
森の風の記憶 

Presented by 諸塚村観光協会「まちむら応縁倶楽部」 

先月の出来事 

【７月の出来事】 

７月８～９日 Ｔ保育園体験ツアー 

７月９日 家代祇園祭 

７月１６日産直住宅Ｍ保育園完成式（宮崎県田野町） 

７月２２～２３日 エコツアー「諸塚でやま学校しよう！」 

さえんば応縁倶楽部ツアー 

７月２３日 熊本「希望のまち」上棟見学会 

諸塚の四季 Ｖｏｌ ⅩⅠ  特典は情報の価値 

先日の記録的な大雨で、九州南部を中心に大きな災害があったようです。

昨年の諸塚村の台風災害の傷もまだ癒えぬところですが、今回被災された

皆様のご心労の大きさを思うと言葉になりません。深くお見舞い申し上げ

ます。 

 さて先日の雨の日、戸下神楽保存会の大御所・綟川安幸さんが来館されま

した。新しい神社の写真と今年行われた大神楽の写真と一緒に、地元では”

ザンゼツ”と呼ばれる飾り紙も持って来てくれました。ザンゼツは、毎年神

楽のたびに、地元の人が型紙を元にした切り絵を切り抜いて御高屋に飾る

もので、季節ごとの絵柄や文字をきれいに図案化していいます。戸下神楽に

は１４種類あるそうですが、うち８種類をいただきました。パネルにして、

しいたけの館２１に展示しておきたいと思います。 

 来年のことで話がはずみ、「神楽ツアーは、泊りがけで準備から打ち上げ

まで、みんなと一緒にするようなとがでければいいとじゃがなあ。ザンゼツ

作りや面行列、舞い入れもいっしょにすつとええっちゃが」「面白そうです

ね。是非やりたいですね。」 

 綟川さんが帰った後すぐ、県の観光事業の担当者がエージェントをつれ

てこられ、「冬の特典企画を特集した冊子をつくって配布したい」という話

を持ち込んできました。これはタイムリーだ！ 

「特典といっても格安ツアーや割引サービス企画は、もうまちの方も飽き

てきて新鮮味がないのでないでしょう

か。それよりか、集落の中に入って、神面

をつけたり、神事に参加したりするなど、

山村ならではのめったに出来ない体験を

用意する、マニアックな特典という企画

もありじゃないですか？これからはお金

じゃなくて情報ですよ。」と口説いてみま

した。さて、どうなるか。乞うご期待！ 
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大神楽の幻の番付「山守」 



 平成１８年７月期生の第６７回実習科目は、大豆の畑作業、大豆料理講座、天然うなぎ捕り

講座、幻の源流体験でした。今回は、新企画｢さえんば応縁倶楽部｣ツアーと合同ということも

あって、ツアー初体験の方がたくさんいらっしゃいました。 

初日は昨年と同様、朝からあいにくの天気で｢水神さんにお神酒をあげてないからけ～？｣

と担当者２人でぼやきながらのスタートでした。大豆畑の補植と草取り、天然ウナギ捕り講

座、料理教室の予定でしたが、雨で大豆畑の作業がほとんど出来ず、畑にかぶせてあった網

をはずすだけで早めに公民館に移動しました。 

今回の料理講師の｢ジャックと豆の木｣改め｢こまめ倶楽

部｣の皆さんのオリジナル“きなこ蒸しパン”と“豆乳ゼ

リー”をいただきながら一息つきましたが、手作りきなこで

作った蒸しパンは甘すぎず、皆さんに大好評でした。 

雨で時間に余裕ができたので、料理講座の前に全員でウ

ナギ捕り講座を受けました。講師はウナギ捕り名人の甲斐

謙二さん・甲斐功さん・藤岡幸喜さんでした。仕掛けは、６

号の太いテグスに鯉釣りなどに使う大きな針とおもりを付

けたもので、一見簡単そうに見えますが針の結び方などは

コツがいり、皆さん四苦八苦。先生達に次々質問していました。餌はカンタロウミミズ（体

長３０㎝近く）や、こちらで「アブラメ」と呼ぶ小魚（たかはや、あぶらはや）を使います

が、川が増水しているため残念ながら仕掛けは

地元の方にお願いしました。 

次に女性は料理講座、男性は竹細工に分かれ

ました。大豆料理講座はいよいよ｢こまめ倶楽

部｣の出番です。メニューは｢ご汁｣｢竹の子のきんぴら｣｢田舎風お好み焼き(おから入り)｣｢かす

炒り｣、そして｢あぶら味噌｣です。ご汁は、水につけておいた大豆をミキサーですりつぶし、

だし汁に入れます。このだし汁、なんとシシ肉でとっていました。あとは地採れ野菜をふん

だんに入れ、じっくり煮込みます。筍のきんぴらでは、「こまめ倶楽部」の皆さんの名言｢切

り方？好きなように切ってください。分量？適当なんです。自分達も適当に味付けしてます

から(笑)｣。家族の人数が多いからこそ１回１回分量を量ったことはなく、そのため家ごとの

独特の味が出てくるのだそうです。要は、楽しくつくることですね！ 

 田舎風お好み焼きは、生地におからを入れ、その他にもミミナバ(キクラゲのこと)やにんじ

ん、キャベツ、とうきびなど地の食材をふんだんに使い、具だくさんの生地を作りました。

かす炒りは、おからと野菜を一緒に炒めて砂糖やしょう油で味付け。あぶら味噌は、砕いた

大豆を入れます。最後にご汁の味付けをして完成です！ 

やま学校日記 
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エコツアー「諸塚でやま学校しよう！」 

第６７回 平成１８年７月２２日（土）～２３日（日）    

家庭の味は適当に？楽しく！ 



まちの声 受講生のコメント 

★あいにくの雨だったけどそれもまたよし・・・かな？ 

★沢、滝が美しく雨でしたが気持ちよく散策できました。 

★地区の方々のおもてなしに感動しました。 

★今回初参加でみんなが心一つになっていろいろと話し合え、わきあいあいの１泊２日の体験

をしたことがすっごくよかったと思います。 

★飯干地区も良い宝がたくさんあると感じました。（人材・自然とも！）           
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竹細工班も皆さんなかなか上手で、最年少のＨ君も慣れな

い手つきながら一生懸命つくりました。料理も竹箸もでき

あがって、交流会が始まりました。飯干公民館長さんや講師

の方々、地元の有志も加わり、皆さん初対面の方ばかりだっ

たのですが、笑いのたえない賑やかな交流会となりました。 

２日目は、朝７時に公民館集合。早起きは三文の徳、なん

とウナギの仕掛けに当たりが！！結果はウナギ２匹とヤマ

メ１匹。みなさん写真を撮ったりさわったりして大喜びで

した。朝食後、源流案内の甲斐和實さんにさばくのもお願い

しました。お昼に楽しみにしながら、幻の源流体験開始！！

しかし、ここでまた雨が・・・。でも、もう皆さん慣れっこ

のようで全員カッパを着て出発しました。 

まずは展望台で、絶壁の岩の上から下を見るという恐怖体

験をして頂きました。Ｈ君は、このおかげで車酔いが吹っ飛

んだみたいです。その後に行った源流と滝は、雨で増水して

いたおかげでとても雄大で迫力のある景色になっていまし

た。さんざん悩まされましたが、雨もまたいいものですね。

マイナスイオンを肌で実感しながら、公民館へ戻りました。 

昼食ではいよいよ天然ウナギ！偶然にも今日は丑の日。食べ比べをするための養殖ウナギも

焼きました。（決して捕れなかった時の為じゃありません・・・多分） 

焼く時に火の勢いが足りなかったり、煙たかったり大変でしたがＭ家のお母さんと長男Ｓ君

が頑張ってくれてとても美味しそうに焼けました。和實さんからヤマメの差し入れも頂きとて

も豪華な昼食となりました。少しばたばたしてしまって参加者全員での集合写真は撮れません

でしたが、何とか無事７月のやま学校と第１回さえんば応縁倶楽部ツアーは修了。 

今回は全員で１５名とたくさんの方に参加していただきました。皆様にまたお会いできること

を楽しみにしています。 
マイナスイオンを肌で感じました！ 

やまの声 世話人「こまめ倶楽部」 
皆さんお疲れ様でした。エコツアー、そしてさえん

ば応縁倶楽部の世話人として参加できたことは大変

よかったと思います。 

私は、普段は山の仕事ばかりしていますが、こういう形でみなさんとの大豆作りに参加して、種

から芽が出た時の喜びは言葉で表せない感動がありました。これからもいろいろな物を作りたい

と夢を膨らませている今日この頃です。皆さんと一緒にやっていきたいと思います。 

あれもやりたいこれもやりたいと夢は尽きませんが、地域のみんなや他の世話人の方と力を合

わせ、皆さんが気軽に来られて楽しんで過ごせるような、こまめ倶楽部にしたいと思います。 

またのお越しを心からお待ちしております。       

こまめ くらぶ 

飯干公民館の有志で結成。中心メンバーは甲斐つい子さん、甲

斐とみ子さん、藤岡成美さんの３婦人。料理はもちろん、畑仕事、

山仕事まで何でもやってしまう頼りがいのある世話人さんです。 



マメ知識 ～納豆だって輸入品の現実 

諸塚村では、平成１２年度から七ツ山公民館で

大豆畑のトラスト制度「大豆応縁倶楽部」を立ち

上げて運営していることは、本誌を読まれてい

る方はご存じかと思います。味噌や豆腐の原料

として日本人には身近なはずの大豆ですが、そ

の自給率はわずか４％程で、そのうえ輸入品の

多くは安全性が確立していない遺伝子組み換え

大豆です。食文化と、食の安全が脅かされる昨

今、安全でおいしい大豆を食べていただこうと

いうのが大豆応縁倶楽部です。 

今年度から、飯干公民館でも畑のトラスト制度「さえんば応縁倶楽部」が発足して、ツ

アー日記でも取り上げました第１回ツアーが、エコツアー「諸塚でやま学校しよう！」と

合同で開催されました。農作業体験と同時に、その出来た収穫物の料理教室で二度楽しも

うという企画です。きっかけは、昨年の飯干公民館での「やま学校」で、地元の畑を借り

て大豆の作付をした際に、「つくるだけじゃなくて、できたもので料理教室をしたい」と

いう提案をいただきました。皆さんと一緒に楽しく交流するには、どういう形で進めるの

が最良かを話し合った結果、畑のトラスト制を採用するということになりました。ちなみ

に料理を研究するご婦人方中心のグループは「こまめ倶楽部」というお茶目な名前です。

よろしく(*^_^*) 

 先日のツアーでは、おまめ倶楽部が試作を繰り返し創り上げた、「豆乳ゼリー」や「き

な粉蒸しパン」がおやつにふるまわれ、料理教室ではおから入りのお好み焼き、かすいり

（オカラに野菜を入れ炒ったもの）、ご汁（猪肉入り）を作り大変好評でした。レシピを

お渡ししましたので、ご家庭でも作っていただい

たのではないでしょうか？子どもから大人まで対

応できそうなレパートリーで、食卓の定番メ

ニューになればと思います。 

 昨年の大豆は、非常に出来が良く収穫を楽しみ

にしていたのですが、川沿いの畑だったため台風

１４号による増水で畑の半分以上が流されてしま

い非常に残念な思いをしたものです。しかし残っ

た畑から収穫された大豆を今回の料理教室に利用

することが出来て、今後につながる企画も立ち上

がり大豆も本望かもしれません。 

今年の大豆の豊作を切に祈ります。 

 日本特有の食品納豆、国産では「水戸納豆」の茨城と、北海道、東北各県の小粒大豆が使

われますが、アメリカ、カナダの輸入大豆が大部分を占めるようです。自給４％では当然で

すが、少し悲しいですね。ちなみに、大豆1㎏で2㎏の大豆が出来るそうです。 

諸塚を食べる！（１１） 大 豆  
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こまめ倶楽部の皆さんと大豆のさえんば 



森のエコキャンプ 宮崎市Ｔ保育園がやってきました！ 

宮崎市のタンポポ保育園から年長組の幼児１７名、先生、保護者５名、計２２名が夏のキャ

ンプで諸塚にやってきました。台風３号の接近が心配されましたが、幸いにも九州から逸れ

たため開催できました。 

宮崎市からお昼前に「しいたけの館２１」に到着し、エコパーク河川敷で持って来たお弁当

を食べました。食後は早くもパワー全開で、川に向かって石飛ばしなど園児の皆さんは大は

しゃぎです。  

その後体験施設のある七ツ山集落に向かいました。

数日雨が続いていたため畑での作業が出来るか心配で

したが、なんとか大丈夫でした。まずは大豆応縁倶楽部

の畑で、地元のリーダー甲斐真由美さん指導のもと、大

豆の種蒔きです。すでに畝づくりは地元の方で済ませ

ていたので、大人が手で穴を掘り、子どもたちに３粒ず

つ種を蒔いて土をかけてもらいました。みんな一生懸

命したので１時間ほどで終わりました。作業の後は泥

で汚れた足を洗って、七ツ山山菜加工場で美味しいよ

もぎだんごつくりをしました。１人１個ずつ、あんこを

皮で包んで蒸し器に入れました。だんごが蒸し上がるまでの時間がありましたので、隣接す

る浄覚寺の住職のご厚意で、寺の鐘突きをしました。昼間に連打される鐘に、地元の方はびっ

くりしたかもしれません。 

粋な計らいに感謝した後のおやつタイムでは、まるのまま冷やしたキュウリに、塩や味噌を

付けて食べました。子どもも大人も大喜びで、「味噌の方が美味しい」「虫になったみたい」

と言いながら何本もお代わりする子（大人も？）がいました。そうこうしている間にだんご

が蒸し上がったので、持ち帰りの容器に入れ、七ﾂ山の皆さんにお礼を言って集落を後にしま

した。 

 帰りに七ツ山川の渓谷に下り水浴びをしました。みんな水を怖がらずに、どんどん立ち飛

び込みで川に飛び込んだり、川の生き物を観察したり楽しんでいました。雨が降り出し、渓

谷の水の冷たさに耐えられなくなったようで、３０分ほどで川から上がり、今夜の宿の「へ

いだの里」へ向かいました。へいだの里では、畳の部屋を走り回ったり、展望風呂を見て喜

んだり、疲れ知らずではしゃぎ回っていました。また、夕食は子ども達が作るということで、

張り切っているようでした。 

 案内は初日だけでしたので、そこでお別れしましたが、少し寂しく感じました。 

 作業にも、遊びにも一生懸命な子ども達の素直な姿が、とても印象に残った１日でした。 
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諸塚の祭り(1１) 

もろつか夏祭り「ぎゃあな祭２００６」  
期 日：平成１８年８月５日（土） 

場 所：特産品販売所「諸塚ふれあいの森」 

 

 このお祭りは、もともとは商工会が開催しているい

わゆる商業祭ですが、５年前から諸塚の商店街を中心

にした諸塚公民館の夏祭りと合同開催するようになっ

たものです。“ぎゃあな”とはもろつかの方言で元気

な状態を表す方言ですが､諸塚村全体が元気だ、祭りで

みんな元気になろうという趣旨でもあります。また、

お盆で里帰りした方と久しぶりの挨拶をする大事な地

域のハレの場にもなります。 

 午前中は神事、神輿、神面行列、稚児行列、盆踊り

などがあり、午後からはいろんな出し物や商工会のイ

ベントになります。 

 夜は、恒例の花火大会もあります。１０分ほどで終

わるちっちゃなものですが、すぐ身近で、頭上で見れ

るし、自分たちのためにある花火の気がしてみんな楽

しみにしています。 

 子供の頃、昭和４０年代は諸塚村も人口が多く、お

盆には盛大な花火大会があっていました。私も家族で

人ごみの中を見に行った記憶があります。それが何時

の頃か、なくなっていましたが、５年前から小さいな

がらも復活しました。 

 みんな昔の気持ちを思

い出し、精神的に”ぎゃ

あな”になり、とても喜

んでいます。この小さい

花火の向うに、遠い日の

懐かしい盛大な花火大会

を見ている気がします。 

編集後記 

７月のエコツアーは、昨年同様雨でした。晴れ男のつもりなので、おかしいな～何か祟

られる事したかナーと悩んで夜も寝られませんでした（うそ）。天気、自然条件、思う

ようにならないところも含めてのエコツアーなのですが、やはり好天の元、皆さんのご

期待に応えたいと思うのが担当です。懲りずにこれからもよろしくお願いします。（直） 

今回がさえんば担当者として初めてのツアーだった私。楽しみにしながらも小心者な

ので、前日には緊張がピークに。おかげでご飯が喉を・・通りました。天気は良くあり

ませんでしたが、地元の方や参加者の皆様のおかげでとてもいいツアーになりました。

これからも皆様と共に思い出に残るツアーにしていきたいと思いますのでよろしくお

願いします。(倫) 熊本のイベントで諸塚の豆腐を出したいと早朝工場に直行。出来た

ての豆腐を冷やす間に試食を勧められました。しょうゆなしで、大豆の風味と

ほんのりした甘さが口に広がります。固い木綿豆腐で特大の４５０ｇ、国産大

豆に諸塚のおいしい水で、しかも出来たて。半丁でおなかいっぱいでした。（矢） 
Presented by 諸塚村観光協会

「まちむら応縁倶楽部」 

宮崎県東臼杵郡諸塚村大字家代３０６８ 

しいたけの館２１内諸塚村観光協会 

℡０９８２－６５－０１７８ 

Fax０９８２－６５－０１８９ 

e-mail ecom@vill.morotsuka.miyazaki.jp 

【８月の予定】 

８月５日  

 もろつか夏祭り「ぎゃあな祭」 

８月５日  

 産直住宅熊本市Ｆ邸上棟 

８月５～６日 

 産直住宅熊本市Ｈ邸内覧会 

８月２０日 

 もろつかふれあい釣り大会 

８月２６～２７日エコツアー 

「諸塚でやま学校しよう！」 

イベント情報 

お知らせ 

１０月のエコツアーは、都合により

当初より１週間延期し、１０／２８

～２９で実施します。宜しくお願い

します。 


