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たかちほ郷マイスター協会

たかちほ郷マイスター協会（会長：武田計助さん）は、地域に残る ”技”を後世に
伝える ため 、「技の伝承と地域貢献」 の理念のもと、手に”技”を持つ匠のみなさんや
その支援者の方々により平成２２年に設立された団体で、これまで 様々なイベント や
学校での体験学習などを行ってこられました。今後、関係団体と連携して 県内外から
の体験ツアーの誘致 なども考えておられます。
そのたかちほ郷マイスター協会ですが、３月１３日に、会員さんの作品を実演・展
示販売する店舗 「里山：匠の館」 をオープンし、 陶芸 、 竹細工 、 わら細工 、 竹クラフ
ト 、 神楽面 、 こんにゃく 、 お米 など、 さすがマイスター とうなずける、 すばらしい逸
品 を展示販売しています。
またこの「匠の館」では、 障がい者のみなさんの手作りの作品 や 会員以外の方々の
品物 の展示販売、 ギャラリー としての使用もでき 、”技”の体験教室 も行われます。そ
して どなたでも立ち寄れる憩いの場 として開放されています。
オープン記念行事では、高千穂町上野の 旭ヶ丘保育園のかわ
いらしいお友達による太鼓演奏 などが行われ、オープンを賑や
かに祝いました。
場所は旧ＴＲ高千穂駅のすぐ近くです。みなさま、 たかちほ
郷の本物の逸品 をご覧に、また 憩いの場 として、 ぜひお立ち寄
りください！ 【営業時間】午前１０時～午後５時３０分

障害福祉サービス事業所等説明会
３月１０日、ゆめゆめプラザTACにおいて、障害福祉サー
ビス事業所等説明会が開催されました。
障がいのある方が、西臼杵地域でその人らしく安心して生
活していけるよう、障がい者を支える仕組みと課題について
理解し、西臼杵地域の障害福祉サービス事業所をはじめとし
た支援機関の周知を図ることを目的に、初めて開催しました
が、地域に住む障がいのある方、そのご家族、支援者である
民生委員や関係機関職員など約１８０名もの方の参加があり
ました。
西臼杵地域障がい者自立支援協議会の取り組みや郡内に５
ヶ所ある障がい者向け日中活動系の事業所の紹介が行われ、
参加者のみなさんからも 「定期的に開催してほしい。」、「勉
強になった。
」など喜びの声を聞くことができました。
障がいのある方が自分らしく安心して生活できる地域づく
りのためには、当事者・関係者だけでなく、地域住民も巻き
込んだ取り組みが必要です。

地域活動支援センター「ぬくもり」
五ヶ瀬町桑野内の 「ぬくもり」 で
は、障がいのある方が通所しており、
農作業や創作活動、レクレーション
等を通して 身体機能や生活能力の向
上に必要な援助を行っています。
「ぬくもり」は、 五ヶ瀬町社会福
祉協議会が運営する 共生型福祉施設
で、 高齢者向けの通所介護サービス
等も提供しており、「誰もが集い、お
互いの存在を認め合い、住み慣れた地域で暮らし続けることのできる
共生型の地域福祉の拠点」として取り組んでいます。
今後、障がいがある方の地域での安定した生活に向けて、より一層
の支援が期待されます。

西臼杵地区「建築と防災」講習会
２月２４日、高千穂町中央公民館で、西臼杵地区「建築と
防災」講習会を開催しました。
東日本大震災から１年を迎えるのを機に、地震・気象被害
や災害への備えについて学ぶ目的で、建築物防災週間にあわ
せて開催したものです。
講習会では、宮崎地方気象台の栁本光明次長から、「気象災
害への備え」のテーマで、地震・津波災害、気象災害のメカ
ニズムについてご説明いただきました。
また、宮崎県文書センターの永井哲雄主席からは、「歴史に
学ぶ防災 昭和３０年代～４０年代の災害記録」のテーマで、
西臼杵地区における過去の風水害、土砂災害、火山災害（阿蘇山）の貴重な史料をもとに講演
いただきました。
参加された方々は、想定される災害に対して 備えの重要性を再認識されたとともに、幼い時
に身近におきた災害に対して、感慨深く熱心に耳を傾けておられました。
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土地改良区合同事務所設置契約調印式

深角公民館文化講演会

３月２日、
高千穂町役場
において、高
千穂・三田井
・押方・向山
各土地改良区
理事長による
「高千穂地区
土地改良区合
同事務所設置契約書」の調印式が、高千穂町
長立ち会いのもと行われました。
この契約に伴い、平成２４年４月１日より
事務所を新たに設置し、職員２名で４土地改
良区の運営事務を行うことになります。
事務所を一つにすることで事務の統一化が
図られ、 適正かつ効率的な事務を行うことが
できるようになり、 経費節減が図られるとと
もに運営基盤が強化されることによって、農
業用水路を主とする管理の体制が向上 するも
のと期待されています。

３月８日、日之影町深角地区が主催する深
角公民館文化講演会に、将来を見据えた地域
の活性化策を探ろう と題し、西臼杵支庁土木
課の職員４名が講師として参加しました。
講演会には、３０名程の地元のみなさんが
参加され、深角地区を始めとする県発注工事
の概要や地域の活性化のための参考として県
内におけるまちおこしの事例を紹介しました。
深角地区は、国道２１８号高千穂日之影道
路のIC建設が計画 されており、道路網の整備
を地域の活性化に繋げていこうと考えておら
れ、今回の講演は 非常に参考になったとお礼
のお言葉をいただきました。

土地改良協議会役職員研修会

祝 末市公民館落成！

２月２２日、管内の土地改良区で構成する
西臼杵地区土地改良協議会の役職員研修会が
開催されました。
研修には３５名が参加し、大分県竹田市の
城原井路（きばるいろ）土地改良区で小水力
発電の取組について研修を行いました。
また、現地研修を終えた後、小水力発電の
基礎知識や制度事業について、県農政水産部
農村計画課の職員より説明が行われました。
担当職員は、
「再生可能エネルギーの積極的な
活用が求められる中、当管内には高低差を活
かせる農業用水路が多くあることから、発電
に利用できる箇所
も数多くあるもの
と期待している。
」
とのことでした。
今回研修に参加
された各土地改良
区の役員のみなさ
んは、それぞれが
管理されている農
業用水路で発電に
適した場所がある
のではないか と、
真剣に説明を聞い
ておられました。

３月３日、日之影町末市地区に新しい公民
館が完成し、日之影町長をはじめ多数の関係
者の出席のもと、盛大に落成祝賀会が開催さ
れました。
地元からは、末市地区全１７世帯の子ども
からお年寄りまでが参加 され、地区の強い絆
がうかがえる、大変にぎやかな祝賀会となり
ました。
公民館建設には、県産材の需要拡大を図る
ことを目的とした 「森林整備加速化・林業再
生事業」が活用され、地域で生産された木材
をふんだんに使い 、木が持つ香りや温かさな
どが感じ取れる施設になっています。
今後は、新しくなったこの公民館が「いき
いき集落」椎谷地区（高巣野・椎谷・末市）
を盛り上げる拠点施設となるよう期待してい
ます。
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五ヶ瀬町しいたけ教室
しいたけの駒打ちから将来の収穫までを体
験し、地域の代表的な産物への関心を深めて
もらうことを目的に、２月２８日、五ヶ瀬町
の三ヶ所中学校において「しいたけ教室」を
開催しました。
「しいたけ教室」に参加したのは、五ヶ瀬
町内の小学６年生３７名で、ほだ木の穴あけ、
駒打ち 、 伏せ込み を、指導林家やＪＡ職員らの手
助けを受けながら一生懸命に取り組みました。伏
せ込んだ原木は、今年４月に中学校へ入学した後、
自分達で管理 することになっており、順調にいけ
ば 今年の秋には収穫できる予定 です。収穫したし
いたけは、乾しいたけにして 中学２年の修学旅行
（東京）時に販売体験をする計画です。

完熟きんかん「たまたま」の贈呈
３月１日、高千穂地区果樹振興会きんかん
部会から興梠支庁長へ完熟きんかん「たまた
ま」の贈呈がありました。
西臼杵地域における完熟きんかんの栽培は
平成２年頃から始まり、現在では高千穂町１
１戸２．４ｈａ、日之影町１３戸１．８ｈａ
で栽培が行われています。非常に甘い「たま
たま」ですが、その中でも糖度１８度以上か
つサイズ２Ｌ以上のものは「たまたまエクセ
レント」として
出荷されていま
す。
皆さんも体調
を崩しやすい季
節の変わり目、
完熟きんかん「た
またま」を食べ
て元気に過ごし
ましょう！

フォレストピア高千穂郷ツーリズム協会（会
長：高千穂町副町長 興梠高彦）では、修学
旅行の学生の受入を目指した農家民泊の新規
開業者への支援を実施します。
２年後の平成２５年度から高千穂町、日之
影町、五ヶ瀬町、諸塚村、椎葉村の５町村で
民泊型の修学旅行の受入をスタートします。
５町村の農業や林業、歴史・文化や暮らし
にふれることのできる農家民泊は修学旅行で
訪れる学生にとってより良い学びの場となる
だけでなく、受け入れる家庭や地域がもっと
元気になる原動力となることでしょう。

編集後記

今回の支援は「農家民泊って何？」という
ところから、農家民泊を始めるにあたっての
手続きや情報提供、安全管理や農泊予行練習
のサポートなどを予定しています。
農家民泊を始めてみたい方や少しでも興味
のある方には農家民泊についての資料を事務
局よりお送りします（無料）ので、各町の連
絡先にお電話ください。

三寒四温、随分温かくなってまいりましたが、
わが高千穂郷ではまだまだ肌寒い日もあり、風
邪をひかないよう気が抜けません。桜の便りが
待ち遠しいです。
さて、東日本大震災から１年が経ちました。
被災地の復興や原発事故の収束は未だ先の見え
ない状況ですが、なんとか少しでも早く、少し
でも良い方に向かいますよう願わずにはいられ
ません！（眞）

高千穂町役場企画観光課０９８２－７３－１２１２
「農家民泊担当者」甲斐
日之影町役場地域振興課０９８２－８７－３９１０
「農家民泊担当者」甲斐
五ヶ瀬町役場地域振興課０９８２－８２－１７１７
「農家民泊担当者」新田

＊西臼杵支庁の業務等について、ご意見、ご要望など
ありましたら下記までご連絡ください。

◎お問い合わせ先

宮崎県 西臼杵支庁 総務課
TEL 0982(72)2181 FAX 0982(72)3760
URL http://www.pref.miyazaki.lg.jp/contents/org/
chiiki/shityoson/nishiusuki_shityo/index.html
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【お知らせ】
“農家民泊”新規開業者支援について

＜お問い合わせ先＞

