
つのおこ 新聞 12
December

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。
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ツノスポーツコミッションの活動を主にご紹介します！今号の
内容は
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�� 月 � 日（土）、藤見公園サッカー場にて開催された高鍋高校との試合。リーグ昇格を手繰り寄
せる大事な一戦であると共に、高校 � 年生にとっては都農町で行う最後の試合となりました。

ワールドカップだけじゃない！都農町も、サッカー盛り上がっちょるよ！

都農で高校生が成長を披露！

1節：VS 佐土原高 4-0　

(前半3-０、後半3-1)
得点者：島田煌斗（高１）、香梅慎（高３）
長谷樹大（高３）×2
大山弘貴（高２）、黒木翔（中３）

2節：VS 宮崎北高2nd 5-3　
3節：VS宮崎大宮高2nd 11-0（※）　

4節：VS日向学院高 13-0　
5節：VS高鍋高  6-1　

6節：VS 宮崎商業高(12/17試合)  

＊掲載情報は12/15時点のもの。最新の情報は
ツノスポーツアカデミーSNSをご確認ください。

12/24 VS 延岡学園高3rd
　　　　　　(県北リーグ覇者) 

高円宮杯宮崎県 U-��
県央リーグ後期第５節

��:�� KICK OFF
VS 高鍋高校

町の応援がチカラに
役場を訪問！

職育先も応援に！

Thank you
!

Thank you!

県央リーグ後期戦績

県３部リーグ昇格プレーオフ

結 果

U-14の公式戦
スタート！

対外試合を
初開催！

12/17より九州クラブユースU-14
サッカー大会の宮崎県大会が始まり
ました。新チームでの船出、ぜひ
応援に来てください！

12/3にホイッスルFCさん
テゲバジャーロ宮崎さんと
対外試合を行い、スクール
生17名が参加しました。

Bravo!

HOME

勝てば県央リーグ優勝！
昇格プレーオフ進出！

6-1
試
合
を

終
え
て

松森優介 甲斐蓮土

経験と応援が力に 絶対昇格！

U-18 選手【高 3】

U-18 監督
地域おこし協力隊 まつもり ゆうすけ かい　れんと

松森優介
U-18 監督

県外の強いチームとの試合
を経験し、サッカーだけで
なく人間的な成長も感じら
れる選手たち。ホームでの
応援も受け、成長した姿が
表れた試合でした。

観客が多く緊張したけ
れど、２アシストでき
て、試合も勝てて良
かった。必ずリーグ昇
格して、次の世代に（バ
トンを）渡します！

HOME ！

（※）試合参加辞退により不戦勝

素晴らしい試合を観戦させて頂きありがとうございました！

◀ホーム戦前
日に栗原キャ
プテンが役場
で決意表明を
行いました

▶２点を決め
た長谷選手の
職育先、ホン
ダカーズ都農
店の皆さま

今後も都農町での試合を増やして、サッカーを
通した地域活性につなげていきたいです！

試合当日は選手家族・関係者
だけでなく、町長や役場関係
の方々・職育先の皆さまも応
援に足を運んで頂けました。

選手募集中！練習見学はお気軽に 目指せ未来の日本代表！入会募集中！

この日は50〜60名ほどの観客が！
試合終了後は笑顔で記念写真

ボールを保持するも、攻めあぐねた前
半。そんな中、MF島田が先制点をあげ、
３点を奪い後半へ。交代枠を最大限に
生かし、多くのチャンスを作り得点を
重ねるも失点。課題はありつつも、出
場メンバー全員が躍動し快勝しました。U−-15の選手

の活躍も

連勝の後押
しに！

集中！



　　地域おこし協力隊って？
最後にプチ情報！０３
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次号は 1 月発行予定です。
次の活動内容も
お楽しみに！

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。

地域おこし協力隊

キニナル！ タイミートラベル !

タイミートラベルって？ 実際にどんな人が応募しているの？ 20~30 代の若者が中心です！

勤務時間や賃金などは
どうやって決めているの？

農家さんと参加者の
要望を調整して決めます！

町内のトマト農家さんでお手伝いをしました
12/7 から 12/9 まで

芳野 加代 さん

都農町の知られざる魅力！
あの伝説を紐解く動画を制作中

年末年始の家族団欒に
おすすめの PR 動画

今年も都農町の皆さまには大変お世話になりました。良いお年をお迎えください

ぜひご覧ください！

都農町の実は…
シリーズ

アスリート農業
シリーズ

移住
定住

農家さんと参加者の要望をすり合わせながら、勤務開始日
や日数、時間、賃金など勤務上の条件を決めていきます。

株式会社タイミーが手がけ
る、地方で「働く」体験を通
じて、第二の故郷を見つけら
れるサービス。タイミートラ
ベルのサイト上で求人を掲載し
、人手不足の農家さんと地方で
働きたい若者をつなぎます。

都農町では、これまでに２軒
の農家さんがタイミートラベ
ルを活用しました。「地方や
農業に興味がある」「地元の
人と交流したい」などさまざま
な動機で、県外から若者が
応募し、現在累計7名が町内
で働きながら滞在しました。

ツノスポーツコミッションでは「タイミートラベル」という人材募集サイトを活用し、中長期で人手
がほしい農家さんと地方で働きたい若者をマッチングさせるサポートを行っています。今回は実際に
タイミートラベルを使い働き手を迎えた農家さんの事例を交えながら、気になる疑問にお答えします。

担い手不足の解決はすぐには難しいですが、まずは若者が都農に
来る・都農を知るきっかけ作りが大事だと思います。彼らは町民
の方々 との触れ合いを求めていますし、彼らとの交流は農家の方
に々とっても新たな刺激になるかもしれません。

0983－32－0137 info@tsunospo.com

へえ！と
驚くなら

くすっと
笑うなら

農家の皆さんの疑問を解決！

キニナル！

１

キニナル！

3
参加者は都農町で
どんな風に過ごしているの？

キニナル！

4

キニナル！

２

▶ 町内での滞在を
自由に楽しんでいます！▶

▶

関西から来た明るい二人は友人同士での応募!

よしの かよ
片桐 萌子さん （20 代） （30 代）
かたぎり もえこ

こまつばら しゅん

普段は大阪の
ジムでパーソ
ナルトレー
ナーとして働
いています！

大阪で、台湾
茶の仕入れや
販売などのお
仕事をしてい
ます！

2月上旬から

３、４日勤務希
望！

時給８６０円でどう？

運動部出身で
体力あります！
2、3日働きたいです！

地元の人と交流したい！

力仕事だから体力がある
人がいいかも！

タイミートラベルの掲載
内容を決める
応募者を募集する
参加者が決定！
勤務開始！

募集から勤務開始まで
４STEP!

とある日のモデルスケジュール

07:00

06:00 ホステル ALA で起床・朝食
きれいな朝焼けが見たくて
早起きしました♪

作業は思った以上に
大変だけど、充実！

別日は「いろり」
に行ったり、農家
さん宅でBBQも！

ツノスポーツアカ
デミーの寮でヨガ！帰宅・就寝

タイミートラベルについてのお問い合わせはこちら

レンタル自転車で作業現場へ

勤務開始！

勤務終了！

パントリーけいすけで買い出し

宮崎牛を自炊で楽しむ♪

町民に台湾茶やヨガを
教えながら交流

16:00

18:00

20:00

22:00

農家さん・参加者との調整
がスムーズに進むように、ツノ
スポーツコミッションがサポート
を行います！

要望

要望

農家さん

参加者

小松原 駿

（※）

（※）参加者のインタビューに基づき、実際の行動を組み合わせたモデルスケジュールです。

宿泊・食事・交流など、都農町ならではの過ごし方を満喫！

都 農 町 の 魅 力 を
ちょっぴり深堀り
してお届けしてい
る動画企画「都農
町の実は…」。現在
都農町にまつわる
「カッパ伝説」を取
材しています。

▲来月配信予定！町民の皆さんにも撮影にご協力頂いています

1

2
3
4


