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県では、観光客数及び滞在日数の増加等を図ることを目的として、「長期滞在型観光促進事業」に取り
組んでおり、地域ならではの自然・文化等の特色を活かした滞在プランの企画・開発及びデータベース化、
地域における受入体制の整備などを進めています。
この事業の一環として、旅行商品化のための課題検証を目的とするモニターツアーが「高千穂・五ヶ瀬

コース」、「綾コース」、「宮崎コース」で実施されました。
「高千穂・五ヶ瀬コース」の参加者は、「農泊は初めての体験でしたが、初対面にもかかわらず、あた

たかい笑顔で受け入れていただき、感動しました。」、「体験型の旅は、今回初めてでしたが、自分で働い
て、触れて、作ってみて、その喜びは、これまでの旅では得られないものでした。」と大変満足した様子
でした。

こ

夕日の里農泊体験（五ヶ瀬町）

霧立越トレッキング（五ヶ瀬町向坂山）

木工体験（五ヶ瀬町） 五ヶ瀬釜炒り茶淹れ方体験天安河原散策（高千穂町）
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平成19年度「食と農」壁新聞コンクール表彰式
＆食育イベント開催

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うために「食と農」壁新聞コンクールを実施しました。
管内の小学校９校から４５点（総勢２０６名）の応募があり、審査の結果、１５グループと４個
人が入賞し、２月１０日、高千穂町武道館で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１８０人が出席しました。また、表彰式終了後に食育イベントが行われ、餅つき体
験や地元加工グループの即売会などで、会場は賑わいました。

平成１９年度「食と農」壁新聞コンクール 入賞者
金賞 八戸小 宮崎牛、サイコー！ スマイル元気ッズ
銀賞 八戸小 てげてげじゃいかんとです！新聞～食を考える～ 知事大すキッズ
銀賞 日之影小 大切にしよう！ふるさとの味 元気もりもり米パワー
銅賞 高巣野小 わたしの郷土に伝わる料理～ぼうだら～ 工藤波季沙
銅賞 三ヶ所小 そのまんま米う～新聞 う～米マイＳＩＸ
銅賞 上組小 育てお米たち全員集合新聞 上組小５年Ｂ班
西臼杵教育事務所長賞 三ヶ所小 五ヶ瀬特産農業新聞 チーム特産物
特別賞（高千穂町長賞） 向山北小 もち米新聞 向山北５・６年
特別賞（高千穂町長賞） 岩戸小 お米作り体験・お米が多くとれる国など 大好き！元気米
特別賞（高千穂町長賞） 上野小 みやざきべにはうめっちゃが 元気モリモリ２年生
特別賞（日之影町長賞） 高巣野小 日之影町の郷土料理調べ 甲斐諭
特別賞（日之影町長賞） 高巣野小 ゆず調べ 橋本優香
特別賞（五ヶ瀬町長賞） 上組小 あれこれ食べたい！米調査隊新聞 上組小５年Ｃ班
ＪＡ高千穂地区組合長賞 上野小 育て！！上野ど根性米 上野ど根性ＦＩＶＥ
ＪＡ高千穂地区組合長賞 上組小 いも大特集（サツマイモ） ほかほか軍団
みやざきブランド推進西臼杵地域本部長賞 日之影小 ゆず新聞 ゆずパワー
宮崎県米消費拡大推進協議会西臼杵支部長賞 岩戸小 お米の料理 お米たべ隊
西臼杵地区産米改良協会長賞 岩戸小 昔と今の農具と道具 米クラブ
西臼杵農業改良普及センター所長賞 高千穂小 いもづくりたいけん 井之上朱夏 金賞の壁新聞

表彰を受ける児童 イベントの様子

早春の上岩戸ウォーキング大会
上岩戸あさぎり協議会（甲斐楠雄会長）は３月

２３日に「早春の上岩戸ウォーキング大会」を開
催しました。
本大会は県の「元気のいい地域づくり総合支援

事業」を受けてトレッキングコースと二ッ岳登山
道が整備されたことを契機として開催されました。
当日は、あいにくの

雨でしたが、参加者は、
森林公園から常光寺滝
を巡り日向（ひなた）
公民館までのウォーキ
ングを楽しみました。
日向公民館では、豚

汁の振る舞いが行わ
れ、参加者は雨で冷え
た体を温めました。

西臼杵地区土地改良協議会役職員研修会
３月３日に、管内の土地改良区役職員を対象に、

研修会が開催されました。
研修会では、高千穂町中川登集落協定代表の

田﨑仁志さんに中川登地区の集落営農について、
今までの取組
状況や今後の
展望などにつ
いて講演いた
だきました。
参加した皆

様は、中川登
地区の先進的
な取組みに対
して興味深く
聞き入ってい
ました。

ウオーキング大会の様子 講演の様子
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ラナンキュラスを知事に贈呈
３月６日にＪＡ高千穂地区のラナンキュラス

部会を始めとする県内のラナンキュラス産地の
関係者が合同で、知事に花束の贈呈を行いまし

た。

ラナンキュラスは、その愛らしい姿が市場で
の評価を高めており、年々流通量が増えていま

す。西臼杵地区は全国有数のラナンキュラスの
産地で、長野県

や山形県の産地
を相手に「名実

ともに日本一」

を目指して活動
中です。知事は

生産者の説明に
熱心に耳を傾け

るとともに、終
始ラナンキュラ

スの花束に興味
を持たれていま

した。ＪＡ高千

穂地区のラナン
キュラスの生産

は、４月いっぱ
いまで続く予定

です。

第４回西臼杵地区たい肥品評会表彰
３月２４日の子牛セリ市において、西臼杵地

域良質たい肥生産流通促進協議会の主催による
たい肥品評会の表彰式を行いました。
管内の畜産農家２０名の方から２３点の出品

があり、３月１８日に役場、普及センターなど
の畜産担当者とともに厳正なる審査をした結果、
別表のとおり上位４名の方が受賞されました。
今年は発酵が十分に進んだレベルの高いもの

が多数出品され、地域のたい肥生産技術が向上
していることが実感できる品評会となりました。

区分 受賞者

最優秀賞 高千穂町 上川登集落協定
代表 興梠 哲男

優 秀 賞 高千穂町 佐藤 則文

優 秀 賞 高千穂町 甲斐 憲昭

優 秀 賞 日之影町 岩田 照代

五ヶ村村おこしグループ(高千穂町)の取組
高千穂町の五ヶ村村おこしグループの取組が

全国的に認められました。
まず、「高千穂の夜神楽の継承」が、「第７回

むらの伝統文化顕彰」において「審査委員会特
別賞」を受賞しました。この「むらの伝統文化
顕彰」は、国が、農山漁村の伝統文化の価値を
理解し、その維持・継承・活用において積極的
に取り組んでいる団体等を顕彰し、農山漁村の
活性化に寄与することを目的に実施しているも
のです。
また、「地元に伝わる神楽を活用した交流体験

事業」が、平成１９年度「立ち上がる農山漁村」
の事例に選定されました。これは、国の有識者
会議が、農林水産業を核とした、地域自ら考え
行動する意欲あふれた先駆的事例として選定し
たもの（全国で５９事例）で、その取組は全国
に発信・奨励されます。

五ヶ村の夜神楽の様子

ブランド認証「五ヶ瀬やまめ」知事贈呈
３月７日、五ヶ瀬町の「やまめの里漁業生産

組合」（秋本治組合長）は、昨年７月に県水産物
ブランド第６号の認証を受けた「五ヶ瀬やまめ」
を知事に贈りました。写真の「五ヶ瀬やまめ」
のほかにも、塩焼きや甘露煮、燻製などが贈ら
れ、知事は塩焼きを試食され「おいしいですね」
と感想を述べられました。
「五ヶ瀬やまめ」は、ミネラルを多く含む水

を利用した専用いけすで、無投薬で飼育され、
出荷直前に三日以上の餌止めを行い、重さ４５
ｇ以上が出荷されています。また、ブランドに
認定されてからは問合せや引き合いが増えてお
り、最近では小ぶりのものが天ぷら用として需
要が高まっています。

知事への「五ヶ瀬やまめ」贈呈の様子

松本会長と知事との談話の様子

知事と記念撮影

最優秀賞 上川登集落協定の表彰
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五ヶ瀬ワイナリーでホワイトデーコンサート
３月１４日、五ヶ瀬ワイナリーのレストラン「メ

ゾン・ド・バン」で、Ｂａｃｋ Ｓｔａｙのコン
サートが行われました。Ｂａｃｋ Ｓｔａｙは、
地元で働く若者５人のグループです。５人は「五
ヶ瀬をどぎゃかせないかん！」との思いで立ち上
がり、町の協力もあって五ヶ瀬ワイナリーでの開
催となりました。仕事や育児の合間に練習した歌
声が披露されると、満席の観客は静かに聞き入っ
ていました。ソロやデュオの歌もあり、最後は子
ども達も一緒にステージに立って、みんなで「W
ON'T BE LONG」を合唱しました。観客は５人
の歌に元気をもらい、素敵なホワイトデーのプレ
ゼントになりました。アンコールもあって初のコ
ンサートは大成功でしたが、５人は「これで終わ
りにせず、２回３回と続けていきたい」と決意を
新たにしていました。今後の活躍が楽しみです。

五ヶ瀬ワイン「ナイアガラ」蔵出
五ヶ瀬町桑野内の五ヶ瀬ワイナリーは、２００７
年産「ナイアガラ」の新酒を３月７日に発売しま
した。
２００６年産「ナイアガラ」は第５回国産ワイ

ンコンクールの北米系統品
種白部門において、日本一
となる最優秀カテゴリー賞
を受賞しており、２００７
年産も良質なブドウから、
おいしいワインに仕上がっ
ているそうです。
キンモクセイのようなす

がすがしい香りと、さわや
かなやわらかい口当たりが
特徴の甘口の白ワインです。
チーズやソーセージ、ケ

ーキやアイスのデザートと
ご一緒にどうぞ。

西臼杵地区製茶品評会表彰
３月２６日の高千穂地区茶業振興会総会で、製

茶品評会優等１席の黒木和代さんに高千穂地区茶
業振興会長賞及び特別賞である西臼杵支庁長賞が
授与されました。
西臼杵は国内でも最大の釜炒り茶の産地となっ

ており、出品された４６点の釜炒り茶の中から別
表の１０名の方が入賞されました。
出品茶のレベルは高く、主産地の名にふさわし

い内容でした。今後とも良質の釜炒り茶を生産し、
地域の製茶技術向上に貢献していただきたいと思
います。

等級 氏 名 等級 氏 名

優等 黒木 和代 ２等 宮崎 亮

優等 飯干 敏光 ２等 飯干 章

１等 坂本 武志 ２等 甲斐 義信

１等 飯干 英喜 ２等 甲斐 久弘

１等 甲斐 治男 ２等 池田 優

西臼杵支庁だより

□優良運転者表彰

西臼杵支庁総務課の林主任主事が、長年無事
故、無違反で過ごした優良運転者として宮崎北
交通安全協会から表彰を受けました。
３月１２日に西臼杵支庁で表彰の伝達式があ

り、髙島支庁長から表彰状と記念品が手渡され
ました。

◎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

五ヶ瀬ハイランドスキー場は、今季の営業を３月

１６日で終えました。今季の入場者数は目標の６万

人には届きませんでしたが、５万３千人を超え、昨

季を上回りました。高千穂郷の厳しい冬も終わりを

告げ、春がそこまで来ています。春はイベントが盛

りだくさんです。桜や石楠花など花もきれいです。

思う存分楽しみたいと思います。皆さんも一度、高

千穂郷に来てみませんか？ ○博

トピックス

古紙配合率１００％、白色度８２％を使用しています。

＊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。

表彰の伝達を受ける林主任主事

五ヶ瀬ワイン「ナイアガラ」

Ｂａｃｋ Ｓｔａｙのメンバー(左から岩本徹也さん､
那須政彦さん､松本陽介さん､長田慎司さん､落合竜麻さん)

特別賞西臼杵支庁長表彰の様子
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