
神話伝説の山里

｢高千穂郷｣通信
平成２０年１１月号

（宮崎県西臼杵支庁）
ＮＯ.７１

高千穂の夜神楽
、 （ ） 、高千穂地方に伝承されている神楽は 天照大神 あまてらすおおみかみ が天岩戸に隠れられた折に

鈿女命（あめのうずめのみこと）が踊った舞が始まりと伝えられています。古くよりこの地方岩戸の前で天
に伝承され、秋の実りに対する感謝と翌年の豊穣を祈願して、毎年１１月から翌年２月にかけて、各地で三十
三番の夜神楽が奉納されています （写真： 月 日 上野地区 甲斐幸一 様宅）。 11 22
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１０月２５日～２６日
１０月２５日から２６日にかけて、日之影町で「西臼杵型産直

住宅伐採ツアー」が開催され、福岡県でマイホームの建築を予定
している１０家族３２名の方々が参加されました。

このツアーがスタートして４年目を迎えますが、今回初めてS
GEC認証森林である日之影町下小原共有林で開催することにな
り、伐採現場や(株)もくみでの製材工程を見学しました。参加者
は、実際に自宅で使われる木材が、素晴らしい環境で育ち、加工
される様子を見ることができ、安心したようです。

県境を越えた地域振興連絡会議開催
１０月２９日～３０日

熊本県阿蘇地域振興局、大分県豊肥振興局、大分県西部振興局並びに西臼杵支庁の４つの県出先機関

では、県境を越えて協力連携することで地域全体の活性化を図ることを目的に「県境を越えた地域振興

連絡会議」を平成１３年度から毎年持ち回りで開催しています。

今年度は大分県竹田市直入町で行われ、会議では、広域的な観光推進を図るための具体的な取組みに

ついて協議を行いました。

今年度からの新たな取組みとしては、各地域の代表的な観光地を結ぶ最適５ルートを試験的に作成す

ることになりました。観光客にとって一般的なルートやカーナビゲーションで案内されるルートが必ず

しも最短で走行しやすい道路でないため、地元の道路に精通している各局（支庁）がルート作成に取り

組むものです。

また、大分県豊肥振興局管内において地域振興に関する施設や地元企業を調査視察しました。

この会議は、来年度は大分県西部振興局管内で開催の予定です。
〔代表的な観光地を結ぶ５ルート〕

高千穂峡( ) ～ 阿蘇山上( )高千穂町 阿蘇市

高千穂峡( ) ～ 長湯温泉街( )高千穂町 竹田市

高千穂峡( ) ～ 九重 夢 大吊橋( )高千穂町 九重町" "
黒川温泉( ) ～ 九重 夢 大吊橋( )南小国町 九重町" "
長湯温泉街( ) ～ 九重 夢 大吊橋( )竹田市 九重町" "

長湯温泉水を使った超硬水ミネラルウォーターの製
造工場を視察広域観光施策等について積極的な意見交換を行いました（長湯歴史温泉伝承館「万象の湯」）

日之影西臼杵型産直住宅伐採ツアー２００８ ｉｎ

福岡県から参加した１０家族３２名の皆さん

消費者にとっては、環境に優しい木材であること
を識別するためのツールとなる「ＳＧＥＣ認証マ
ーク」

伐採現場の迫力に皆さんビックリの様子
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中川登集落「案山子小屋（かかしごや）直売所」オープン
１１月２日

高千穂町の中川登集落センター下にある広場（県道緒方－高千穂線沿
い）に「案山子小屋直売所」が開店しました。この直売所は、中古のト
レーラーを用い、老人クラブ「普請（ふしん）組」がかやぶき屋根を設
置するなど、集落の方々の協力のもと完成した手作りの店です。

当日は、集落内で穫れた新鮮な農産物等を婦人部が中心となって販売
されました。また、開店記念として、せんぐ蒔きや餅つき、新米や餅の
振る舞いなども行われ、町内の方々や岩戸神社に向かう観光客などが立
ち寄り、大賑わいでした。

今後は、原則週末に無人販売で営業（１０時から夕方）の予定で、直
売所の運営により、集落の活性化と地産地消のより一層の推進が期待さ
れています。

「 （ ）」アッパレ！ 米 みやざきまいmiyazaki
新 米 が で き ま し た ！

１１月２５日
テレビＣＭ等でお馴染みの「アッパレ！miya

zaki米」の贈呈が、西臼杵地区うまい米づくり
研究会から髙島支庁長にありました。

来庁された馬崎宗之会長からは 「今年は天、
候に恵まれ、良い米がとれました」との報告が

、 。あり 髙島支庁長を囲んで試食も行われました
西臼杵地区うまい米づくり研究会の会員５６

名が丹精を込めて栽培したお米の中でも特に上
位等級を無洗米に加工し「アッパレ！miyazki
米」として販売しています。

今年も１０月下旬から県内Ａコープ、量販店
等で取り扱っており、味と香りの良さが評判と
なっています。

贈呈を行う馬崎会長（写真右）

高千穂小学校の脱穀体験とおにぎりパーティー
１１月１４日・２１日

１１月１４日、高千穂小学校の５年生が、小学
校近くの水田で千歯こきや足踏み脱穀機など昔な
がらの道具を使って稲の脱穀を体験しました。こ
の体験は 農業用水等の理解促進を目的とした 農、 「
業用水水源地域保全対策事業」の一環として行わ
れました。子どもたちは、興梠澄夫さん所有の水
田で６月に田植えを、１０月には稲刈りを行って
おり、今回の脱穀もその刈り取った稲を使って行
われました。

また、１１月２１日には収穫したお米で「おに
ぎりパーティ－」が高千穂小学校の体育館で開催
され、一連の体験に参加した子ども達による、お
米にまつわるクイズや体験の様子を基にした劇な
どの出し物が行われました。子ども達は、田植え
から脱穀までのお米ができる過程を自ら体験する
ことで、日常食べているお米を作ることの大変さ
と農業の大切さを実感していました。

観光客などのお客で賑わいました かやぶき屋根を担当した老人クラブ「普請組」の皆さん

脱穀体験の様子
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編集後記
高千穂町上野地区の夜神楽に行ってきま

した。表紙の写真は、３３番ある夜神楽の

中の「七貴神」の場面で、夜神楽を見に来

られている方が飛び入りで参加していると

ころです。舞を知らない為に （個性溢れる、

舞を）必死に舞っている参加者の皆さんの

姿は、観客の笑いを誘っておりました。ちなみに、私と一緒に

夜神楽を見に行った同じ職場の人も飛び入りで参加し、怪しげ

な舞を披露していました。 小 野

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

chiiki/shityoson/nishiusuki_shityo/index.html

トピックス

＊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。

普及センターde!「気軽に農業セミナー」のご案内
で

☆１２月のセミナー内容☆
「家庭で出来る生ゴミのたい肥化」
（野菜クズなどをたい肥化してリサイクル。家庭菜園に

利用しましょう！）

１ 日 時 平成20年12月25日（木）
昼の部 13:30～15:00
夜の部 19:00～20:30
昼・夜の部とも内容は一緒です）（

２ 対象者 どなたでも参加自由
３ 場 所 西臼杵農業改良普及センター

高千穂町大字三田井3364-39
（高千穂温泉近く）

４ お問い合わせ先
西臼杵支庁農業普及課（ ）西臼杵農業改良普及センター
電話 ７２－２１５８
http://www.ei-net.ne.jp/miyazaki/nishiusuki/

玄武山トンネル防災訓練
１１月１２日

秋の全国火災予防運動
、をうけて西臼杵支庁では

高千穂町、高千穂警察署
と合同で、玄武山トンネ
ルの防災訓練を実施しま
した。国道３２５号玄武
山トンネル内部で車が衝
突、炎上したとの想定で関係者約５０人が参加、
非常時の情報伝達訓練、救出訓練、消火訓練を実
施しました。トンネル内の非常用電話から通報を
受けた各機関が現場へ駆けつけ、けが人（ダミー
人形）を救出するとともに、事故で混乱した現場

、 。の交通整理 関係機関への伝達訓練を行いました
トンネル内で事故がおきたら、落ち着いて、ト

ンネル内に設置してある非常用通報ボタンを押し
、 、周囲に異常を知らせるとともに すぐに110番

119番してください。

土木の日出前講座
１１月１８日

１１月１８日は土木の
日です。支庁では、五ヶ
瀬町立三ヶ所小学校で土
木の日「出前講座」を開
催しました。４年生の２
７名を対象として、内川
課長が公共事業について
子供達に分かり易く話をしました。説明後、子供
達から｢高速道路について｣や 「土石流など災害、
について」などの質問が活発に出され、内川課長
が子供達に解るようにやさしく回答しました。
＜土木の日とは＞

土木学会の前身である「工学会」の創立が明治
１２年１１月１８日であることと、土木の２文字
を分解すると十一と十八になることから、１１月
１８日を「土木の日」と制定し、地域ごとに様々
なＰＲ活動を行っています。

（ ）神楽尾地区竣工式 県営中山間地域総合整備事業
１１月１９日

高千穂町岩戸の神楽
尾地区において、県が
実施した営農飲雑用水
施設の竣工式が行われ
ました。

本工事は、生活用水
や畜産用水・野菜洗浄
などの営農用水として活用するため、国の補助事
業である県営中山間地域総合整備事業により水道
施設の改修をおこなったもので、平成１８年度に
工事着手し、本年８月に給水が開始されました。

竣工式には地元代表者のほか、高千穂町役場や
施工業者が出席し、新しい施設の完成を祝い、営
農飲雑用水の安定供給を祈願しました。

西臼杵郡障がい者スポーツ大会
１１月１４日

高千穂町総合運動公園
で平成２０年度西臼杵郡
障がい者スポーツ大会が
開催されました。大会に
は郡内から８４名（高千
穂町５３名、日之影町１
４名、五ヶ瀬町１７名）
の身体障がい者及び知的障がい者が参加し、さわ
やかな秋空の下、グラウンドゴルフやアキュラシ
ーなどの競技に汗を流しました。この大会は、障
がい者が競技等を通じてスポーツの楽しさを体験
するとともに、県民の障がい者に対する理解を深
め、障がい者の自立と社会参加に寄与することを
目的とし、西臼杵郡障がい者スポーツ大会実行委
員会の主催により開催されています。
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