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２月１１日 建国記念の日、高千穂町中心部で「第２８回神話の高千穂建国まつり」
が盛大に開催され、町内外からの多くの人出で賑わいました。
おまつりの目玉「八百万の神々のパレード」では、前夜祭の神様コンテストで選ば

れた神武天皇や木花咲耶姫などの神様をはじめ総勢約５００人が、古代衣装に身を包
み八百万の神々となって、高千穂神社からくしふる神社までの約１．４㎞を練り歩き、
沿道を埋め尽くす人々に笑顔を振りまきました。
パレード終了後のメイン会場では、町内外からの参加者による踊りやダンスが披露

され、なかでも今回は、長崎県時津町から参加された「元村龍（じゃ）踊り保存会」
のみなさんによる勇壮かつ異国情緒漂う圧巻の「龍（じゃ）踊り」に会場は大いに盛
り上がりました。
その他おまつりでは、名物「建国だご汁」１５００人分の振る舞いや、全国和牛能

力共進会での連続日本一を記念した高千穂牛販売会など多彩な催しが行われ、終日賑
わいをみせました。
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秋元集落が「いきいき集落」に認定！

２月４日、
高千穂町向山
の秋元公民館
において「い
きいき集落」
認定書交付式
が行われ、城
野 県総合政
策部次長より
認定書が交付

されました。
「いきいき集落」とは、集落の活性化につ

いて住民自らが考え、元気な集落づくりに取
り組む集落のことで、集落より応募していた
だき、県が認定した集落です。
秋元集落ではこれまで、地域づくりインタ

ーンシップ、石蔵を利用したギャラリーの設
置など、交流人口拡大のための多彩な取組を
進めてこられました。今後も、集落から秋元
神社までの沿道に「もみじ」や「いちょう」
などを植栽し景観整備を行うこととしていま
す。
今回の認定により、「いきいき集落」は県内

で１０９集落、西臼杵管内では３６集落にな
りました。

「五ヶ瀬あおすぎの郷で山頭火を語る」開催！

自由律俳句の巨
星、漂白の俳人
種田山頭火は、大
正１５年に行乞の
旅に出立し、九州
山地の日向往還を
進むさなか、代表
作「分け入っても
分け入っても青い
山」を詠みました。
その山頭火を顕彰
し、全国から多く
のファンが集う
「全国山頭火フォ
ーラム」が、今年

１０月に五ヶ瀬町で開催されます。
そのプレイベントとして、２月９日、五ヶ

瀬町町民センターにおいて「五ヶ瀬あおすぎ
の郷で山頭火を語る」が開催されました。こ
のイベントは、地域住民のみなさんに、五ヶ
瀬町と山頭火のゆかりや山頭火の魅力を知っ
ていただくことを目的としたもので、五ヶ瀬
中等教育学校書道部と太鼓部のみなさんによ
る書道パフォーマンスや、俳優の中村敦夫さ
んらによる朗読劇が行われました。

祝 上田原公民館「なごみの館」落成！

２月１日、高千
穂町上田原地区に
新しい公民館『な
ごみの館』が完成
し、高千穂町長を
はじめ町や地元の
関係者など多数の

出席者のもと、盛大に落成祝賀会が開催され
ました。
厳粛な神事を執り行った後、テープカット

が行われ、戸開き神事として高千穂神楽の「手
力雄の舞」が奉納されました。地元からは、
上田原地区全世帯の方々が参加され、田原保
育園の園児や婦人会のみなさんによるアトラ
クションも華を添え、地区の強い絆が感じら
れるにぎやかな祝賀会となりました。
今後は、地域のみなさ

んの健康づくりや夜神楽
などの伝統文化の継承、
地域間の交流の場など、
上田原地区を盛り上げる
拠点施設となるよう期待
しています。

身近な水辺のモニター

２月１９日、高千穂町押方の山附川におい
て『身近な水辺のモニター』を実施しました。
このモニターは、河川の水質や水生生物等

の調査を年に数回行うもので、モニターを委
嘱している地元の『山附渓谷ホタルの里』や
高千穂町役場のみなさんと実施しました。
山附川は、平成１７年に大洪水で大きな被

害を受け、その後、高千穂町により自然に配
慮した災害復旧が行われました。
調査では、水質・透明度などで高い評価が

得られ、水生生物も数多く確認できました。
特にホタルの餌となるカワニナは平成２０年
度に調査を始めてから毎年増加しています。
今年度最後のモニターとなりましたが、来

年度も引き続
きモニターを
続けていく予
定です。
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西臼杵管内の優秀な生産者の方々に拍手！！

２月１２日、農業
に精励し優秀な成績
を収めた生産者及び
団体を表彰する「宮
崎県農産園芸特産物
総合表彰式」が開催
され、西臼杵管内か
らは９名の生産者が
表彰されました。

受賞者のみなさんには、西臼杵管内の農業
のリーダーとして益々の活躍が期待されます。

【受賞者のみなさん】
野菜共進会（産地づくり部門）
優等 甲斐 道明さん（高千穂町）

花き共進会（産地づくり部門）
優等 甲斐 美紀雄さん（日之影町）

果樹共進会（経営部門）
１等 後藤 邦治さん（高千穂町）

茶共進会（釜炒り茶）
１等 飯干 憲二さん（高千穂町）
２等 宮﨑 亮さん（五ヶ瀬町）
２等 佐藤 恒和さん（高千穂町）
３等 飯干 敏光さん（高千穂町）
３等 甲斐 雅通さん（高千穂町）
産地賞 高千穂町

葉たばこ共進会
３等 有藤 喜寿さん（高千穂町）

女性の視点での鳥獣被害対策研修会

ＪＡ高千穂地区女性部の支部総会が各地域
で開催され、総参加者４５０名のみなさんを
対象にそれぞれの支部で、西臼杵支庁と町の
担当者が講師を務め、鳥獣被害対策研修会を
開催しました。
研修会では、鳥獣被害対策のＤＶＤや西臼

杵管内に設置した暗視カメラによる鳥獣被害
の映像を見ていただきました。ＤＶＤには、
島根県美郷町の婦人部が、集落を鳥獣被害か
ら守るために、潜み場所やエサ場を解消する
取組や、サルを花火で追い払うなど獣と戦う
姿勢が編集されており、参加されたみなさん
は大変興味を持たれたようでした。
研修会のアンケートを行った結果、全員の

方が勉強になったとお答えいただき、さらに
集落での研修を希望された方が１２６人いら
っしゃいました。
来年度も女性部の研修会を開催し、鳥獣被

害に対する知識を広くＰＲしていきたいと考
えています。

焼酎粕の飼料利用研修会

２月１２日、西臼杵支庁で、高千穂酒造(株)
さんの焼酎粕を繁殖牛に給与しているエコフ
ィード利用組合員と関係機関の４０名のみな
さんが参加し、焼酎粕の飼料利用研修会が開
催されました。
研修会では、県の食品開発センター、営農

支援課、畜産試験場からそれぞれ講師を迎え、
焼酎粕飼料化の現状や黒毛和種への焼酎粕給
与試験の結果、また県内の自給飼料の作付け
状況等について講演が行われました。
農業改良普及センターからは、組合員の焼

酎粕利用状況や有機酸組成分析結果等につい
て報告を行いました。
組合員のみなさんからは、焼酎粕の安定し

た保存状況や良好な給与試験結果を受けて、
今後も安心して給与を行えるとのご意見をい

ただきました。

平成２６年度全国茶品評会宮崎大会に向けて

２月１９日、全国茶品評会出品者研修会（釜
炒り茶部門）が農業改良普及センターで開催
され、関係機関を含め約５０名のみなさんが
参加されました。
この研修会では、「品評会で勝てるお茶と

は何なのか」、「どうすれば勝てるのか」など
を検討することを目的に、今年度の品評会１
位の茶や宮崎県出品茶を確認したり、県の営
農支援課や農業試験場から講師を迎え講義を

受講したりし
ました。
品評会で勝

つためには、
手摘みや被覆
などの取り組
みが鍵となり
そうです。地
域が一体とな
って万全を期
し、上位入賞、
産地賞を獲れ
るよう頑張り
ましょう！
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西臼杵地区林野火災防止パレード

県では、全国山火事予防運動（３月１日～７日）に先駆け、
１月３０日から２月５日までの７日間、宮崎県林野火災予防運
動を展開しています。その一環として、西臼杵管内では、全国
統一標語 「山の火事 もとは小さな
火種から」のもと、１月３０日に宮

崎北部森林管理署や町、森林組合など
の関係者約２０名が参加して、林野火
災防止パレードを実施しました。

毎年１２月から３月にかけて空気が乾燥し、林野火災が多発す
る傾向にあります。たき火やたばこなどの後始末は十分に行い、
林野火災防止に努めましょう！

◎お問い合わせ先
宮崎県 西臼杵支庁 総務課
TEL0982(72)2181 FAX 0982(72)3760
URLhttp://www.pref.miyazaki.lg.jp/contents/org/
chiiki/shityoson/nishiusuki_shityo/index.html

編集後記
五ヶ瀬町で１０月に開催される全国山頭火

フォーラムのプレイベント「五ヶ瀬あおすぎ
の郷で山頭火を語る」に行ってきました。中
村敦夫さんと佐々木梅治さんによる朗読劇は、
山頭火の自然への想いや独特の死生観が表現
され、大変見応えのあるものでした。五ヶ瀬
中等教育学校の生徒さんによる書道パフォー
マンスもド迫力で素晴らしかったです。（眞）

＊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。

「わけもん語り場」徹底討論会 開催！！

西臼杵支庁では、毎月第３水曜日に、西臼杵
管内３町の若者が本音で語らう場を開催してま
いりました。これまで７回の語り場に延べ５１
名の参加をいただきました！！
今回は、今年度最終回ということで、休日の

午後に時間たっぷりで設定してみました。
西臼杵の未来について、徹底討論してみませ

んか？
○日時 ３月２０日（水：春分の日）

１３：３０～語り終わるまで
○場所 神楽の館（高千穂町天岩戸温泉下）
○参加費 無料

「Ｔ－１グランプリ」団体の部２連覇！

２月１７日、宮崎市のＭＲＴミックで「みやざきお茶まつり」
が開催され、その中のイベントとして「Ｔ－１グランプリ」が
行われました。「Ｔ－１グランプリ」は小学生によるお茶のコ
ンテストで、お茶に関する知識や、お茶のいれ方を競う大会で
す。
県内各地から１２２名、２８チーム

の参加があり、五ヶ瀬町立上組小学校
の上組茶房チームが団体の部で見事優勝しました。昨年に引き続
いての２連覇となります。また個人の部では、同じく上組小５年
生の宮﨑葉子さんが４位に入賞しました。
西臼杵地区伝統のお茶文化と教育、そして子供たちの努力の結

晶だと思います。本当におめでとうございました！

冬の花々の贈呈

２月６日、ＪＡ高千穂地区花卉園芸振興会から西臼杵支
庁長にラナンキュラスとスイートピーの贈呈がありました。
ラナンキュラスは、平成１３年より本格的な栽培が始ま

り、現在では２７戸の生産者が１７６ａで栽培しており、
西臼杵管内ではトップクラスの出荷額を誇る花き品目です。
また、甘い香りが特徴的なスイートピーは、現在８戸の

生産者が４６ａで栽培しており、特に宮崎県オリジナル品
種「紅式部」は高い評価を受けています。
今年は、昨年末の曇天により生育が遅れており数量は少

ないとのことでしたが、品質は非常に良いそうです。もうすぐホワイトデーです。男性の
みなさん、今年は美しい花を贈るというのも良いのではないでしょうか。

http://www.pref.miyazaki.lg.jp/contents/org/

