
森の風の記憶 

Presented by 諸塚村観光協会「まちむら応縁倶楽部」 

１０月の出来事 

１０月 １日  さえんば応縁倶楽部「草取りツアー」  

１０月１２～１３日 延岡市緑ヶ丘小学校「森のエコスクール」 

１０月２２～２３日 第44回諸塚村木材産地ツアー 

１０月２８～２９日 エコツアー｢諸塚でやま学校しよう｣ 

１０月２８～２９日 「国土保全大使」体験ツアー 

１０月２９日 第８回黒岳もみじ祭 

諸塚の四季 Ｖｏｌ ⅩⅣ 生きる力の醸成 

先日「森のエコスクール」がありました。春に引き続いての１泊２日の体験で

す。春の子供たちは、人の話が聞けない、列に並ぶことが出来ない、勝手に行動

する...先生が孤軍奮闘する中、私も思わず怒鳴ってしまう場面もあり、今回もどう

なることかと心配していましたが、みんな少しづつ成長していて、特にある程度

人の話が聞けるようになっていて安心しました。片づけ等も時間は掛かっても、

春よりかなり上手に、自分でできるようになっていました。  

 また、春はかなり食べ残しが気になりましたが、今回はみんなちゃんと食べて

いたように思いました。また、保護者に頼らず自分たちが役割を持って出来たし、

てきぱき出来ました。親にとっても意外な面を子供たちは見せてくれています。 

 世間では、いじめが大きな問題になっています。いじめはあってはならないこ

とですが、あんな形の”始末のつけ方”は誰が教えたのでしょう。「自我と他者

との折り合い」がつけられない子供たちの心の根底に気づかず、受身側の子供た

ちの逆襲に慌てふためき、騒ぎ立てるだけで対処できない社会の問題が大きい気

がします。 

 森のエコスクールは、子どもたちの「生きる力」の醸成が目的です。世の中に

ありがちな不当な圧力を自らの力で跳ね除けられるような、社会と接する本当の

力の醸成でもあるように思えます。その意味で、子供たちの成長が、とてもうれ

しいところです。  

 今回、諸塚の地元の世話人の皆さんは、自分の家族の食事や翌日にある自分の

子供の遠足のお弁当などそっちのけで「子供たちのことだから」と喜んでお世話

をしていただきました。個人主義に陥りがちな都会では、あまり体験できない、

地域の相互扶助、助け合いの精神に身近に接することが出来たのではないでしょ

うか。 

 この諸塚での体験をきっかけに、人に感謝するこ

と、そして自分が社会の役に立つことや人に感謝さ

れる役割を担うことは、決して難しくなく、むしろ

簡単にできることをからだで感じてくれたら良い

なと思います。そして、都会の生活でも、みんなが

社会との接点を積極的に持つような世の中になれ

ばと期待しています。 
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古老と子どもたちのふれあい 



諸塚を舞台に、生の山村での生活を宿泊体験する学外実習「森のエコスクール」。延岡市緑ヶ

丘小学校５年生６８名が参加しました。春に続いて２回目です。 
初日は、午前１０時過ぎに畜産振興センターに到着し、オリエンテーションの後、２班に分

かれて子牛のブラッシングと餌やりを交代で行いました。朝から餌をお預けで待っていた牛

たちが、モーモー言って喜んで、子どもたちがバケツで入れる餌をはんでいました。牛が食

べる勢いに子どもたちも圧倒されているようでした。子どもたちも春にくらべると人の指示

をしっかり聞いててきぱき動けるようになっていて、手早

く餌やりを終えました。 

みんなの甲高い声に反応してか、逆に牛が緊張して少し

暴れる牛もいましたし、ブラッシングの際も、怖がる子が

多かったですが、だんだん慣れてくると軍手をぬいで素手

で触ったり、頬ずりする子も見られました。ほんものの牛

との触れあいを時間いっぱい楽しんでいるようでした。 

牛の世話が終了すると、のおうちから持ってきたお弁当

を野外のピクニックスタイルで食べました。 

 午後は、しいたけに関する作業をするしいたけ班と、田んぼで稲刈りをする田んぼ班に分

かれて体験です。しいたけ班は「森の国しいたけ団地」で甲斐吉昭さんと、役場の田丸光夫

さんに指導してもらって秋から冬にかけてのしいたけが出ること等を資料等から説明して

もらい、しいたけの乾燥機と薪むろの見学をしました。３班に分かれて、しいたけを発生さ

せるホタギを立てる作業、古いホタギを人口榾場の外に運んで積む作業をしました。並んで

流れ作業でやっているのを流れを無視したり、勝手な作業の仕方をする子も多少見受けられ

ましたが、春に較べ、短時間で終わらせてしまおうという感じで、作業には割と集中してあ

たっていました。作業後は、生えているしいたけを１人

５個ずつとらせてもらいました。出来るだけ大きい形

のいいしいたけを採ろうと、たった５個に大変な時間

をかけてとっていました。 

 収穫の後は、やましぎの杜へ向かいました。甲斐耕平さんに昔のしいたけ乾燥作業の様子

にについてなど話をしてもらってから、採ってきたしいたけを炭火で乾燥するために竹で編

んだあみの上に並べました。下から炭火で一昼夜あぶれば干ししいたけが出来ます。 

その後は、夕食やお風呂の準備です。学校の方で夕食準備をする班、朝食準備をする班と分

けていたので、残った子で、風呂炊き、ご飯炊き、配膳準備などをしました。春は何もしよ

うとしない子が多かったのですが、今回は自分から仕事を探す子が何人かいたり、役目を与

えると比較的まじめに仕事をしていて、地元の立山さん、中村さんの指導もあって食事の準

備が早めに終わりました。メニューは鳥の甘煮とポテトサラ

ダでした。昼間の仕事でお腹がすいていたようで、ご飯もおか

ずもよくお変わりをしていました。食後の片付けも手分けし

て良く動いていました。 

やま学校日記 
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～延岡市立緑ヶ丘小学校 

       平成１８年１０月１２日（木）～１３日（金）    

ほんものの牛に頬ずり 
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２日目は、６時半起床、立山さんと中村さんが手伝って朝

食づくりです。メニューはご飯にみそ汁、大豆とニラの卵と

じでした。 

その後は、森の宝探しです。耕平さんと、西川さんが案内

役でした。２班編成で、やましぎの杜を出発して奥の方へ歩

いていくと、いろいろな種類の食べられる植物や、樹木、イ

ノシシの足跡などがあり、改めて自然素材の多さを感じま

した。 

折り返し地点周辺にはアケビが群生していて、子供も先

生も大喜びで採っていました。予定時間を若干オーバーし

て散策が終わり、４班に分かれていよいよマップ作りにか

かりました。春はなかなか最初の一筆が出ませんでしたが、

今回はそうそうに地図を書いたり、タイトルを書いたりと

スタートが早く、書き出したらみるみる地図が出来上がり、

その進歩ぶりに少し感動してしまいました、というかちゃ

んと出来あがってほっとしました。 

すべての班が出来上がり、お昼までに掃除や片付け

の時間が十分取れました。七ツ山の山菜弁当を食べて

世話人の方々に挨拶をしてからバスでやましぎを後に

しました。 

午後は、田んぼ班のみんなと合流し、ふりかえりと

発表の時間です。１番目の班は声も小さく自信なさげでしたが、進むごとに発表の仕方に工夫

が出て来て、声も徐々に出て来て、春と比べると格段に良くなっていて、またまた感動でした。

班ごとの発表の後は、自主的に１０名の子が、２日間楽しみながら学んだ気持ちを話してくれ

ました。 

今回は、春と比べての成長の跡が見られ、うれしい思いでした。最初はどうなる事かと思い

ましたが、子供らしい素直さもあって安心しました。見かけはあまり変わっていなくても、中

身は少しずつ成長しているし、諸塚で自然や動物に接したことで。子供達が良い方向に成長す

る助けになったのならエコスクールの意義も大きいと思いました。 

楽しみながら学びました！ 

まちの声  学校からのご感想をいただきました！ 

 今回も大変お世話になりました。子ども達は、少しずつは成長していると思っているので

すが、まだまだ自分のことでせいいっぱい、相手の立場に立ったり、状況を考えたりするこ

とまでまだもう少しです。（今回の体験で）相手に何かを求めるのでなく、自分がどうする

か考えることは大切だと思うのです。対自然、対動物、対人間の場合でも･･･。 

最近は、少食、偏食の子が多いので、給食でもなかなか完食するのが難しく、事前に減らす

などしているのですが、諸塚体験の時はそんな子達がおかわりをしていました。自然の中にい

たこと、たくさん体を動かしたこと、自分たちで食事の用意をしたことなどとってもよかった

んじゃないかな、と思います。 

２回の体験で食べ物を育てる作業を体験させていただいたので、今後は食育の際にも機会あ

るごとに子どもたちとふりかえり考えていきたいと思います。  

いつもいつも、諸塚の皆さんにはいろいろな面でお世話になり、また子ども達に、温かく時

には厳しく接していただき、感謝してもしつくせない思いです。ありがとうございました。    



マメ知識 ～二日酔い防止に効果？ 

やま学校では、毎年８月に参加者で作付けを

して、１１月の上旬に地元で収穫した物を一部

そば粉にして１０割そばを打ち、１１月のやま

学校で食べるのが恒例です。 

最近では村内でそば作りをする家も少なくな

りましたが、昭和２０年代頃までは焼畑により

村中でそばが栽培されていたことが諸塚村史

にも記されています。年代はわかりませんが、

人工造林が盛んになる前は、山林面積の８割近くで

焼畑が行われていた記録があるようです。それほど焼畑が多かったのは、平地が

少なく、普通の田畑ではとうてい耕作面積が足りないため、自給自足を基本とし

ていた古では、生きていくためには仕方のないことだったのです。またそばは種

を蒔いてから７５日ほどと、比較的短期間で収穫出来るため手っ取り早く重宝

されていたのではないでしょうか。 

焼畑とは、山林原野を焼き払って作る畑のことですが、焼いた灰と地力とで作

物を栽培し、４年ほど使ってで地力が無くなったところで次のやまを焼いて焼

畑にします。15年から20年たって再び山林原野になったところを再び焼畑にす

るので循環農法とも呼ばれているものです。作付けにもだいたい順番があり、１

年目（夏）にそば、２年目（春）にアワ、ヒエ、３年目に大豆、小豆というよう

に作付けされていました。 

山奥で焼畑をしてそばを蒔いているところを、花が咲いた時期に見に行った

ことがありますが、山の中に白い花の大草原が現れ、それは見事で、心の和む風

景でした。 

 やま学校で打つ１０割そばも、風味があり、麺の不

揃いというか、うどんのようなそばがあったりと話

題にも事欠きませんが、諸塚で食べるそばで一番は、

森の民宿「樹の里」のそばだと思います。宮崎市内の

某有名店で技を習得したそのそばは、つゆの味とい

い、麺といい、どこに出してもいい味だと思います。

宿泊された方、会食等で参加された方のみ味わうこ

とが出来るそばですが、是非おすすめしたいです。 

 そばに含まれる成分としては、アミノ酸、ビタミンＢ１、Ｂ２（米の３倍！）、ルチ

ンなどと共に、「コリン」というのがあります。コリンは、肝臓を保護し、脂肪肝がた

まるのを防ぐと共に、尿中の食塩の排泄を促進する働きがあるそうです。飲み会の締め

を、ラーメンでなく、そばにしてみるのはいかがでしょうか？ 

諸塚を食べる！（１４） そば  
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そばの実 

焼き畑一面に広がるそばの花 



ゆったり諸塚ツーリズム 第２回 猟師のイノシシ料理をゆったり味わう 

 「山里のちょっと優雅な休日」がコンセプトの「ゆったり諸塚ツーリズム」。

春に続いて、お待たせしました、いよいよこの秋第２回が開催されます。 

  諸塚の森の民宿「樹の里」の若旦那・黒木雄介さんは猟師でもあります。

今月１５日はイノシシ猟の解禁日です。そこで、今回のテーマは、獲れた

てのイノシシを料理してみなさんに味わっていただこうと企画しました。 

  更に、翌日は諸塚村民文化祭。山の幸が集う、村人総出の手作りの産業

祭に参加すれば、森の国・諸塚を１泊２日でゆっくり堪能出来ます。 

  秋の夜長に、山の神に感謝しつつ、気の合う仲間と、山の幸にした鼓を

打つ、極上の夜を楽しんでみませんか。 
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期 日：平成１８年１１月１８日(土)～１９日(日) 

    １８日１５時 諸塚村「ふれあいの森」集合 

       １６時 イノシシの解体作業見学  

       １８時 猟師のシシ鍋を味わう ～夜なべ談義 

    １９日１０時 諸塚村民文化祭参加 ～自由行動 

場 所：諸塚村大字家代 森の民宿「樹の里」および森の宿「山峡」 

参加料：１泊２食付 ９０００円 

定 員：１０名限定（先着順） １１月１３日（月）締切  

問合先：諸塚村観光協会 ℡０９８２－６５－０１７８ 



諸塚の祭り(1４) 

さえんば応縁倶楽部 第３回 

 『まるまる農作業 収穫ツアー』  

期 日：平成１８年１１月２５日(土)～２６日(日) 

場 所：諸塚村大字七ﾂ山 飯干 

宿 泊：諸塚山渓流の里 ログハウス 

主 催：飯干こまめ倶楽部 

料 金：【宿泊の場合】大人５,０００円 

  中学生以下４,０００円 ３歳児未満 無料 

【日帰りの場合】１,０００円／人(夕食代含む) 

             ３歳児未満 無料 

※夕食時アルコール代１，０００円／１家族 

 今回は事前に刈り取った大豆をあやして、最

終的な『豆』の形にします。尚、収穫した大豆は、

後日厳正な計量をした上で、会員に分配します

ので、後日配布となります事をご了承ください。 

日 程 

 ２５日(土)１２：３０しいたけの館２１集合 

１３：００ 大豆あやし作業 

１６：００ 料理教室～夕食 

 ２６日(日)０８：３０ 大豆あやし作業 

１１：００ 料理教室～昼食 

１３：００ 解 散 

・食事は共同炊飯になります。 

・宿泊は相部屋となる場合があります。 

・事情により内容変更になる場合があります。 

問合先諸塚村観光協会℡0982-65-０１７８   

編集後記 

Ｍ小の５年生に初めて接したときは、人の話を聞いているのかいないのか解ら

ず、指導にも反応がなく、今の子どもは違ってしまったのだろうかと暗い気持ち

になったものですが、５ヶ月後に再会すると、何がその変化を生んだかはともか

く、子どもらしい反応や言動、そして社会性を多少なりとも見せるようになって

おり、最初の印象が強烈だっただけに少しの違いが感動的でさえあり、愛おしさ

さえ感じました。子どもは素直に育ってほしいものです。（直） 

先日Ｍさん一家が着工する産直住宅の木材検査に見えました。小学生の男の子

３人も一緒でしたので先週山で目星をつけていたムカゴ採りに案内。短時間で

したが結構楽しめました。来年家が出来る頃は、春の山菜採りですね。（矢） 
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【１１月の予定】 

１１月７～９日延岡市恒富小学校 

  「森のエコスクール」 

１１月１８～１９日 

 第 45 回諸塚村木材産地ツアー 

 （生地の家職人‘ネットワーク） 

１１月１８～１９日 

 ゆったり諸塚ツーリズム第２弾 

 「猟師のイノシシ料理を味わう」 

１１月１８日 

 諸塚駄賃付け唄全国大会 

１１月１９日 

 諸塚村民文化祭 

１１月２５～２６日 

エコツアー ｢諸塚でやま学校しよう」 

１１月２５～２６日 

 さえんば応縁倶楽部「収穫祭」 

１２月９～１０日 

 大豆応縁倶楽部「収穫祭」 

イベント情報 


