神話伝説の山里

｢ 高千穂郷｣ 通信
平成１８年１月号

﹁ラナンキュラス﹂

西臼杵地域の新しい花

（宮崎県西臼杵支庁）
ＮＯ.３７

西臼杵地域では、平成８年から県総合農業試
験場の現地試験を経て、平成１３年から本格的
に「ラナンキュラス」の栽培が始まりました。
現在、西臼杵３町で２０戸が生産を行ってお
り、西日本でトップクラスの産地になっていま
す。
今年度は、約５０品種、年間１００万本を出
荷する計画です。

西臼杵地域のみで栽培されているめずらしい覆輪の品種「ちほの詩」
（上の写真）と「ちほの舞」
（下の写真）

「ラナンキュラス」って
キンポウゲ科の球根性の植物で、花言葉は「かわ
いらしさ 」。その言葉通り明るく透明感のある色合
いとふわふわとした花びらがとても可愛らしく、ア
レンジメント、ウェディング、プレゼントなど様々
な場面で利用されています。涼しい気候条件を好み、
本地域にとてもマッチした品目です。

西臼杵支庁１階ロビーと支 ラナンキュラスの栽培に取り組むＪＡ高千穂地
庁長室にラナンキュラスを 区ラナンキュラス研究会会長の松本陽介さん
（五ヶ瀬町）
展示しています。

「
食と農」
壁新聞コンクール
みやざきの食と農を考える県民会議西臼杵支部食農教育推進部会（事
務局〜西臼杵農業改良普及センター）は、西臼杵管内の小学３年生から
６年生を対象に、食べ物や農業について学校や家庭での学習や農業体験、
研究したりしたことを壁新聞にまとめることで、さらに理解を深めても
らおうと「食と農」壁新聞コンクールを実施しました。
管内の１１の小学校から、５１点（総勢１２７人）の応募があり、審
査の結果、１１団体７個人が入賞し、１月２９日に西臼杵農業改良普及
センターにおいて表彰式が行われました。表彰式には入賞した児童とそ
の家族など約５０人が出席しました。
（「食と農」壁新聞コンクール
金賞
高千穂町立押方小学校
銀賞
高千穂町立岩戸小学校
日之影町立日之影小学校
銅賞
高千穂町立岩戸小学校
高千穂町立上野小学校
五ヶ瀬町立三ヶ所小学校

５年生

審査会は１月１８日に西臼杵農業
改良普及センターで行われました。

入賞者一覧表）
「育田日記」（いくでんにっき）

工藤加央里さん「お米って人間みたい！？」
３年生
「ゆず新聞」
佐藤晃彦さん 「ぼく達のお米」
お米大好き
「大好きお米図鑑！」
５年生１班
「昔と今の米作り」

特別賞
西臼杵教育事務所長賞
高 千 穂 町 賞
〃
〃
日 之 影 町 賞
五 ヶ 瀬 町 賞
ＪＡ高千穂地区組合長賞
〃
みやざきブランド推進西臼杵地域本部長賞
宮崎県米消費拡大推進協議会西臼杵支部長賞
西臼杵地区産米改良協会長賞
西臼杵農業改良普及センター所長賞

金賞を受賞した押方小学校５年生のみなさん（後ろの壁新聞
が金賞を受賞した「育田日記」）

五ヶ瀬町立三ヶ所小学校
高千穂町立高千穂小学校
〃 向山北小学校
〃 五ヶ所小学校
日之影町立高巣野小学校
五ヶ瀬町立上組小学校
高千穂町立岩戸小学校
五ヶ瀬町立三ヶ所小学校
日之影町立高巣野小学校
高千穂町立岩戸小学校
日之影町立八戸小学校
高千穂町立上野小学校

消

５年生５班
松元綾香さん
もち米新聞
健康委員会
俵しおりさん
佐伯真愛さん
高藤美咲さん
５年生２班
野菜大好きチーム
佐藤沙也香さん
八戸キッズ
お米調査隊

防

始

表彰式に参加した児童のみなさん

式（出 初 式）

毎年新春恒例の消防始式（出初式）が、日之影町と五ヶ瀬町は１月５日に、高千穂町は１月８
日に行われました。

日之影町役場前の日之影大橋で行われた分列行進。左上は青雲橋

日之影町役場近くの五ヶ瀬川河川敷で行われた発水試験
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平成1 8 年度県総合防災訓練 第1 回全体会議 平成１７年度地域づくり総務大臣表彰受賞
来年度の県の総合防災訓練が、５月２８日（日）
に西臼杵において開催されることから、すべての
関係者による第１回目の全体会議が１月２６日に
高千穂町自然休養村管理センターで開催されまし
た。航空自衛隊新田原救難隊、各町消防団、県警
など約８０名が参加。
西臼杵地区で県の総合防災訓練が実施されるの
は今回が初めてです。
また、今回は西臼杵３町において、それぞれで
実施する分散型での実施であり、複数の市町村で
実施するのも初めてのことです。
総合防災訓練では、トンネル事故対処訓練、ヘ
リによる重傷者の搬送訓練、ライフラインの復旧
訓練、避難所運営訓練などが計画されています。

県危機管理局からの説明を聞く参加者

平成１８年産 葉たばこの種まき

平成１７年度地域づくり総務大臣表彰の地域振
興部門に高千穂町の五ヶ村村おこしグループ（工
藤正任代表、９人）が選ばれ、１月１８日に東京
都のグランドアーク半蔵門で表彰式が行われまし
た。全国で表彰されたのは２２団体。
同グループは、平成６年の発足以来、夜神楽体
験ツアー、刈干切り体験ツアーの開催による都市
住民との交流、地元の夜神楽の後継者育成、天岩
戸温泉茶屋において地元産の小麦粉、小豆、サツ
マイモを使用した 天岩戸温泉団子 を開発する
とともに地元産の小麦粉と地鶏を使用した 地鶏
うどん の提供などを行っています。
今回の表彰は、こうした多様なものを一体化し
た地域づくりの実践が評価されました。

五ヶ村村おこしグループ代表の工藤正任さん（右）と同
グループメンバーの五ヶ村公民館館長の黒木今朝一さん

西臼杵地区製茶品評会

葉たばこ生産農家
や関係機関等の４５
名により、豊作を祈
りながら葉たばこの
種まきが行われまし
た。
今年は、西臼杵地
区では約１２０h a の作付 高千穂町葉たばこ生産組合の種まき
（１月２７日、高千穂町浅ヶ部の共
が予定されています。同育苗施設）

西臼杵地区製茶品評会は、
西臼杵地区茶業協議会の主催
により、１月１７日に西臼杵
農業改良普及センターで開催 湯飲みに３ｇずつ茶葉を
計りお湯を注ぎます。
されました。
外観、水色、香
気、味について釜
炒り茶の特徴を確
認しながら審査
し、宮崎亮さん(五
ヶ 瀬 町 )が １ 等 と
なりました。
西臼杵地域は、 水色（釜炒り茶独特の澄み切ったやま
西臼杵支庁林務課では、猟期期間中（1 1 月1 5
日から2 月1 5 日）に鳥獣保護を図るため、定期 「釜炒り製玉緑茶」 ぶき色）を審査している様子
的にパトロールを実施しています。
の主産地であり、
釜炒り茶独特の風
味を消費者に味わ
っていただけるよ
う生産者と関係機
関が一丸となって
取り組んでいま
す。
香気（そう快な釜香を感じるものが良い）
「鳥獣保護パトロール」のステッカーを公用車に貼り西臼杵管内

鳥獣保護パトロールを実施

を巡回しています。
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を審査している様子

トピックス

桑野内神社神楽を九州国立博物館で披露

１月２８日

五ヶ瀬町桑野内の「桑野内神社神楽保存会（後
藤桂治会長）」は、福岡県太宰府市の九州国立博物
館エントランスホールで神楽の公演を行いました。
福岡県在住者の
五ヶ瀬町の応援団
「五ヶ瀬町夕日の
里ふくおか町人
会」の会員が同博
物館関係者であっ
たことから実現。
当日は、保存会
会員 １９ 人が、 ３３ 番
のうち １５ 番を約５
時間にわたって舞 九州国立博物館で神楽を披露する桑野内
いました。
神社神楽保存会

五ヶ瀬川流域塾講演会V O L.3

１月２１日
五ヶ瀬川流域の自然を守り育てる活動を行って
いる地域づくり団体「五ヶ瀬川流域塾」は、東京
大学名誉教授で「ＩＴの伝道師」と呼ばれる月尾
嘉男同塾長を迎えて、「生命の水・環境の水」と題
した講演会を高千穂町で開催しました。
塾長の講演の外、同
塾が綾木歳一長崎県立
大学教授の指導の下、
町内の河川の汚染程度
を調べるため実施した
サワガニの生態調査結
果が、佐藤清隆事務局
長から報告されました。
この事業は高千穂町
町民活動支援事業の支
講演を行った月尾嘉男塾長
援を受けています。

編集後記
▲

高千穂郷通信は、創刊して４年目に入りました。今
年も、いろいろ取材して西臼杵の情報を発信していき
たいと考えています。よろしくお願いします。 ラナ
ンキュラス研究会長としてラナンキュラスの振興に取
り組まれている松本さんは、前ＳＡＰ地区長です。
「花
を買った人にまた買ってもらえるよう、いい花を作っ
ていかないといけない 。」と心強い話をされていまし
た。きっと順調に伸びていくことと思います。 五ヶ
村村おこしグループの方々には、いつも元気をもらっ
ています。総務大臣表彰おめでとうございます。○
修
▲

＊西臼杵支庁の業務等について、ご意見、ご要望な
どが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
T E L 0 9 8 2 (7 2 )2 1 8 1 F A X 0 9 8 2 (7 2 )3 7 6 0
U R L http://www.pref.miyazaki.lg.jp/contents/org/
chiiki/shityoson/nishiusuki̲shityo/index.html

「新春初市」の開催
１月６日
高千穂林産物流通センターの新春初市が、郡内
をはじめ熊本や大分、福岡など県内外の製材業者
約２０社が参加して行われました。
初市では、西臼杵郡内で生産されたスギやヒノ
キ、ケヤキ、モミ、クリなど２，８００ｍ３が取引
され、スギの柱角（末口１６〜２２cm ）の中値は
前年の同市より９００円高く、前回市と同値の約
１３，０００円／ｍ３と、この時期としては、高値
で売買されました。
高値の原因は、平成１７年１２月の降雪により、
木材の出材量が減少したためと思われます。
当センターの取扱主品目である西臼杵スギ材は、
品質、材色についての評価が高く、域外（隣県や
都城、日南
等）からも
買いに来る
ほどの人気
です。次回
以降の市が
期待されま
す。
県森林組合連合会 高千穂林産物流通センターでの
「新春初市」

平成１８年新有権者意見発表会西臼杵支会予選会

１月１３日
新しく有権者となった新成人が、選挙や政治に
対する意見を述べることを通じて、成人としての
認識を深め、有権者としての責任感や明るい選挙
推進運動に対する意識の高揚を図るため、開催さ
れました。審査結果は次のとおり。
○最優秀賞（県大会出場）
甲佐夕紀さん (日之影町)
平川将太さん (日之影町)
○優秀賞
飯干友博さん (高千穂町)
馬原肖美さん (高千穂町)
岩下孔明さん (五ヶ瀬町)
最優秀賞を受賞し
西村瑠衣さん(五ヶ瀬町) た甲佐夕紀さん

最優秀賞を受賞し
た平川将太さん

西 臼 杵 支 庁 だ よ り

□第３４回高千穂町駅伝競争大会に出場
１月２９日

第３４回
高千穂町駅
伝競争大会
に西臼杵支
庁走ろう会
が出場しま
した。
結果は、
１１チーム
中惜しくも
４位でした。

仮装して出場した西臼杵支庁走ろう会

古紙配合率１００％、白色度８２％を使用しています。
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