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２月１１日 建国記念の日に、高千穂町中心部で「第27回神話の高千穂建国まつり」
が盛大に開催されました。

今年は、古事記編纂１３００年の記念の年ということもあり、例年にも増して多く
の人で賑わいました。

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
れた神武天皇役や木花開耶姫役などをはじめ約６００人が、古代衣装に身を包み八百
万の神々となって練り歩き、沿道を埋め尽くす人々に笑顔を振りまきました。

パレードには河野俊嗣知事や県のシンボルキャラクター「みやざき犬」の「ひぃ」
くん・「むぅ」ちゃん・「かぁ」くんも参加し、おまつりを盛り上げました。

また、２月１９日には、高千穂町観光協会の主催で、
「高千穂の夜神楽」シンポジウムが開催されました。

今年、高千穂神社での観光神楽の年中公開を始めて
４０年という節目の年を迎え、古事記編纂１３００年
を記念して開催されたものです。

シンポジウムでは、東京文化財研究所の齊藤裕嗣先
生の基調講演の後、ほしゃの後継者問題やおもてなし
のあり方などについて熱い討論が展開されました。

古事記編纂１３００年記念

第２７回神話の高千穂建国まつり
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五ヶ瀬町子育て支援施設竣工

１月３１日、五ヶ瀬町子育て支援施設が五
ヶ瀬町総合公園「Gパーク」内に完成し、竣
工式が行われました。

この施設は、『五ヶ瀬に生まれた子供は、町
が責任を持って支援する』という理念のもと、
保育所と子育て支援センターが併設された西
臼杵管内では初めての施設です。

三ヶ所・坂本・上組の３つの保育所が統合
され、「五ヶ瀬中央保育所」として４月１日か
ら供用を開始する予定になってます。

当施設は、「森林
整備加速化・林業
再生事業」により
整備されたもので、
五ヶ瀬町有林の間
伐材等が内外装に
ふんだんに使われ
ています。

ふるさとの木の
香りやぬくもりに
包まれながら、五
ヶ瀬の子供たちが
元気に大きく育っ
てくれることを願
っています。

日之影町商工会設立５０周年記念式典

１月２７日、日之影町福祉館において、日
之影町商工会設立５０周年記念式典が盛大に
開催されました。

日之影町商工会は、昭和２９年５月に任意
組合として設立された後、昭和３５年６月の
商工会法施行を受け、同年９月に法人として
正式に発足しました。

髙舘信孝会長は、式辞で、「次なる５０年へ
の歩みを始める今、疲弊する地域経済の蘇生
と健全な地域コミュニティーの維持、発展の
ため鋭意努力邁進する。」と決意を述べられま
した。

この後、功労者表彰が行われ、歴代会長４
人と役員功労者５人に対して、髙舘会長より
表彰状と記念品が手渡されました。

祝「諸和久橋」開通！

２月１０日、日之
影町見立の日之影川
を跨ぐ森林基幹道竹
の原・諸和久線「諸
和久橋」の開通式が、
関係者約６０名の参
加のもと盛大に開催
されました。

すぐ上流には昭和
４０年に架けられた
旧諸和久橋がありま
すが、幅が狭いうえ
に老朽化も見られた
ことから、当林道の

改築工事に伴い架け替えられたものです。

竹の原・諸和久線の計画延長は約２０㎞で
あり、今回開通した区間を含め進捗率は約６
５％となっていますが、一日も早い全線開通
を目指して工事を進めていくことにしていま
す。（新諸和久橋 幅員：５ｍ 橋長：５４ｍ

事業期間：約４年 事業費：約３億円）

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）に先駆けて、毎年１月３０日～２月５
日までの間、宮崎県林野火災予防運動を展開
しています。

西臼杵管内でも、「忘れない 山への感謝と
火の始末」の統一標語のもと、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１月～３月
は林野火災が多発
する傾向にあり、
管内でも昨年３件
の林野火災が発生
しています。

たき火やたばこ
等の不始末による
林野火災を発生さ
せないよう十分に
注意しましょう！
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平成23年度「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(支部長 西
臼杵支庁農林担当次長）では、管内の小学生を対象に「食と農」
に対する関心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。

第７回目となる今回は、管内の小学校から３３点（１１５名）
の応募があり、どれも食べ物や農業に対する熱心な思いやひた
むきさが伝わってくる素晴らしい力作揃いの中、１４作品が入
賞しました。

２月１８日（土）、日之影町の津隈町長、日之影町教育委員
会の藤﨑教育長をはじめ多くの来賓の方々や、受賞児童、保護
者、先生方の出席のもと表彰式を開催しました。表彰式では、

入賞者の表彰に加え、全応募作品を
展示し、出席した児童グループや親
子で一緒に見ていただきました。

今後もこのコンクールを続けて開
催し、西臼杵地域の「食と農」に対
する関心をよりいっそう深めていけ
たらと考えています。

【入賞者一覧】

賞 学校名 テーマ 入賞者

金賞 八戸 くりってびっくり 坂本夕桂、河野萌々花、髙倉美紅
銀賞 日之影 旬を食べて 河内健悟、甲斐敬章、谷川薫、藤本拓馬

元気になろう 木下楓那、岩本優香、髙見琴江

銀賞 八戸 アイガモ米新聞 戸髙日菜子、坂本三育、森山睦美

銅賞 八戸 みかん新聞 星本竜輝、津隈亮宏、甲斐榛那、山田陽登

銅賞 日之影 日本のお米新聞 政岡佑、春田一輝、戸髙弘三、後藤琢也、多賀翔吾

銅賞 岩戸 好ききらいなくし隊 大崎友香、藤野杏菜、佐藤菜津実、富髙涼、税田大介

佐藤春菜、富髙澄佳、佐藤綾、佐藤咲良、馬原安奈

銅賞 日之影 スーパーお米新聞 佐藤哉真人、平川祥生、甲斐千裕、若野朔耶

高千穂町長賞 岩戸 外国と日本の輸入・輸出 工藤光希、興梠愛佳、工藤晴愛、安藤由貴、今村那美

佐藤桃華

高千穂町長賞 高千穂 かまいり茶の今と昔 髙嶋晃成

日之影町長賞 日之影 いろいろなお米大集合新聞 岩本真理菜、萩原薫乃、中川帆乃香、岩本凜誠

ＪＡ高千穂地区組合長賞 宮水 トマトってふしぎ 橋本将憲

みやざきブランド地域本部長賞 高千穂 みやざきのおさかな大すき 工藤隼哉斗

農園芸関係協議会長賞 高千穂 米粉を使った「ぎょうざ」作り 坂本優花

西臼杵支庁長賞 岩戸 ゴーヤのヒミツを知ろう 工藤天裕

神代川 川づくりアンケート調査
２月７日、高千穂小学校６年生の４８名を対象に神代川の川づくりにつ

いてアンケート調査を行いました。
神代川は、高千穂町浅ヶ部から町中心部を通って五ヶ瀬川に流れ込む小

河川で、高千穂小学校の校歌にも歌われており、昔は自然豊かできれいな
川であったことが伺えますが、現在は全面コンクリート張りとなっており、
昔の面影は残っていません。県と高千穂町では、今年度より地域の皆さん
や大学の先生と神代川の河川再生に向けた検討を始めたところです。

アンケートでは、神代川が今後どのような川になって欲しいか自由に絵
を描いてもらい、『泳げる川』、『魚が釣れてバーベキューができる川』な
どたくさんの夢溢れる御意見をいただきました。（カッパやサメも泳いで
ました･･･。）今後、いただいた御意見を参考に、地域の皆さんが愛着を持
てる神代川の川づくりを行っていきたいと考えています。

金賞の壁新聞「くりってびっくり」（八戸小学校）
地元の特産品である「くり」に着目した作品です。
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冬の花々の贈呈がありました！

１月２６日に日之影町ダリア研究会（ダリア）、２月９日にＪＡ高千穂地区花き園芸振
興会（ラナンキュラス、スイートピー）、２月１７日にラナンキュラス部会（ラナンキュ
ラス）から、西臼杵の冬を代表する美しい花々の贈呈がありました。

ダリアはブライダルでの需要も多い華やかな花で、現在７戸の生産者が３８ａで栽培に
取り組んでいます。スイートピーは甘い香りが特徴的で、現在８戸の生産者が４４ａで栽
培しています。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３０戸
の生産者が１８６ａで栽培と、西臼杵の花き栽培を牽引する品目となっています。

これら冬期の花き
品目を夏秋品目と組
み合わせることで、
年間を通した栽培体
系の確立と生産者の
所得向上が期待され
ています。

◎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
URLhttp://www.pref.miyazaki.lg.jp/contents/org/
chiiki/shityoson/nishiusuki_shityo/index.html

編集後記
２月は高千穂町で、「建国まつり」や夜神楽の

シンポジウムが開催されました。
県では、今後記紀編纂１３００年記念事業を

大々的に展開していくこととしていますが、わ
が高千穂郷はまさにそういった史跡や伝説の宝
庫です。県内外の多くの方々に是非来て・観て
・知って欲しいです！！（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。

国県道の積雪・凍結対策

今年は、北陸や西日本の日本海側を中心
に記録的な大寒波に見舞われました。西臼
杵管内においても、朝方は氷点下になるこ
とが多く、国県道に積雪や凍結が見られま
した。

道路に積雪や路面凍結がある場合、車輌
の走行時にスリップや事故等の危険性があ
るため、道路管理者において「チェーン必
要」の情報提供を実施しています。

また、道路利用者に道路を安全かつ安心
して利用していただくため、管内の国県道
では建設業者の方々が、早朝の極寒の中、

道路パトロールを
実施していただい
ています。積雪や
路面凍結箇所があ
る場合は、融雪剤
の散布や除雪等を
実施し迅速な対応
を行っています。

【お知らせ】
“農家民泊”新規開業者支援について

フォレストピア広域観光協議会（会長：五
ヶ瀬町長 飯干辰己）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。

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。

＜お問い合わせ先＞
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


