
宮崎や都農町を知って頂くPR の機会
飲食店や施設利用での経済効果・にぎわい創出
地元民との交流・つながりづくり

つのおこ 新聞
５
M A R C H

2 0 2 2
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たよりです。

月刊

P R 班 が
自 ら 活 動 P R つのおこ発信  最前線

つの職育プロジェクトの内容をお届けします！今号は

（都農町まちづくり課）

P R
０１

デフサッカー男子日本代表 を
先月、ツノスポーツコミッションがデフサッカー（※）
男子日本代表合宿を誘致し、準備や受け入れを行いま
した。今回はPR隊が合宿の様子を一部ご紹介します！

合宿誘致の担当者にも直撃！

Youtube
で配信中！

今回の合宿の様子を

取材 REPORT

小松原 駿
こまつばら しゅん

合宿誘致担当
地域おこし協力隊

（※）聴覚に障がいのある方のサッカー競技。

都農町での「スポーツによる地方創生」への一歩

スポーツで人を呼び込む！
合宿誘致が都農町にもたらすもの

day1
4/15

歓迎セレモニー＆
トレーニング

藤見陸上公園競技場にて
歓迎セレモニーや練習を行いました。

宮崎の名産品の贈呈式も！

day2
4/16

宮崎の高校生と
練習試合

day3

番外編

4/17
紅白戦＆

都農町観光！

おもてなしの舞台は「矢研寮」!?

宮崎日本大学高等学校の
セカンドチームと練習試合や
戦術確認などを行いました。

安田屋

鯨ようかん
（アスリートフード）

宮崎牛・都農ワイン

宮崎ブランドポーク

都農町

宮崎県

セレモニー後は
集中して
トレーニング!

若さあふれる
高校生との激
しいマッチ
アップ！

試合後は鯨ようか
ん！アスリートにも
大人気でした！

試合後のリカバ
リーには、西都市
からろう者の中学
生も参加しました

今秋に開催予定
のアジア選手権
に向け、戦術確
認も念入りに

PR隊古部の PR隊古部の

PR隊古部の

Welcome! TSUNO TOWN!

VAMOS ！

印象的だったことは監督の指示の
丁寧さ。選手も声をよくかけ合い、
全員がコミュニケーションを大事
にしていることが伝わりました。

今回の合宿は県や町、観光協会などさまざまな団体・
企業からご協力頂き、一緒に作り上げたものです。「ス
ポーツで人を呼び込む」だけでなく「あらゆる人がス
ポーツを楽しめる環境づくり」という町の目標への一
歩も踏み出せたかなと思っています。今後も誘致活動
を継続し、交流を生む機会をつくっていきたいです！

こちらのQRコード
から読み取って
ご覧ください

取材 REPORT
試合後、高校生と手話で交流
する場面も。高校生にとっても、
ろう者と接する有意義な機会
だったと思います!

取材 REPORT
合宿後、選手は町内で食事＆道の駅つ
のを満喫したそう。都農の魅力を少し
でも知ってもらえたら嬉しいです！

ツノスポーツアカデミーの高校生たちが
暮らす「矢研寮」。この合宿では食事やミー
ティングの場に！寮だけではなく地域活
性のための場としても活用されています。

おい
しい

！

最終日は実戦形
式の紅白戦。熱
いゲームが繰り
広げられました。

藤見の天然芝グラウンドでみっちり
トレーニングした３日間でした。

合宿前は
全員で清掃！

装飾などで
歓迎ムード
に！

地域課題の解決の一手として今後も取り組みます！

焼きチキン南蛮など
宮崎名物をアスリート
仕様で提供

誘致！

やとぎ

THANKYOU!



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！

はじめましての農家さん大歓迎！0983-32-0137
早朝 6：00～８：30 午後２：00～応相談お手伝い可能時間

問い合わせ

高齢で力仕事が
重荷に…

出荷が忙しく
手が回らない！

ピンポイントで
人手がほしい！ ▲マルチを張る作業。協力して数時間で完了！

廃棄予定のニラをひたすら刈る！▲

◀ソラマメの根っこ抜きお困りごとのある農家さん

ぜひご連絡ください！隊員が伺います！

 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。
（※）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。

無料体験実施中！

　　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。

ここでプチ情報！

次号は 6月発行予定です。
次の活動内容も
お楽しみに！

Mail: academy@tsunospo.com
Tel：  0983-32-0137

＜アカデミー ・ スクール関係のお問い合わせ＞

ツノスポーツアカデミーでは
スクール生や U-１５の選手の
入団を募集しています。

新入団生たちは、徐々 に寮生と
も打ち解け、アカデミーでの活
動に向上心高く取り組んでいま
す。都農町での高校生活を通し
て、組織のために頑張れる自立
した人間になってほしいですね。

新入団生

うえだ   ゆうき くわた  かいりゅう しまだ     きらと

広島県出身
都農町は自然豊か。ア
カデミーでは自分が高
いレベルに成長するこ
とで後輩を引っ張れる
存在になりたいです！

宮崎市出身
寮での洗濯や掃除が大
変！親の有り難みを感
じています。高校3年
間で U−ー１８をリーグ
昇格させたいです！

愛知県出身

ツノスポーツアカデミーの生活も慣れてきました

学業
時間を決めて
集中！

仲間と切磋琢磨！

農業や町内の
スーパーでも
働いています

しっかり食べて
成長中

寮生活

職育

サッカー

人のあたたかさと都農
神社のきれいな風景に
びっくり。人として成
長し、将来はスペインで
サッカーがしたいです！

アカデミー０2

農業０3

空き家対策０4

地域おこし協力隊

アス農日誌
アスリート×農業＝アス農！

町内の空き家の困りごとに少
しでも力になれるよう、町と
連携しながら「空き家研修会」
の参加や空き家の片付け、管
理のお手伝いを行っています。

上田 裕紀 くん 鍬田 海流 くん 島田 煌斗 くん

4月より３人の新高校1年生がツノスポーツアカデミーに仲間入り。スタッ
フや先輩たちの指導を受けながら都農町での高校生活をスタートさせました。

都農町の皆さん、よろしくお願いします！

松森 優介
まつもり    ゆうすけ

U-15 クラブユース選手権
5/28(土 )　１４：００KICK　OFF

U-15
試合情報

U-18
仲間募集NEWSイ
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！

VSアベンソアール（都城）
in小林市総合運動公園
展望広場

高鍋高校に 3－２で劇的勝利！
4/30(土 ) 県央リーグ第３節

先制するも逆転を許した
U-18。終了間際に２点決め
見事勝利！諦めない気持
ちが結果につながりました。応援お願いします！

農家さんお手伝い 町の労働力不足のチカラになる 農業を学ぶ

農家さんとの関係を育て、農の学びをさらに深める

人手不足や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。継続的にお手伝いに
行っている農家さんのもとで
は、技術のいる新たな作業を任
されるなど、信頼関係も着実に
積み上げているようです。

Instagram

空き家でのお困りごと、おまかせください
空き家の「なんとかしたい」「どうしよう」、ありませんか？

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」となった住まいが
都農町でも点在しています。放置してさまざまなリスクが高まる前に、ぜひご相談ください。

POWER!

mail

ツノスポーツコミッション・空き家対策担当
問合せ先

空き家問題の解決に向けて
動き出しています！ 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

0983－32－0137
info@tsunospo.com

tel

YouTube

▲草刈りなど管理のスキルアップにまい進中の2人

児玉隊員＆梶山隊員の若手コンビが活躍！
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