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子ども × まち × スポーツ

ツノスポ育成

つのおこ 新聞 9
September

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年に都農町と株式会社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

--- 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。

アカ
デミ
ー

月 参加費１組 500 円

「つの職育プロジェクト」の活動をご紹介します！今号の
内容は

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

（都農町まちづくり課）

＜＜お問い合わせ ・ 見学申し込み＞＞
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入会 ・ 入団募集中！親子サッカー教室  参加者大募集！ スクール U-15 U-18

イチオシ!POINT
イチオシ!POINT

10/10 に親子で楽しむイベントを開催します！

毎週金曜
17:00~

10/10
旧都農高校グラウンドにて開催！

毎週木曜
18:30~

サッカーでつながる輪！交流戦を実施

県北１部リーグスタート！目指せ全勝優勝！ 宮崎大学の学生から自己分析 WS 受講！

お互いを高め合う環境で技術を磨く ブラジル式メニューで総合力アップ！
サッカースクール スキルアップスクール ゴールキーパースクール

キッズのためのサッカースクールスポーツの秋にイチオシ！

現在県内4ヶ所で開催中のサッカース
クール。8月末、都農町に各校のスクー
ル生が集い、交流戦を行いました。

詳細・申し込みは
右のQRコードから！

今年7月に開校した経験者に特化した
スクール。日向など町内外から約20
名の小学生が練習に励んでいます。

県内では珍しいキーパー専門スクー
ル。ブラジル人＆現役選手のコーチか
らハイレベルな指導が受けられます。

当日は U-15の選手が
サポート！子どもたち
の笑顔あふれる1日に。

この日のテーマは「パスの優
先順位」。一人一人に声をか
け丁寧な指導を行っていま

現在スクール生は2名。所属
クラブのメニューとは「全然違
う。面白い！」と充実した様子。

9/25練習会実施！見学も随時受付中 10/8は藤見で公式戦！応援お願いします

ワークショップ

コロナ禍での子供たちの運動不足
は深刻。心身の発達を育むメニュー
でサッカーを楽しみましょう！

スペインや県外クラブで指導経験
を積んだスタッフや現役選手から
専門的な指導を受けられます！

U-18 の試合に出場した
り、遠征で県外のチーム
と対戦したりと夏からの
成長が著しい U-15。公式
戦初戦は 12-0 と快勝し
好スタートを切りました。

先月より宮崎大学の大学院
生から「自己分析ワーク
ショップ」を受講していま
す。高校 3 年生は進路を、
１、２年生は目標を考える
良い機会となっています。

SNSを CHECK！
旬のアカデミー情報は

今回はスクールに関する
ニュースや活動をご紹介します

サッカーを思いきり楽しみたい！ サッカーで成長したい！

山本 奈コーチ

年中・年長・小学生対象 小学4～６年生対象
毎週木曜
18:30~

小学4～６年生対象

松森 優介コーチ

イチオシ!POINT

戦術や技術など様々 な要素
を含んだブラジル式メ
ニューで、サッカー文化の
違いや技術を学べます！

カルロスコーチ（左）
伊藤 剛コーチ（右）

生活の様子試合情報 Instagram Facebook

都農校



　　地域おこし協力隊って？
最後にプチ情報！

０３

アス農日誌
アスリート×農業＝アス農！

０４

PR 班が
自ら活動 PR つのおこ発信  最前線

０2

農業

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。
都農町の農業の活性化を目指して
体当たりで頑張っています！

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
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次号は 10 月発行予定です。
次の活動内容も
お楽しみに！

空
き
家
対
策

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。

空き家の台風対策、 サポートします！

P R

家のお困りごとのお手伝いも承ります！

草刈り台風対策
以外にも！ 片付け 掃除

0983－32－0137
info@tsunospo.com

tel

mail

ツノスポーツコミッション・空き家対策担当
問合せ先

都農神社
夏大祭動画
はこちら！

動画編集担当
ベーちゃん（古部）
の編集後記

MRTつのぴょんで特集されました！
都農町観光協会キャラクター 「つのぴょん」 とアス農隊のコラボ実現！？

今月の
一コマ 早朝 6時からミニトマ

トの定植のお手伝い。
作業はじめは寝ぼけ眼
で作業する隊員も！？

地域おこし協力隊

朝のお手伝いも承ります！

▲宇田川アナウンサー&つのぴょんと
記念の１枚。蒸し暑い中、みんなで撮影・
お手伝いを頑張りました！

CHECK！

お手伝い風景の撮影は黒木果樹園さんにご協力頂きました▶

▲都農神社獅子保存会・塩月さんの貴重なお話

▲ハザードマップで町内
の危険箇所を確認

密着取材や塩月さんのお話を通して、今年の
祭りはコロナ禍だからこそできた特別な形な
のだと感じました。ぜひ動画をご覧ください！

９月１日「防災の日」
に隊員全員で防災士
講座を受講しました。
台風の季節を前に、
防災・減災の正しい
知識を身につけ、町
内の空き家管理のサ
ポートに生かします。

CHECK! 前編 後編

MRT 宮崎放送で放送中
の「つのぴょん」の 9
月 12 日放送回にて、ツ
ノスポーツコミッショ
ンで地域おこし協力隊
として活動している農
業隊が特集されました。

かわみつ りく

地域おこし協力隊
川満 陸

撮影を終えて…

MRT ホームページで
過去放送回が
見れます！

こうして取り上げて頂くことで、都
農町の認知度アップにつながったり
自分たちが取り組んでいる農業隊の
　　　　活動やサッカーのことを多
　　　　くの方に知って頂けたりし
　　　　　たら本望です！

人手不足でお困りの農家さん
ご相談ください！

ツノスポーツコミッションでは農業
の人手不足の問題解決に取り組んで
います。お気軽に問い合せください。

0983－32－0137
info@tsunospo.com

町の人と共につくるYoutube

町を支える人の声を「記録」に
PR

NEWS !

９月は、3 年ぶりに開催さ
れた都農神社夏大祭や、夏
のレジャーの場所でもある
名貫川の動画制作に取り組
みました。都農町の伝統や
自然を守り継ぐ町の方の声
を、大切な「町の記録」と
して残していくことを意識
して発信しています。

夏大祭編

台風から
大切な空き家を
守りましょう

Fight!


