事態宣言期間、青パト隊の巡回を臨時休校中と県独自の緊急事態宣言期間、
長期休業期間は休止した。長期休業期間は休止した。

・5年保存飲料水（500㎖ 624本）  在庫：3480本・5年保存飲料水（500㎖ 624本）  在庫：3480本
・炊き出し用ハイゼックス袋 1,000 枚  在庫：2,000 枚・炊き出し用ハイゼックス袋 1,000 枚  在庫：2,000 枚
・乾パン等長期保存可能な食材の備蓄・乾パン等長期保存可能な食材の備蓄

そ
の
他

蓮ヶ池交番に見守り活動時の巡回依頼
子ども見守り隊研修会並びに情報交換会

子ども見守り隊打合せ会

年末年始特別警戒発隊式 於：宮崎北警察署

ニュータウン住吉自治会で
防災訓練

子ども見守り隊と住吉南小児童
との対面式

非常物資、飲料水の計画的備蓄

子ども見守り活動

住
吉
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ちづくり推進委

員
会

「住吉イルミネーション2020」「住吉イルミネーション2020」令和2年度 事業報告令和2年度 事業報告
第3回住吉深掘ミニ知識第3回住吉深掘ミニ知識 自治会紹介自治会紹介
ご存知ですか？色んな団体があるよご存知ですか？色んな団体があるよ 住吉地域協議会だより住吉地域協議会だより
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電話 ： 39-7004　FAX ： 39-7004
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環境保全活動部会
［１］花いっぱい事業［１］花いっぱい事業

［２］米穂夢事業［２］米穂夢事業

花のまちづくり会員による住吉公園の花の植栽と管理作業も実施されました。

コスモスは、新型コロナ感染症防止のため主に土地改良区の協力で種まきまでの一連の作業は実施

新型コロナ感染症防止のためスタッフのみで事業を実施

蒔床つくり・種まき 種まき

元村せせらぎ会・新名爪新里会・西島之内水土里会元村せせらぎ会・新名爪新里会・西島之内水土里会 住吉南小学校（１・2年生）住吉南小学校（１・2年生）

稲の種まき 田植え

看板・
案山子立て

稲刈り贈呈する米の小袋詰め
米の贈呈
住吉地区社会福祉協議会とひなたの会（子ども食堂）住吉地区社会福祉協議会とひなたの会（子ども食堂）

8月20日（木）～29日（土） 9月9日（水）

満 開

5月20日（水）

11月11日（水）

6月15日（月）

11月4日（水）

9月15日（火）

9月28日（月）
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住吉地区伝統芸能
保存実行委員会
の設立

コロナの影響で活動は制限された。創立
40周年記念行事で披露する俵踊りの曲の
練習を村上三絃道の方から指導していただ
いた。

中学生と地域の団体と
の交流を通して素敵な
住吉の創造に向けて議
論を深める目的である
が、コロナの影響で活
動できなかった。４プ
ロジェクトの中で唯一
「きらきら星」プロジェ
クトの旗を作成。

住吉の伝統芸能（特に
俵踊り、奴踊りなど）
の伝承を地域と学校が
連携して進めていく。
保存会が地域と学校を
つなぐ役割ができるよ
うにする。

文化財課の職員の方々に来ていただき、横穴群について学習する中で、文化遺産を守るための方法についての提案を考えた。

「住吉地区のまちづくりの様々な取組を知り、住吉地区のよさに気づくとともに、将来にわたり、自
分たちもまちづくりに関わっていこうとする意識を高める」目的でゲストティーチャーに住吉地域ま
ちづくり推進委員会の各部会と事務局を迎えて「住吉地区の特徴やまちづくり推進委員会の活動内容
について」の学習をした。

地域再生活動部会
［１］住吉のたからもの発掘事業［１］住吉のたからもの発掘事業

［２］互いに認め合い支え合う社会づくり事業［２］互いに認め合い支え合う社会づくり事業
中止

地域のお宝をマップにしました。また、お宝のカルタを作成して地域の特徴を学地域のお宝をマップにしました。また、お宝のカルタを作成して地域の特徴を学
習しました。習しました。

住吉のお宝プロジェクト（住吉南小3年生）（住吉南小3年生）

蓮ヶ池横穴群の日本遺産PRプロジェクト（住吉南小6年生）（住吉南小6年生）

「住吉地区の元気のひみつを探ろう！」（住吉小学校３年生）（住吉小学校３年生）

男女共同参画に関する学習会（住吉地区 3校合同 PTAと連携）

日平俵踊り復活プロジェクト
（住吉南小5年生）（住吉南小5年生）

住吉未来探求所の
運営
（住吉中学校生徒会）（住吉中学校生徒会）
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［２］住吉夏まつり事業［２］住吉夏まつり事業

［３］住吉深掘事業［３］住吉深掘事業

定期発行
６月分（１０ページ）
３月分（１０ページ）   発行
発行部数　6,000部

各部会の事業報告を受けて、その都度ブログに掲載。

新型コロナ感染症防止のため中止した。

この地域の方からの情報や住吉地区の資料をもとに調べた。
「まちづくりだより」43号に掲載

以前作成した「我が家の便利帳」をアップデートして作成する。災害時
などは携帯電話が不通になり、公衆電話の利用が予想されるので連絡先
の電話番号を記入できる様式にする。災害用伝言ダイヤルやQRコード
なども表示する。

住吉公民館
令和 2年 12月～
令和 3年 1月 点灯

地域福祉活動部会

広報企画活動部会

健康づくり活動部会

その他の事業

［１］子育て支援事業［１］子育て支援事業

［２］健康づくり事業［２］健康づくり事業

［１］情報発信事業［１］情報発信事業

［２］まちづくり推進事業［２］まちづくり推進事業

［２］住吉ささえ愛事業［２］住吉ささえ愛事業

［３］「［３］「すみよしイルミネーションすみよしイルミネーション2020」2020」
　　の開催　　の開催

中止

中止

中止

中止

ブログの更新

詳細は
P5にて
掲載

［１］広報誌発行事業［１］広報誌発行事業

［１］元気で、笑顔いっぱい事業［１］元気で、笑顔いっぱい事業
各自治会・地区に出向いて運動教室や
ニュースポーツ、レクリエーションを開催　
７会場実施

マインディスティックカーリング 公式ワナゲ

「わが家のカード」作成（３か年計画）「すみよし子育てフェスタ2020」

広報誌の発行 住吉夏まつりの開催（住吉商工振興会との共催事業）

広原・島之内・新名爪地区を調査

すみよし認知症サポータ養成講座の実施 
（地区社会福祉協議会との共催事業）　

楽しくランラン「リレーマラソン」の開催（すみよし公園内を周回する）

ニュースポーツ用具を３種類購入
自治会のレクリエーションやふれあい会食会などの行事で
ご利用ください。

・ホームページの更新
・地縁団体の活動内容紹介や地域づくりの
   広報活動の推進
  （住吉地区総合文化祭における共催事業）

・地域の魅力を伝えるカレンダーの作成

まちづくり推進事業に伴う研修

中止

中止

中止

宮本自治会 宿森自治会 東士中方自治会 トルコロキューブ
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地域福祉活動部会　部会長　片平達也
　今年度は、新型コロナウイルスの影響で計画していた事業がほとんど実施出来なくなりました。地域福祉活動部会で、なにか代わり
の事業が出来ないかを検討したところ、今回初めての試みですがイルミネーションであれば、屋外と言う事もあり3密になりにくいの
ではないかという事になりました。令和2年12月5日に設置作業を18名で行い、夕方に点灯しました。
　新型コロナウイルス終息の願いと共に、イベント中止や活動自粛を余儀なくされた子ども達や地域住民の気持ちを、明るく前向きに
したいという気持ちで実施しました。

LED電球が繋がれたコード4本を繋ぐ作業

パネルに「がんばろう住吉」の
チュウブライトを使い文字入れ作業

公民館の屋上に上がり電球コードを垂らす作業 電球コードを木に這わせる作業

場所：住吉公民館　点灯期間：2020年12月5日～2021年1月30日

点灯！見事！見事！見事！

住吉イルミネーション2020
～住吉の皆さん大変な時ですが 一諸にがんばりましょう！～
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第 3回 住吉深掘ミニ知識第 3回 住吉深掘ミニ知識
《 新名爪 》

《 広　原 》

　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,364  　　　　　　3,057人　　　　　　 11  （令和3年1月１日現在）

1 蓮ケ池団地　2雀塚　3東陰平　4西陰平　5グリーン苑　6日平　7宮田　8麦田団地
9新名爪コスモス団地　10 テル新名爪　11 サン新名爪

◆ 新名爪川
　住吉地区に流れる一番大きな川が新名爪川です。大きく蛇行
　し川幅は広く浅い川です。
　以前はよく氾濫し洪水に見舞われていたようです。
　今では新名爪川も改修が進み、昭和 61 年に現在のような水害の心配のない川になりました。

◆ 新名爪八幡宮
　ハンズマンの西側裏手の小高いところに新名爪八幡宮があり
　ます。
　新名爪八幡宮に伝わる、室町時代に創られた不老面「舞楽面
　陵王」は昭和 48年に市指定有形文化財に指定されました。
　陵王の面は九州地方では、福岡県 観世音寺、大分県 宇佐八幡  
   宮と、この新名爪八幡宮の 3面だけが現存しています。

広原地区は住吉の国道219号線北西に位置し農村の姿が垣間見られる環境が残されているほっとする地域です。

　　　　　　540  　　　　　　1,122 人　　　　　　 6　（2020 年 12 月 1 日）
1 麓　2 羽佐間　3中島　4神向　5極楽寺　6畑

◆広原神社　1871 年　御祭神は大
おおなむちのみこと
己貴命（国土・農耕・医療）、少

すくなひこなのみこと
彦名命（国土・統治・医療）、手

たぢからおのみこと
力男命（武

　勇の神）、倉
うがのみたまのみこと
稲魂命（五穀豊穣）暮らした人々の想いが伺われ毎年神楽が奉納されている。

◆日章学園高等学校と専門学校　1960 年創立　特に調理科は毎年御世話になった家族に学んだ料理を振
　舞って微笑ましい光景を新聞記事で見かけ、スポーツでもサッカー・ボクシング等では全国に名を馳せる。
◆消えゆく暮らしを支えた生業
　周囲が山に囲まれている事から製材所が住宅地へ、広原地域に有った酒造会社も 1970 年閉業、廃仏毀釈
　により神向宗源寺・福寿寺・慈光山極楽寺など。
◆時代の変化と新しい施設
　麓と極楽寺の山間地に産業廃棄物処理施設として活用されていた跡地を整備し広大な敷地に家族やスポー
　ツに親しめる『萩の台公園』があります。
　眺望も良く休憩の東屋やトイレも充実されている素晴らしい施設です。

世帯数

世帯数

特徴的なもの

特徴的なもの

自治会数

自治会数

世帯人口

世帯人口
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《 島之内 》
　島之内地区は、昔から住吉地区の中心であり、世帯数・人口共に多く面積も最も広い。
　現在もいたるところで宅地造成が進み、住宅も毎年のように増え続けており、なお一層発展していくと思
　われます。
　世帯数及び人口共に多いことから、東島之内・西島之内と区分けされている。
　　　　　　4,984  　　　　　　11,052 人　　　　　　 （東島之内）12　（西島之内）13
（東島之内）1 次郎ケ別府　2 千丈久美原　3 永池　4 ニュータウン住吉　5 小保下住宅　6 小保下　7 境下
　　　　　  8 四本松　9住吉北団地　10 鷲取　11 楠ケ別府　12 ひばり野
（西島之内）1本宿　2中小路　3宮本　4宿森　5下之園　6西士中方　7東士中方　8野入
　　　　　 9 住吉団地　10 井出下 1区　11 井出下 2区　12 湘桜台　13 湘桜台ニュータウン

日向住吉駅周辺今昔
　大正時代から昭和初期の様子を紹介します。（宮田様著・「住吉花だより」より抜粋）
　次郎ケ別府駅（日向住吉駅）は大正二年に開設されました。
　住吉はもちろん那珂・下那珂・片瀬原・下山など南広瀬地区の人々等、多くの方々
　に利用されていました。
　また、次郎ケ別府駅（日向住吉駅）から千丈地区までのわずか 1キロメートル足
　らずのところに、十二・三軒もの小料理屋、飲食店があり、また旅館も駅前に二
　軒程あったそうです。
　その昔には大正銀行住吉支店があり、その後「カフェー」に衣替えし、住吉でた
　だ一つの洋館作りの建物で、洋食を口にできたそうです。
　現在の日向住吉駅は、住吉地区内に学校関係が多くなり、通勤通学に利用する人
　が多く、朝夕のラッシュが続いています。

世帯数

特徴的なもの

自治会数世帯人口

「昭和初期の次郎ケ別府周辺」
（「日向郷土誌」より参照）

【お問い合わせ】
住吉地域まちづくり推進委員会 事務局  ☎0985-39-7004  〒880-0121 宮崎市大字島之内7410番地（住吉公民館内）
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　麓自治会は、住吉小学校バス停から広原バス停の国道 219号と南北に連なる山々のふもとに位置する区域です。
標高 80mの山頂には広大な萩の台公園があります。
　週末にはテニス、野球、サッカー競技や遊技広場・芝広場では親子連れの家族で賑わっています。
　また地域の皆さんも朝夕の散歩コースとして健康作りに利用されています。
　このように自治会内にすばらしい公園があることを誇らしく思います。
　自治会世帯の分布は山の麓に 78軒、国道沿いに 14軒の 92世帯（330人）です。自治会としての規模として
は住吉地区 55自治会中の中間規模になるそうです。
　約半数の世帯は、専業・兼業農家で稲作やビニールハウスのキュウリ栽培等で毎日忙しく働いておられ、年を取っ
ても草刈り作業に追われ遊んでいる暇はないそうです。

【自治会員のモットー（公民館に掲載）】
“子供・高齢者・お嫁さんに優しい自治会を目ざしましょう”
　趣旨は各家庭の主人は1日2つ以上の家事手伝いを行い、
お嫁さんにつくしましょうということです。お陰様で全家
庭が円満に毎日を過ごされています。

【主な自治会活動について】
　特にスポーツ（運動）に力を入れています。ミニバレーボール、ソフトボール、ゴルフの大会には必ず出場します。
中でもミニバレーボール住吉大会、広原大会で女子チームは常連の優勝チームです。
　夜の懇親会は若者でおおいに盛り上がり、若い皆さんが親しくなり顔見知りになっていただくことで、行事も役
員決めもスムーズに行えています。

【自治会の年間行事について】
　年間行事では、「新年会」「萩の台桜の花見ウォーキング」「敬老会」「ふれあい会食会」です。
　子供会は「いちご狩り」「敬老会の出し物」「廃品回収」「広原神社祭り」があります。

【自治会出身先輩の功績紹介】
1）「藤原光男氏」
　住吉小学校の校歌を作詞されました。　元大淀高校（宮崎工業高校）の教師
2）「井上貞信氏」
　反当たりの米収穫量の多さと品質の良さを認められ日本一に輝きました。　
　（昭和 28年・29年　2年連続表彰を受ける）

室内ボーリング ひょっとこ踊り フラダンス

　　自治会長　外山　次雄
自治会紹介

麓自治会

家事手伝いをするお父さん

楽しい敬老会 廃品回収廃品回収楽しい敬老会
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ご存知ですか？色んな団体があるよ～

文化
暮らし

環境・産業・農業

他にも、各種団体、さんさんクラブ、学校幼稚園保育園、PTAなどたくさんの団体があります。

みんな合わせて住吉のまちづくり

福祉・健康
介護

住吉地域まちづくり推進委員会 ☎39-7004

住吉地区体育会

住吉地区振興会

住吉商工振興会

宮崎中央農業協同組合

住吉土地改良区

住吉地区農政推進委員会

地域のために
ボランティア

住吉ひなたの会

住吉地区社会福祉協議会 ☎36-3310 住吉地区地域包括支援センター ☎65-8080

住吉地区民生委員児童委員協議会

住吉地区福祉協力員連絡会

住吉地区青少年育成協議会

住吉地域センター ☎39-1314

住吉地区自治公民館連絡協議会

住吉地区自治会連合会

住吉公民館 ☎30-2073

宮崎市消防団住吉分団

新名爪川等河川浄化推進協議会

住吉地区花のまちづくり推進協議会

住吉ボランティアセンターつなぎ ☎69-5446


