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若い力を町の活力に！

つのおこ新聞は一般社団法人ツノスポーツコミッションが2019年都農町と株式会社J.FC宮崎と共に締結した地域活性化プロジェクト
【つの職育プロジェクト】の活動を町民の皆さまへ紹介する月刊のお便りです。

アス農日誌

ツノスポーツコミッションの農業班は
全員アスリート・全員農業（ほぼ）初心者。
都農町の農家さんのご協力を頂きながら
体当たりで頑張っています！

つの職育プロジェクトの活動の様子をお届けします！

梅の花も
見ごろですね

今号も

アスリート×農業＝アス農！農業
０1

お手伝い３年目！着実にレベルアップ

ツノスポーツアカデミーの
寮ごはんの食材も頂いています

人手不足や高齢化など、町の農業分野が抱える課題に取り組
むため、お困りごとのある農家さんのもとへお手伝いに伺っ
ています。さまざまなお手伝いでの経験を積み上げ、今年で
３年目。より多くの農家さんのお役に立てるよう、目の前の
仕事に全力で取り組み、さらなるレベルアップを目指します。

Instagram YouTube

ご相談はこちら
早朝6：00～８：30

午後２：00～応相談

隊員がお手伝いに伺います ！

こんなお困りごと、ありませんか？

どんな人たちがどんな活動をしているの？

SNS と動画で情報発信中！

皆さまのフォロー、 お待ちしております！

お手伝い可能時間

（都農町まちづくり課）

息の合ったチームプレー！

アスリートパワーで
お手伝いします！

大事な商品を
傷つけないように
熟れたものだけを
慎重に収穫しています！

力仕事が得意！
ぜひ頼ってください！

設置のほか、大がかりな
ハウスの組み立てや解体、
資材運びも力を合わせて
行っています！

農家さんお手伝い

農家さん
コメント

高齢で力仕事が
重荷に…

ピンポイントで
人手がほしい！

出荷が忙しく
手が回らない！

今月の一コマ隊長の四次元ポケット？

大竹隊長愛用中の
チョッキのポケッ
トに、頂いた金柑
がどっさり！道具
の収納だけでなく
収穫にも使える

（!?）万能アイテム
のようです。

農家さんも金柑をパクリ♪

収穫作業 運搬作業
出荷作業

ビニール
設置作業

さまざまな作業のお手伝いをしています

金柑農家さんのお手伝いでは… ぶどう農家さんの
お手伝いでは…

アス農隊員たちは物覚えが早い！
全部指示しなくとも理解し動いてくれます　

0983-32-0137

T h a n kY o u ！

ThankYou ！

成長期のアカデミー生の心身をつ
くる寮ごはん。農家さんから規格
外野菜などを頂き、大変助かって
います。継続して提供頂けるパー
トナー農家さんも募集中です。 アカデミー生自ら収穫体験に！

集中！



TV

取
材も受けまし

た
！

発行元 ： 一般社団法人ツノスポーツコミッション 〒889-1201 宮崎県児湯郡都農町大字川北 1142−1

本新聞内の記事 ・ 写真 ・ イラストレーション ・ その他素材の無断転用 ・ 転載を禁じます。
©2022 tsunosportscommission

　　地域おこし協力隊って？

地方自治体が都市住民を地
域おこし協力隊として委嘱
し、地域協力活動に従事し
てもらいながら当該地域へ
の定住・定着を図る取り組
みに対して、総務省が財政
支援する制度です。

DATE

DATE

DATE

アカデミー
スタッフより
ひとこと

アス農 「紐結び対決 !?」

水の刺すような冷たさにびっく
り！水行を通して、サッカーを頑
張ろうと改めて決意できました。

次号は 3 月発行予定です。
次の活動内容も
お楽しみに＾＾

※テーマは変更する場合もあります

ここでプチ情報！０4

空
き
家
対
策

０2

0983－32－0137
info@tsunospo.com
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mail
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 NEWS
子ども× まち× スポーツ

ツノスポ育成

--- ツノスポーツコミッションの育成事業について ---

（※）ツノスポーツアカデミーはツノスポーツコミッションが2020年4月に開校し、スポーツ・教育・生活・職育を通した人材育成を目指しています。

ツノスポーツコミッションは、都農町拠点のサッカークラブ「ヴェロスクロノス
都農」と協働しながらスクールやチーム活動、「ツノスポーツアカデミー（※）」を
運営し、スポーツを通して町全体で子どもの成長を育む取り組みを行っています。

PR
NEWS !

P R
０3 PR 班が

自ら活動 PR つのおこ発信  最前線

「今が旬！」の名産を PR

古部健太

スイートピー、千切り大根…

PR してほしいこと ・ YouTube で
取り上げてほしいネタを募集します！

ふるべ けんた

動画編集担当

空き家アンケートにご協力お願いします
あなたや周りの空き家のこと、教えてください！

栗原  竜くん
くりはら    りょう

わたなべ　 まさし

高校2年生

甲斐  蓮土くん
か　い    　  れんと

高校2年生

子どもと同じ目線で一緒に
楽しむことを意識しました。
サッカーをする園児も増え
たと聞いて嬉しいです！

支援して頂いたお金は
語学向上に活用したい
と思っています！

1年以上人が住んでいない家、「空き家」。さまざまな事情で「空き家」となってしまった
住まいが都農町でも点在しています。空き家所有の方が損をしないように、そして住まい
を求める方の選択肢が少しでも増えるように、課題解決に向けてアンケートを実施します。

ツノスポーツコミッション・空き家対策担当
まずはご相談ください！

知られざる名スポット・グルメ・イベント・
人物…なんでも構いません！「都農町を訪れ
たい！」「都農町に住みたい！」と思って頂
ける方を1人でも増やしていくため、町民の
皆さまからの情報をお待ちしております！

ー地域とともに成長していくー ツノスポーツアカデミー

ちからわく水行
巡回サッカー教室

夢未来応援事業所を訪問！

地元の祭りに参加！

地域密着を大切にしたアカデミーの
最新の活動をご紹介します！

都農の子どもたちと触れ合う

都農保育園で開催された巡回サッカー
教室にアカデミー生も参加！子どもた
ちと楽しい時間を過ごしました。

龍雲寺で開催された『都農ちからわく水行』に自ら「や
ります！」と志願し、全員で参加しました。町を知り、
地域の大人と触れ合う貴重な機会となりました。

町の「夢未来応援事業」に
参画しているアカデミー生
の津田くんが、応援事業所
である株式会社昭和テクノ
コンベヤの青山社長を訪ね、
交流させて頂きました。

　　地域との関わり
は社会性を育む大切
な機会。町の方との
交流のなかで、自分
たちを知ってもらう
機会を自らつくり、
「応援される選手」に
なってほしいですね。

　▲体を動かす楽しさを伝える
サッカー教室は県内全域で開催中

2/8

12/21
  2/15

2/6

「どこのチーム？」
「（水行）頑張れ！」
参加者の方とのあ
たたかな交流も▼

渡邊 正嗣地域おこし協力隊

募集

「農の都」都農町の豊かな食環境や農業の魅力を町外へPRする
ため、SNSやYouTubeを活用し発信しています。最近では、「ス
イートピー」「千切り大根」など都農町の名産を動画で配信。「ど
んな人に見てほしいか」を意識しながら制作を進めています。

　スイートピーの日 　千切り大根レシピ
1/21「スイートピー
の日」に合わせ、
花の魅力をご紹介。
最後にはあの歌を
隊員が披露…！？

千切り大根は煮
物だけじゃな
い！子どももモ
リモリ食べられ
るレシピを紹介

最新動画 最新動画

▲撮影にはiPhoneが大活躍！

人気急上昇！？

フルさんおすすめショート動画

農家さん手伝い
のハイライト動
画。農家さんの
職人技は必見！

CHECK!

隊員たちがアンケート用紙をお配
りします。ご協力お願いします！ 衣食住の「住」のお悩みならなんでもOK ！

家のお困りごとのお手伝い、承ります！

草刈り 片付け 掃除 廃品回収アンケートは
こちらでも受付中！

ご意見をお聞かせください！
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