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８月の出来事 

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 産直住宅熊本県益城町Ｎ邸上棟 

８月２６～２７日エコツアー「諸塚でやま学校しよう！」 

諸塚の四季 Ｖｏｌ ⅩⅡ  海に沈む夕日とスローな生活 

先日、日帰りで長崎へ出張しました。長崎で家づくりを計画

中のKさんとの打ち合わせです。諸塚村産直住宅N邸とT邸に暑

中見舞いもかねて立ち寄りましたが、久しぶりで話がはずみ、

予想通り？遅くなって、夕日を背に帰路に就きました。 

諸塚でも海から上がる朝日は見えますが、海に沈む美しい夕

日を見られるようになったのは、長崎や佐賀での計画が増えた

数年前からです。 

 途中、遅くなりついでに諸塚村産直住宅で、佐賀みやき町に

ある「Nの庵」というお店に立ち寄りました。オーナーのKさん

夫妻が、築８０年の古民家を買取り、自宅兼店舗を作られたも

のです。古民家の雰囲気を活かした、静かにゆったりとくつろ

げる創作料理の店です。他に福岡でも諸塚からの古民家の移築

を計画中ですし、宮崎県高鍋町のＴ邸でも古民家の改修をお手

伝いしました。古いものが評価され、あまり金を掛けず手間と

時間を掛け、ものを大事に使う時代に戻りつつあります。 

「Ｎの庵」は、ご夫婦の静かな老後を楽しむ店と住まいにな

る予定でしたが、「予約のお客さんが多くて休みがない」と笑っ

ておられました。どこの世界でもスローライフを提供する側は

ビジーライフになるようです。 

 斯く言う私も、恥ずかしながら夕食

は途中で買った噂の”佐世保バーガー”

を車中でいただくファーストフードラ

イフになってしまいました。 
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大村湾の夕日です 



 １日目はやましぎの杜の体験用畑で蕎麦の種まきからでした。講師の甲斐光

さんにあらかじめトラクターで耕してもらった６アールほどの畑で、条件が良

ければ焼き畑をする予定でしたが、連日の夕立の影響で焼く予定の草が乾いて

おらず残念ながら火を入れることは出来ませんでした。しかし山の上の畑にし

ては大変広い畑です。横１列になって蕎麦の種をまき、鍬で軽く耕すように土を

かける作業が終わったときには、やっと終わっ

た！という感じで慣れない作業に皆さん大変疲れ

たようでした。 

蕎麦まきの後は一息入れてから、夕食の準備とお

風呂の準備に取りかかりました。地元の立山キミ

子さんが料理の指導です。甘煮とサラダを女性陣

が担当して、かまどでご飯たきと、五右衛門風呂沸

かしを男性陣が行いました。今回初めて顔を合わ

せる参加者も多かったのですが、皆さん手際がよ

く、６時前には食事の準備が出来てしまいました。ふるさと協力隊として諸塚で

活躍中の田辺君が用意してくれた、地元でも大変貴重な「イワタケのおひたし」

や、囲炉裏で焼いた椎茸や茄子も加わり豪

華なメニューになりました。 

交流会には諸塚村観光協会長の黒木重人

さんや、役場の甲斐企画課長も加わり、大変にぎやかな交流会になり、一度お開

きをした後も、遅くまで話が続いていました。 

２日目は早めに起床して朝食をとった後、松の平地区にブルーベリーの収穫

に向かいました。畑の持ち主の平賀さんが、９年生の成木のあるブルーベリー園

で、木は大人の背丈よりも大きく成長しています。黒い実が鈴なりになってい

て、普段でもブルーベリー狩りの受入もしているようです。短い滞在時間でした

が皆さんたくさん収穫して、胃袋の方にもだいぶ入れ、お土産用にもたくさん

買っていました。 

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６８回 平成１８年８月２６日（土）～２７日（日）    

遅くまで話が続きました。 



まちの声 受講生のコメント 

★古民家で過ごせたことがうれしくて、こんな家に住めたらと思いました。 

★つくづく古民家はいいなあと思いました。 

★しいたけがうまい！ 

★（やましぎの杜は）とても素敵なところでした。 

★カヌーが難しかった 

★ブルーベリーが食べられてよかった。 

★焼畑が出来なかったのは残念。 
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最後の体験は、渓流カヌー講座です。会場のしい

たけの館２１下河川は、昨年の台風で川岸が削られ

土砂で埋まっていましたが、６月になんとか修復し

ました。ところが８月１７日の台風で再び砂利で埋

まって少し浅くなり、流れが早くなっていました。

ですので初心者にとってはあまり良い条件ではあ

りませんでしたが、皆さん遡上するサケさながら、

必至になってパドルを漕いでいました。そのせいか

通常より短時間ですごく上達していたように思い

ます。一生懸命漕いでお疲れのようでしたので、約

１時間でカヌーを終了しました。 

カヌーの片付けを終えたあとの昼食は、しいたけ

の館２１のピロティーに机を出し、どんこ亭のメン

パ弁当を食べました。少し暑かったですが、時折吹

く川風がとても涼しく感じました。最後に全員で記

念撮影をして、今回のやま学校を修了しました。 

最近夕立が多く天気が心配でしたが、２日とも良い

天気に恵まれ、残暑の中での「やま学校」になりま

した。初参加のお子さんも含めて、皆さん夏の良い

想い出になれば幸いです。  受講者 １１名 

古民家はいいなあと思いました 

やまの声 世話人 山本多喜弥 

やま学校へのご参加ありがとうございます。私たちも、町のいろいろな人達と交流

が出来てとても楽しいですし、 自分自身リフレッシュ出来るので大変いいです。 こ

の様な体験交流をこれからも継続してもらいたいです。       

やまもと たきや 

川を楽しむカヌークラブのメンバーであり、森林活動のフォレスト

ピアメンバーでもあり、諸塚にある全日本玉入れ協会九州協

会の副会長でもある。本職は、実は森林組合支所長。 



マメ知識 ～料理はシンプルに！ 

８月に入ると食卓にのぼるようになり、特産

品販売所「もろっこはうす」などでもお盆の頃

からだされ始めて、９月中頃まで店頭に並ぶ

「ミョウガ」。ショウガ科で東アジアが原産、

日本には３世紀頃入ってきたようです。諸塚村

でも家庭菜園等で広く栽培されています。あの

独特の苦み、香りがそうめんや冷や奴、刺身の

ツマによく合いますね。醤油漬けなども美味し

いですし、塩もみ、甘酢漬けなどお好みで味付

けが出来ます。スライスして水にさらしたもの

に味噌だけを付けたものは、焼酎やビールの

ちょっとしたつまみにもってこいです（あ～のどが渇いてきた）。あく抜きなど

特別な前処理なしに食べられるのもうれしいところです。 

 私たちがよく知る赤みを帯びたミョウガは、地面から生えているように見え

ますが、あれは実は花の部分で、葉と茎のように見えるのが葉で、偽茎と呼ばれ

る葉の部分だそうです。地下茎から葉と花を別々に出しており、私たちは主に花

の部分を食べているということです。花が出る前の若い葉はミョウガタケと呼

ばれ、これも食されます。 

意外なことにミョウガを食用としているのは日本だけだそうで、あの苦さが

旨みに感じられるのは日本人だけなのでしょうか。ちなみにミョウガを食べる

と物忘れがひどくなるという迷信は、昔物忘れが激しいお坊さんがいて、そのお

坊さんの墓からミョウガが生えてきたからとい

う伝説と、刺激が強いので子供があまり食べない

ようにという現実的な話があるようです。 

 諸塚村では、長く木材価格の低迷が続く中、農

林家を支える諸塚の気候風土に合った作物の研

究をしていますが、間伐した後など森林内の湿っ

た場所でも栽培できるワサビやミョウガも候補

に挙がり、来年度にはその調査が始まります。近

いうちに諸塚ブランドのミョウガがお手元に届

くかも知れません。 

 以前テレビでもやってましたが、同じ仲間のショウガは、熱を通しても香りが無くならな

いのですが、ミョウガは熱を通すと香り成分が大幅に減ってしまい、独特の香りも味も非常

に薄くなってしまうそうです。そういう理由でミョウガは生食に限られ、料理のレパート

リーが広がらなかったようです。シンプル・イズ・ベストのようです。 

諸塚を食べる！（１２） ミョウガ  
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ミョウガの葉です 



大豆応縁倶楽部 ～夏の現況報告 

恒例の大豆応縁倶楽部第７期。夏の現況報告です。 

７月１日に計画していた『植え付けツアー』は、残念ながら悪天候のため畑の

準備が出来ず中止になってしまいました。でもそのあと、本誌先月号でも紹介し

た「たんぽぽ保育園」の皆さんに手伝っていただいて植え付けをしました。みん

な一生懸命頑張ってくれて、植え方がとて

も上手だったのか、順調に育ち、見る見る間

に約３０㎝ほどの大きさになっています。

もう畑は一面みどり色です。先日上陸した

台風にも負けずに頑張っています。 

 さて、今度こそという次回のツアーは、

『草取りとだんごつくり』を企画してみま

した。 

【日程】平成１８年９月３０日(土) 

【内容】午前１０時     もろっこは

うす｢ふれあいの森｣集合 ※宮崎交通諸塚バス停前 

    午前１０時３０分  七ツ山地区集合 ～作業開始 

午後 １時     だんごつくり体験 

    午後１５時     現地解散(予定) 

※小雨決行ですが、大雨等の場合日程が変更になる場合があります。 

【参加料】 お一人様 １，５００円(昼食代を含みます) 

【締 切】 ９月２５日(月) 午後５時まで 

【お申込み・お問い合わせ先】 

諸塚村観光協会 しいたけの館２１ 

(開館8:30～17:00 休館日：毎週水曜日) 

大豆応縁倶楽部係 

℡０９８２－６５－０１７８ 
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諸塚の祭り(1２) 

「フォレストピア 森林文化セミナー」  
 テーマ『林業体験とカヌー体験』 

期 日：平成１８年９月１６日（土）～１７日（日） 

場 所：諸塚村内 

宿 泊：六峰館 

主催・企画 フォレストPIA 諸塚 

 フォレストピアとは、森林（フォレストforest）

と理想郷（ユートピアutopia）の造語で、人々が

森林のめぐみを利用して、いきいきと心豊かな生

活ができるところ、即ち「森林理想郷」を意味し

ます。１９８７年に高千穂町、日之影町、五ヶ瀬

町、諸塚村、椎葉村の５町村をモデル圏域に実施

されたもので、今年で２０年目を迎えます。都市

に対し山村地域のすばらしさを示し、山村の住む

人たちも山村の良さを再認識し、自信と誇りを

もって森と山村に生き続けられるように、森や山

村との交流を積極的に行ってきました。その中心

になっているのが、フォレストＰＩＡの皆さんで

す。 

定期的に山村体験ツアーとして「森林文化セミ

ナー」を開催していますが、今回は諸塚村で林業

（下刈り、枝打ち）とカヌー体験を実施します！ 

問合先・連絡先 

 エコミュージアムもろつか「しいたけの館２１」 

TEL:0982-65-0178  

FAX:0982-65-0189 

（水曜日休館） 

編集後記 

お盆を過ぎても一向に涼しくならないと思っていましたが、朝晩は少し涼しくな

り、そういったときは秋の気配も感じるようになってきました。若い頃はぎらぎら

した夏が好きでしたが、海や川で遊ぶことも少なくなってからは夏が苦手になって

いました。カヌーをはじめてからまた少し夏が好きになりましたが、２年続けの台

風で川に入る機会が減り、自分と夏、自分と川（海）をもう一度カヌーでつなぎな

おしたいと考えた夏でした。（直）お盆前に、都会に住む甥っ子達が遊びに来まし

た。子供たちの要望で早朝にクワガタ探し。時期が遅いのであまり期待してい

なかったのですが、ちょっと小ぶりといえどもクワガタをゲットできました！

子どもたちも「諸塚すげえ！」と大喜びでした。（矢） 
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【９月の予定】 

９月１６～１７日 

フォレストピア 

「森林文化セミナー」  

９月２８～２９日 

宮崎大学「森のエコゼミナール」 

９月３０日 

大豆応縁倶楽部ツアー 

「草取りとだんごつくり」 

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。 


