


Informaiton about Hyuga Tourism Association

■日台共同制作 国際ドラマ「Mellow Love」地上波放送
　当協会が情報発信主体となった総務省 「映像コンテンツを活用した地域情報発信」 調査事

業を活用した、 国際ドラマ 「Mellow Love」 の撮影が１月に日向市で行われました。

　本作は、 東京で寂しい日々を暮らす台湾人の女子留学生が癒しを求めて日向市を訪れ、

豊かな自然や温かい人情に接し、 サーフィン体験をする中で明るく前向きに生きる姿を描い

ています。 主演は、アイドルグループＡＫＢ４８メンバーで台湾出身の馬嘉伶（まちゃりん）さん、

助演にはプロサーファーの西口京佑さんをキャスティング。

撮影ロケは、 国内屈指のサーフスポットであるお倉ヶ浜や美々津の町並み、 願いが叶うクル

スの海など、 美しい景観を誇る観光名所で実施されました。 今回地上波で放送されるドラマ

は台湾で放送されたものを日本版として、 今回特別に再編集したものですので、 ぜひご覧く

ださい。

放送日時 ２０２２年３月６日（日）１５：００～１５：３０（MRT 宮崎放送）

■馬ヶ背展望台、今春リニューアルオープン！
　今春、 日向市随一の観光スポットである馬ヶ背に 「スケルトン突き出し展望スペース」

新設され、 それに伴いリニューアルオープンする予定です。 この展望スペースは、 従来

の馬ヶ背断崖の展望台よりもさらに海にせり出し、 足元の一部は透明なガラス床になりま

す。 ガラス床越しに断崖絶壁を見下ろすことができるようになるため、 国内でも類を見な

いスリリングな絶景スポットになることに間違いなし！現在はリニューアルオープンに向

け、 改修工事中となっており、 馬ヶ背遊歩道は通行止めとなっています （細島灯台まで

の区間は供用中）。

　リニューアルオープンの日程は未定ですが、 決まりましたら日向市観光協会 Web サイ

トや Facebook にてお知らせいたします。

　なお、 「スケルトン突き出し展望スペース」 の愛称を３月３１日まで募集しています。 募

集詳細は下記 URL または右記 QR コードよりご確認ください。

【展望台完成イメージ】

『スケルトン突き出し展望スペース』愛称募集ページ
https://hyuga.or.jp/contents/archives/441

■細島灯台が擬人化！？～『燈の守り人』プロジェクト～
日向岬の細島灯台を擬人化したキャラクターが登場しました。 これは、 日本財団が出資する 『燈 （あかり） の守り人』 プ

ロジェクトの一環で、 日本全国にある１９エリア２０基の灯台をそれぞれの灯台が実際に有する歴史やエピソードをベースに

新たな創作を施し、 オリジナルキャラクターとして描き起こされたものです。

　２０２１年１１月から音声コンテンツメディア各社で約９０名の有名声優が出演す

る連作ボイスドラマが配信されており、 ２０２２年３月からは漫画アプリ各社で連

載されるデジタル漫画に登場する予定です。

　３月１日には、 「燈の守り人」 製作委員会プロデューサーの柴田英和氏が日

向市長を表敬訪問し、 細島灯台キャラクターの贈呈式が行われました。

このキャラクターを題材にオリジナルグッズ開発も行っており、 既にポストカード

やバッジ、 ペンダントなど計５種類が商品化されており、 馬ヶ背茶屋とまちの駅

とみたか物産館にて販売しています。

　『燈の守り人プロジェクト』 の詳細は、 公式ホームページ （下記 QR コードま

たは URL） をご覧ください。

細島灯台キャラクター

『燈の守り人プロジェクト』公式ウェブサイト

https://www.akarinomoribito.com/



Informaiton about MIYAKOH

■日向サンパークに大型遊具がリニューアルオープン！
　道の駅日向に隣接し、 広々としたオートキャンプ場を併設する日向サンパーク。 ここに今年２月、 太平洋を一望できる展

望デッキや長さ２０メートルのロングスライダーなどを備えた大型遊具が新たに誕生しました。 遊具がパワーアップしただけ

ではなく、 乳幼児や障がいのある方も楽しめるユニバーサルエリアも新設し、 魅力あふれる公園へリニューアルしました。

また、 ３月１９日にはドッグランもオープンする予定です。

ぜひ、 ご家族やご友人、 そして愛犬と生まれ変わった日向サンパークにお出かけください。

■宮崎県北観光ポータルサイトのスマホアプリ版登場
　宮崎県北９市町村 （延岡市・日向市・門川町・日之影町・高千穂町・五ヶ瀬町・美郷町・諸塚村 ・

椎葉村） の観光情報をまとめたポータルサイトのスマホアプリが登場しました。 宮崎県北の旬な

情報や観光情報が盛りだくさんのアプリとなっています。

　このアプリ配信を記念して、 アプリダウンロード後、 アンケートに回答いただくと抽選でお菓子の

詰め合わせ （1,000 円相当） が当たるキャンペーンを３月１３日まで実施しています。

　アプリダウンロードの詳細は、 右記 QR コードよりご確認ください。

←ダウンロード詳細はこちら
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■ひなたフルーツツーリズム事業で『へべす』の魅力発信
　『宮崎の 「生産者マインド」 を学ぶ “日本一のフルーツ” の舞台裏をみる』

を目的として、 宮崎県内６観光協会が中心となり発足した 「ひなたフルーツツー

リズム推進協議会」。 昨年１１月から本格的に活動しており、 『モニターツアー

造成 ・ 実施』 や 『フルーツコミュニティの運営』、 『みやざきフルーツコンシェル

ジュの育成』 等の事業を約４ヶ月間実施しました。 『みやざきフルーツコンシェ

ルジュの育成』 では、 職員 1 名がフルーツコンシェルジュとなり、 地元フルー

ツ “へべす” の魅力を Facebook や Instagram、 note 等の SNS で全国へ情報

発信しました。これまでに発信した記事は左記QRコードよりご覧いただけます。

同協議会は、 来年度以降も事業を継続する予定としており、 当協会でもへべ

すの魅力発信を引き続き行ってまいります。

Facebook

note

Instagram

■お得なバス学生定期券「CAMPASS-mini」3 月 20 日から販売
　宮崎交通バスのお得な学生定期券 「CAMPASS-mini」 が３月２０日から４月１５日の期間中に販売されます。 この定期

券は中学生以上の学生を対象とした６ヶ月間定期券で、従来の１ヶ月定期券を６回購入した場合と比較して半額となります。

宮崎交通バスで通学している学生には、 かなりお得な定期券となっていますので、 ご購入希望の方は、 販売期間中に当

協会へお越しください。 なお今回の購入に関しては前期日程になっており、 秋には後期期間にて販売を行います。

前期日程 後期日程
販売期間 ３月２０日～４月１５日 ９月２０日～１０月１５日

通用期間開始日 ４月 １日～４月１５日 １０月 １日～１０月１５日
※販売時間は、 ９ ： ００から１７ ： ００となっており、 期間中の休業日はありません。

※販売期間を過ぎますとご購入いただけませんので、 ご注意ください。

※購入には、 「通学証明書」、 「在学証明書」、 「生徒手帳」、 「学生証」、 「合格通知書」、 「入学許可書」 などのいずれかをご持参ください。



REPORT

Imformation about TOMITAKA shop

■日豊海岸国定公園と地域資源を活用したポスト・コロナ・インバウンド向けのオンラインツアーを開催

　１月２９日と３０日の２日間、 宮崎県の 「みやざきの自然公園等魅力向上事業」 を活用して、

台湾向けのオンラインツアーを開催しました。 このツアーは、 台湾在住者を対象に実施したも

ので、 台湾と日本をオンラインで繋ぎ、 ライブ中継にて行いました。 １日目は、 願いが叶うク

ルスの海や馬ヶ背を巡る 「絶景編」、 ２日目は大御神社を中心としたエリアで 「新年快樂スピ

リチュアル編」 を実施。 台湾では春節 （旧正月） 前の慌ただしい時期だったにも関わらず、

計２７名の方に参加していただきました。 参加者からは 「大御神社との海岸の合わさった景観

が素晴らしい」 「黒田の家臣は天使の散歩道のようだ」 「早くコロナが終息して実際に行きたい」

などのお声をいただきました。

MC による大御神社紹介

■ひむかの杜イルミネーション 2021-2022

　１２月から約２ヶ月間点灯していた 「ひむかの杜イルミネーショ

ン２０２１-２０２２」 が２月１２日に終了しました。 今年も日向工

業高校機械科の生徒が制作した新作モニュメントと歴代モニュメ

ントが駅前交流広場内にずらりと並び、 街路樹の光と共に駅周

辺を明るく照らしてくれていました。

前年度は、 新型コロナ感染防止の観点から実施できなかった点

灯式を今回は点灯初日に開催することができました。 これまで

の点灯式は、 日向市駅中央コンコース内でコンパクトに行って

いましたが、 密になる可能性があったため、 感染対策として木

漏れ日ステージとひむかの杜広場を使っての点灯式となりまし

た。 ２年ぶりの開催となった点灯式には、 富島高校生や日向高

校生、 バトンチームに出演していただき、 ソーシャルディスタン

スを取りつつも、 イベントは大変盛り上がりました。

来年度はより楽しんでいただけるように主催の当協会ならびに実

行委員一同、 邁進してまいります。

日向・延岡高校 合同ブラスバンド

Baton team STARS

富島高校生活文化科 ファッションショー

2021 新作モニュメント

歴代モニュメント

街路樹イルミネーション

イルミネーション 2021-2022 点灯式 2021.12.11

■公式インスタグラムはじめました
　新たに 『まちの駅とみたか物産館』 公式インスタグラムを開設し

ました。 これまではFacebookを中心に情報発信をしていましたが、

今後はインスタグラムをメインにしていく予定です。 新商品や旬の

商品のご紹介を今まで以上に発信していきますので、お楽しみに！

フォローもお待ちしております♪

@mathinoeki_tomitaka

スタッフおすすめの１品
今回のおすすめは・・・

溝口オリーブ園の

『平兵衛酢オリーブオイル』。

厳選されたスペイン産オリーブを使用。

溝口オリーブ園さんにて搾油機で自然

落下により絞られ、高級なろ紙を使い、

ろ過を行っているオイルです。
オリーブオイル 120ml 

2,700 円 ( 税込 ) （とみたか物産館公式 Facebook より抜粋）

一般社団法人　日向市観光協会
ひゅうが岬 No.42　2022.03
〒883-0014 宮崎県日向市 1-2-1-101　☎0982-55-0235 公式 Facebook公式ウェブサイト 公式 Instagram


