神話伝説の山里

｢高千穂郷｣通信
平成２１年２月号
（宮崎県西臼杵支庁）
ＮＯ.７４

高千穂町市街で行われた八百万（やおよろず）の神々のパレード

第２４回神話の高千穂建国まつりが２月１１日に高千穂町市街で行われました。
同祭は、建国記念の日に毎年開催されているもので、古代衣装を身にまとい八百万（やおよろず）の
神々に扮した約５５０人が高千穂神社からくしふる神社までの約１．５kmを練り歩きました。
沿道には多くの見物客が訪れ、神話絵巻を楽しみました。
また、パレードの後には、ダンスの披露や約１，０００人分のだご汁の振る舞いなどの催しもあり、
賑わいました。

平成２０年度「食と農」壁新聞コンクール表彰式
みやざきの食と農を考える県民会議西臼杵支部では、管内の小学生
を対象に「食と農」に対する関心をより一層高めてもらおうと「食と
農」壁新聞コンクールを実施しました。
今回は、管内の小学校１１校から３６点（総勢１５７名）の応募が
あり、見やすさ、読みやすさ、アイデア、表現力などを基準に審査の
結果、１３グループと５個人が入賞されました。また、２月８日には
ＪＡ高千穂地区ゆめゆめプラザＴＡＣで表彰式が行われ、入賞した児
童とその家族など約１５０人が出席しました。なお、金・銀・銅賞の
６作品についてはＡコープ高千穂店に２月１０日から一週間展示さ
れ、来店客の関心を集めていました。
表彰式の様子

平成２０年度「食と農」壁新聞コンクール入賞者
賞名

タイトル

受賞者名

金賞

向山北小学校

お米ちゃん新聞

甲斐畝乃美

銀賞

向山北小学校

向山の食と農

向山北小学校
５・６年生

銀賞

日之影小学校

パワフル日之影特産物新聞

パワフル日之影

銅賞

日之影小学校

ゆずワールド新聞

日小４年

銅賞

日之影小学校

オリジナル米米新聞

オリジナル米米

銅賞

岩戸小学校

知って得する郷土料理

西臼杵教育事務所長賞

八戸小学校

お茶の世界

大好き郷土料理
チーム
岩本ありさ
甲斐百合恵

特別賞（高千穂町）

田原小学校

地産地消新聞

田原小４年生

特別賞（高千穂町）

高千穂小学校

大すきなおちゃにはひみつ・ふしぎがいっぱい

井之上朱夏

特別賞（日之影町）

宮水小学校

なす大すき

橋本智憲

特別賞（日之影町）

高巣野小学校

ほおずき調べ

橋本優香

特別賞（五ヶ瀬町）

上組小学校

栄養たっぷり！ぶどうマン新聞

ぶどうマンチーム

ＪＡ組合長賞

上野小学校

おいもができた

かみの１ねん
げんきっこ

ＪＡ組合長賞

三ヶ所小学校

宮崎牛をモーッとたべよう新聞

三小っ子

岩戸小学校

高千穂の特産た〜くさん

ニコニコ特産
チーム

宮崎県米消費拡大推進協議会
西臼杵支部長賞

高千穂小学校

米と麦で米こパン

黒田真琴

西臼杵地区産米改良協会長賞

上野小学校

お米新聞

上米７
(かみこめセブン)

三ヶ所小学校

里芋はうまいっちゃが新聞

サトイモトリオ

みやざきブランド推進西臼杵地域本部長賞

西臼杵農業改良普及センター所長賞

金賞の壁新聞
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学校名

Ａコープ高千穂店での展示状況

宮崎県農産園芸特産物総合表彰式
２月４日に宮崎観光ホテルで、宮崎県農産園芸特産物総合表彰式が開催されました。
県内から１，０６９点の応募があり、５５点が知事賞に選ばれました。当地区からは、茶を中心
に、知事賞が１０点、特別賞が４点と多数の方が受賞されました。
知事からは、「現在の不況は、内需拡大のチャンスでもある。」との激励もあり、受賞者の今後の
更なる飛躍が期待されます。受賞者の皆様、おめでとうございます！
西臼杵管内の知事賞
部門・等級等
良質良食味米

受賞者及び集団

特別賞

優等

戸高博貴（高千穂町）

経済連会長賞

１等

甲斐憲昭（高千穂町）

花き共進会

優秀

高千穂地区花き園芸振興会
ホオズキ部会（代表 河野一郎）

生産局長賞

茶共進会
（釜炒り製玉緑茶）

優等

興梠瞳（五ヶ瀬町）

九州農政局長賞

１等

飯干トミ子（高千穂町）

茶業協会長賞

２等

甲斐サチ子（高千穂町）

３等

甲斐雅通（高千穂町）
甲斐義信（高千穂町）

（釜炒り製玉緑茶産地賞）

高千穂町（代表 飯干敏光）

葉たばこ共進会

有藤喜寿（高千穂町）

３等

記念撮影の様子

宮崎県男女共同参画功労知事表彰

完熟きんかん「たまたま」の支庁長贈呈

日之影町いきいき女性アドバイザー「麦つつ
じの会（丹波さよ子代表、５人）」が県男女共同
参画功労賞を受賞し、２月９日に県庁で表彰式
が開催されました。
同賞は、３年以上地域や職域等における男女
共同参画社会づくりの取組を行い、特に顕著な
功績があった個人、団体を表彰するものです。
麦つつじの会は、平成８年４月に設立され、
永年にわたり、年３回機関紙を発行するほか、
男女共同参画社会づくり講演会を毎年開催し、
町民に男女共同参画の啓発を行うなど、男女共
同参画社会づくりに向けた町民の機運醸成に大
きく寄与した活動が評価されたものです。

２月２０日に、ＪＡ高千穂地区きんかん部会
より、髙島支庁長へ「完熟きんかん『たまたま』」
の贈呈がありました。
西臼杵管内では、高千穂町、日之影町の２３
戸、４．０ｈａで栽培が行われており、みやざ
き商品ブランドの産地認定を受けています。当
地区の寒暖のある気候で育った「完熟きんかん」
は、とても美味しく、近年の宮崎ブームもあり、
高い人気を得ています。
今年は、１月２６日から出荷が始まり、３月
までに６５ｔ、５，２００万円の販売額を目標
に出荷が行われています。

東国原知事と日之影町いきいき女性アドバイザー麦つつじの会
メンバー（県庁知事室）

贈呈の様子（中央が工藤慎一郎役員、右端が佐藤哲副部会長）
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トピックス

西臼杵地区農産物加工視察研修

西臼杵地区林野火災防止パレード開催

２月１９日

２月３日

管内で農産物加工を行っている個人やグループ
等を対象に諸塚村と美郷町での視察研修を実施し
たところ関係機関・団体職員を合わせて３５名が
参加しました。
農業者自らが農産物加工を手がける諸塚村「七
ッ山婦人加工グループ」並びに美郷町西郷区「村
の果菓子屋」では商品そのものの良さはもちろん
のこと、パッケージや長期保存可能な包装方法、
新商品の開発など先進的な取組が行われていまし
た。
また、美郷ブランドの取組では、町内の加工グ
ループと関係機関（町役場、商工会、ＪＡ、普及
センター）が連携を深め、一体となってブランド
を作ろうという意欲が伝わりました。
今回の研修を通じて、参加者は農業生産規模の
小さな中山間地域で企業的に農産物加工を実践す
る心構えや姿勢を学ぶことが出来たようです。

「見直そう 森の恵みと 火の始末」を統一標語
に宮崎県林野火災予防運動（１月３０日から２月
５日まで）の一環として、２月３日に、管内の３
町、森林組合、宮崎北部森林管理署、西臼杵支庁
の担当職員２１名（車１２台）により３町に分か
れて林野火災防止パレードを行いました。パレー
ドでは、不注意な火の取り扱いにより山火事が発
生し、私たちの生活を守っている大切な森林が失
われないよう山火事防止の啓発を行いました。

パレード出発式の様子

公 用 車 に よ る 広報 活 動

九州脊梁山地シカ広域一斉捕獲について
シカによる農林業被害の軽減と健全な個体群の安定維
持を目的として、西臼杵３町を含む県境の２８市町村に
おいて九州四県合同のシカ広域一斉捕獲を実施します。
不慮の事故を防止するため、入山する際には目立つ衣
服を着る等、十分に御注意いただくとともに、一斉捕獲
日には、県境付近の林野への入山は御遠慮ください。
皆様の御理解と御協力をお願いいたします。

「村の果菓子屋」での研修の様子

西臼杵地区農村女性指導士会視察研修

２月４日

西臼杵農村女性指導士会が木城町で視察研修を
行いました。
まず、木城町の農産物販売所「菜っ葉屋」では
地産地消の取組や学校給食への食材提供について
研修しました。
また、木城町農村女性指導士会との交流会では
会員同士の活発な意見交換があり、自主的に様々
な活動を実践している木城町農村女性指導士の活
動内容が非常に参考になりました。
参加した農村女性指導士は「今回の視察研修を
参考により良い活動をしていきたい」と意欲を示
していました。

１ 捕獲強化期間 ３月２２日（日）〜３月２９日（日）
２ 一 斉 捕 獲 日 ３月２２日（日）、 ３月２９日（日）
３ お問い合わせ先
西臼杵支庁林務課
TEL 0982(72)3178

編集後記
神話の高千穂建国まつりのパレードに参加しまし
た。このパレードは高千穂町内の主な事業所・団体
が参加して行われる建国まつり最大のイベントです。
今年は西臼杵支庁職員と家族を合わせて７０人での
参加となり、神武天皇の大役も西臼杵支庁職員が務
めました。まつりといった地域の行事に参加するこ
となど、地域振興のお手伝いをすることも、私たち
県職員の大切な役割だと思います。これからも地域
に根差し、地域と共に頑張ります。よろしくお願い
博
します。
○
＊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
木城町農村女性指導士との交流

TEL 0982(72)2181 FAX 0982(72)3760
URLhttp://www.pref.miyazaki.lg.jp/contents/org/
chiiki/shityoson/nishiusuki̲shityo/index.html
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