
森の風の記憶 

Presented by 諸塚村観光協会「まちむら応縁倶楽部」 

１２月の出来事 
１２月２日 産直住宅宮崎市Ｍ邸上棟 １２月３日 産直住宅長崎市Ｍ邸上棟 

１２月９～１０日 産直住宅熊本県合志市「木楽」完成 

１２月９～１０日 大豆応縁倶楽部「収穫祭」 

１２月９日 ハーブ講座「手作りリースでメリークリスマス」 

１２月２０日 産直住宅宮崎市Ｈ邸上棟、福岡県小郡市Ｙ邸上棟 

１２月２３日 クリスマスチャリティーコンサート i n しいたけの館２１ 

諸塚の四季 Ｖｏｌ ⅩⅥ 学生への期待 

 新年明けましておめでとうございます。今年も「まちむら応縁倶楽

部」を宜しくお願いします。１２月号ですが、お手元に届く時期を配

慮し書き出しましたが、実は原稿を書いているのは師走のさなかで

す。師が走れば、我々も走らない訳にはいきません。 

 そんな慌ただしい中に森のエコゼミナールに参加した大学生の感

想レポートが届き、時間を忘れて興味深く読ませていただきました。

諸塚でのゼミの主眼として、いつも意識している現代の若者へ問題

提起が３つあります。 

①机の上から脱出し、自然や牛・鶏などの生き物と接し、それが人間

の生活と深く関わり、食べ物や生活の糧になることをあらためて

自覚し、自分の生活が自然とつながることを心とからだで学ぶ。 

②たった２日間であるが、特殊な体験をする訳ではないこと。山村生

活は、都市生活の原点であり、決して現実離れしたものではない。

むしろ今の都市生活が、人間の本来すべきことをしなくて済んで

いる、人任せにしている現実から遊離した日常の上に成り立って

いることを自覚する。 

③自分達の世話をしてくれる集落の人たちと接することで、社会の

ため人のために生きることはそんなに難しくなく、むしろ精神生

活を豊かにし、自分のためにもなることを学ぶ。  

 果たしてレポートでは、ちゃんとわかってくれて

いるように感じました。日本の将来は明るいぞ！ 

 でも、小学生の作文もですが、今の子供たちは文

章がうまいし、自分の考えが上手に整理できます

ね。自分の学生時代はこんなに物わかりが良かっ

たっけ？とちょっと考え込んでしまいました。 
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今月のやま学校日記は、スタッフ３人のリレーです。  

 今年最後、７０回目となるやま学校が行われました。

前日から天候がぐずつき気味で、予定していたそばの脱

穀はできずに、おなじみの世話人・甲斐真由美さんの指

導で竹の箸作りをしました。慣れた人は６膳も７膳も

作ったり、形に工夫したり、それぞれにこだわりの箸を

作っていました。真由美さんはさすがで、火であぶって

曲げたりしながらスプーンを作っていました。 

 箸作りの後は、諸塚村産の新そば粉を使った、１０割そば打ちです。やま学校のベ

テランのＳさんは指導もしていただきました。 

料理は、世話人の立山さんの指導で、鶏の甘煮を

つくり、別に立山さん手作りの煮しめも用意して

いただきました。  

今回特別参加のYさんから鯛の差入れがあり、シェフSさんによる番外編「鯛の塩竃」

作り講座になりました。卵白と塩を泡立てメレンゲで鯛を包み、アルミをかぶせ、炭

火で蒸し焼きにします。できあがりを楽しみにしつつ交流会が始まりました。 

みんなで打ったそばは、少し固いけど味や香りは申し分なく大変おいしいものでし

た。食べながら会話も弾んで来たところで、鯛の塩竃を開く時間です。固まった塩を

叩いて割るのは、１１月初旬に結婚したばかりの参加者Ｏさん夫妻の共同作業という

ことで、そば打ちののし棒で割ってもらいました。お二人ともかなり恥ずかしそうで

したが半分無理やりでした。中の鯛の身は真っ白でジューシー、いかにもおいしそう。

口に入れるとほんのり塩味がきいて、上品な味が口じゅうに広がりました。みんなで

鯛の周りに群がってあっという間に骨だけになりました。        (山本) 

 

２日目の朝は、やま学校定番の塩さばとごはん・味噌汁というメニューに、塩竃の

残りの卵黄でつくったマヨネーズが加わりました。Ｓ料理長の素敵な計らいです。泡

たて器なしで、みなさん交代で気長にお箸で根気よく混ぜました。 

朝食後は、早速かずら細工講座のスタートです。まずは、耕平さんの解説で基本の

編み方・コースターつくりを教わりました。芯にするかずらを井桁型に組み、網み糸

とするかずらを巻きつけていきます。それほど複雑ではありませんが、編み始めがな

かなか難しく、かずらが思い通りに動きません。「う～ん、手があと二本欲しい！」

といった状態。足を使

い、隣の人の手も借り

て、なんとか４～５周

まきつけるとやっと軌

道に乗ってきます。気

がつけば、それぞれに

黙々と作業に打ち込ん

でいました。  

やま学校日記 
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第７０回 エコツアー 

平成１８年１１月２５日（土）～２６日（日）    

こだわりの箸でいただきます！ 
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 途中からふちを上げるようにして編み込んで籠にし

たり、取っ手をつけてみたりとそれぞれに工夫をこら

しました。大きさ･形どれも同じものが無い、個性的な作

品が次々と出来上がります。たった２時間で、コース

ター・鍋敷き・かご・花瓶入れ・リースなどなど、世界

にたった一つの宝物がずらりとならびました。 

今回のやま学校は天候に恵まれず、屋内での活動ば

かりというなかなか珍しい回となりました。そのぶん、

そば打ち・竹箸つくり・かずら細工と、とことん創作活

動に熱中できたと思います。        (田辺)  

２日目の朝は、朝食の準備、部屋の片付けと、手際よ

く自然に役割分担されていました。（お話を伺えば、昨

晩（今朝？）は、１時過ぎまでお話が弾んだとのこと。）

皆さんの手際よさに、しばらくはウロウロ。何かお客さ

んのように朝食をいただきました。 

「かずら細工」は、スタートの基本をしっかりしてい

れば、（基本の３，３，３，４とは？）いろんな応用が

きき、皆さんいろいろなオリジナルも出来上がり、出

来映えもすばらしいものでした。私のは、コースター

がいつの間にか鍋敷きになっていましたが…。 

皆さん作業に没頭し、昔の人は夜なべ仕事でこん

な作業をしていたのかなーなどと、しばらく静かな時間が流れ、すぐお昼です。いやい

や時間も忘れていました。 

昼食は雑炊でしたが、これがまた絶品、鍋の底までこさいで平らげました。片付け、

記念撮影をして現地解散となりましたが、参加された方々の通信網ができあがっている

ことに、あらためて驚きと感謝の気持ちを持ちました。          (松村) 

世界にたったひとつです！ 

まちの声  受講生の感想です 

昔、やま学校を体験した者としては、学校ま

で行き着かず、木の実を食べたり、木の枝や草を集めて秘密の隠れ家を造ったり、木の枝に下がった大

きな葛でターザンごっこをしたり、川の魚をどんどん追い詰めて池を作って集めたりして一日過ごし、

（こりゃ山学校１回や２回じゃないな？）学校に行ったみんなが、下校する声が聞こえてくると、それ

に合わせて帰宅する…。（親も先生もわかっていただろうが、どんな言い訳をしたのか？今では思い出

せない。）山の生活は厳しいものがありますが、このツアーが時間にとらわれず、ゆったりと時が流れ

る場を提供する機会でもありたいなーと感じました。 

やまの声 世話人 松村 泰宏 
まつむら やすひろ  企画課長補佐 

かつて諸塚の特産品開発・販売の草分けを担うなど企画部

門のエキスパート。地域資源の発掘ならおまかせください。 

★ 今回、諸塚村に妻を連れて結婚の報告に来ました。妻も楽しんでくれたと思います。  

★ かずら工芸楽しかったです。作り物が毎回あると楽しいと思います。  

★ やりたかったかずら細工ができて良かった。もっと上手に再チャレンジしたいです。  

★ おにしめがとってもおいしかった。  

★ (Ｙ料理長)料理は満足いただけたか心配です。～皆さん大満足ですよ（スタッフY）   



マメ知識 ～卵の殻の色は？ 

 今ブームの地鶏、諸塚でもたくさんのお家で自家用
の卵を取ったり、食肉用にあるいはペットに？飼われ

ています。地鶏にも定義があるようで、ひなは在来種由

来の血液が50％以上のもので、飼育期間が80日以上、28

日以降平飼いや１㎡あたり10羽以下での飼育が必要と

なっているようです。諸塚では鶏舎で飼っている方も

いますが、数が少ないので地鶏の定義に該当するもの

がほとんどです。 

 私の実家でも15年ほど前までは、鶏と烏骨鶏をその前は牛小屋だったところに金網

を張って飼っていて、“地鶏”だったと思います。卵は食卓で、余ったら近所(200m先)

に配っていました。時々父がつぶしてさばき、鶏肉にしていました。さっきまで生き

ていた鶏が人の手にかかり、食卓に上る生活を小学生時代に経験しています。首を切

られても暴れる鶏を父が押さえて血を抜き、ぐったりしたらお湯につけて羽をむし

る。血抜き作業はこわごわ見ていましたが(姉は泣いていたように思います)、羽むしり

のだんだん鶏肉の姿になるのは、少し不思議な感じがしたのを覚えています。 

 しかし、ある日何者かに鶏が全部殺されました。犯人は、イタチなど肉食の動物で

す。鋭い歯で入り口の戸の木の枠をかじってすきまを作り、小屋の中に入ってやりた

い放題暴れていったようでした。その事件で世話をしていた母がショックをうけ、家

で鶏を飼うことはやめてしまいました。イタチ、テン、タヌキの被害はよくあり、そ

れが原因でやめる人も多いようです。 

 本題の「食べる」ですが、田舎料理の基本のような甘煮（うまに）には鶏肉が欠か

せません。大根、人参等の根菜や椎茸、鶏肉を一緒に煮て砂糖、醤油で味付けをする

甘煮は、エコツアーなど人数が多い場合にも、それほど手間がいらず便利な料理で定

番となっています。 

 食べた印象は、地鶏はブロイラーよりも歯ごたえがあり、味がしっかりしています。

本物の地鶏は“柔らかい”ものではないと思います。宮崎

の地鶏といえば今や有名ですが、地元の飲み屋や居酒屋

で出される地鶏は今はかなりの確率で偽物が混ざってい

るようで、本物は大都市の高級料理店に流れているそう

です。でも高級料理店に行かずとも、諸塚のどんこ亭に行

けば、地鶏親子丼などの料理がお手頃な価格で食べられ

ます（要予約）。新年も諸塚村とどんこ亭をよろしくお願

いいたします。 

鶏の卵の色は、白や茶色などがありますが、これは親鳥の羽の色により左右されます。

白い卵は白い羽の鶏から、茶色い卵は茶色い羽の鶏から生まれます。茶色が濃い方が、

栄養価は高いと誤解があるようですが、無関係だそうです。 

暗い場所で育てた鶏の殻は濃い色に、明るいところでは薄い色になる、つまり保護色の

ような役割だそうです。ちょっとびっくりですね。 

諸塚を食べる！（１６） 地鶏 
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放し飼いの地鶏 

地鶏さばきの指導 



大豆応縁倶楽部 収穫祭 

 今回のツアー当日はあいにくの雨。乾燥していないと”あやし”の作業が出来な

いので、場所をしいたけの館２１に移して作業をしました。 

 「めぐり棒」という、先が回る棒で大豆をたたいて中身を出していくのですが、

これがなかなか難しい！コツがいるようでなかなか思うように回ってくれませ

ん。みんな苦戦しましたが、さすが地元の世話人のおばちゃんたちは、いとも簡単

に何回、何十回と途切れさせず、回し続けていました。さすがです。 

 だいたい豆が出てきたら、大きなゴミを取り除き、「とうみ」にかけます。これ

には、２歳のTちゃんもチャレンジ！お父さんと一緒に風を送るハンドルを一生懸

命回してくれました。 

 Tちゃんの頑張りもあってか、予定の時間よ

り早めに終わらせることが出来ました。今回

は室内での作業と言うことで、収穫した大豆

の半分位しか持って来なかったのですが、そ

れでもなかなかの量になりました。  

 夕食までの時間は、家代のシイタケ農家に

お願いして、原木栽培と菌床栽培どちらも見

せていただき、シイタケ採りを体験しました。 

 夕食は、大豆応縁倶楽部のある七ﾂ山公民

館中組集落の｢稲荷さん祭り｣に参加させていただきました。といっても、お稲荷さ

ん祀りは午前中に済んでいて、なおらい＝集落の忘年会への参加です。なんとカラ

オケまで用意されていて、歌と踊りと笑いの絶えない楽しい夕食となりました。   

 ２日目は池の窪グリーンパーク内のハーブレストラン｢まあ夢｣で、ハーブ講座

です。フルーツポマンダーという芳香剤や魔除けになるボール状のハーブグッズ

をつくりました。 

 天気にはあまり恵まれませんでしたが、その分参加者や地元の方明るさでとて

も暖かい雰囲気のツアーになりました。 

 ２月は、いよいよ今年とれた大豆を使った味噌仕込み体験です。会員様はもとよ

り、飛び入りの方も合わせて、是非皆様のご参加を心よりお待ちしております。  
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期 日：平成１８年１２月９日(土)～１０日(日) 



諸塚の祭り（１６） 

『どっぷり神楽体験ツアー』  

期 日：平成１８年１月２６日(金)～２８日(日) 

場 所：諸塚村大字家代 戸下 

年が明け、冬の寒さが本格化し、雪が舞う頃

になると夜神楽の季節です。諸塚神楽は、九州

山脈の各地に残る神楽の枚の中でも異色のも

のです。その大きな特徴は他に類のない２０

０体を越す神楽面が残っていることです。神

楽のはじめに行う「舞入れ」では、その多くの

神面が一同に並んで道神楽が舞われますが、

他の神楽では見られない圧倒的に壮観な舞で

す。これは、原始神楽の原形＝修験道神楽のな

ごりといわれています。 

毎年１月の最終土日に戸下神楽が行われま

ますが、今年は、神楽の舞台となる神高屋づく

りの準備から片づけまで参加し、その舞入れ

にも加えてもらえるという特別ツアーを用意

しました。 ２泊３日の行程で、村人とふれあ

いながら伝承と山里の生活にどっぷり浸かっ

て体験しようという企画です。是非ご参加く

ださい。 

 

問合先 諸塚村企画課℡0982-65-１１１６   

編集後記 

エコツアー日記で雨天のため出来なかったそば脱穀は、12月6日に作

業をしました。もみで約35㎏、実がしっかりしていてなかなかの出来

でした。一部はそば粉にして「海幸・山幸」で販売しています(ラベルでご確認くだ

さい)。残りは種などに取っておこうと思います。新年も、素朴ながら皆さんに楽し

めるやま学校づくりの応縁をよろしくお願いします。(直)  諸塚村の子供たち

は、高校進学と同時に親元を離れ、下宿か寮生活になります。うちの次男坊も日向

市で寮に入っていましたが、体調を悪くし母親とアパート生活を始めました。先日

の出張の際、母親が都合で留守でしたので、次男坊一人のところに泊まろうと午後

１０時頃、チャイムを鳴らしても応答なし。携帯でも無反応。電気はつけっぱなし。

さては・・・。近所迷惑なので大きな声も音もたてられず、延々と携帯を鳴らし続

けて午前１時にやっと反応が。「ごめん、寝とった」。それから、その日に出発す

る修学旅行の準備を手伝いました。(松)  先日の志伝会の打ち合わせ兼忘年会

で、メンバーでもあり猟師でもある黒木雄介君の、猟を始めて３年目で初めて

一人で仕留めたイノシシが振る舞われました。「ゆったり諸塚」には間に合い

ませんでしたが、自慢話を肴に盛り上がりました。(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 

【１月の予定】 

１月４日 観光協会仕事始め 

１月６日 消防出初め式 

１月１４日  

 シンポジウム（熊本県） 

 「森林認証の森と家づくり」  

１月２７～２８日  

 戸下神楽（夜神楽） 

イベント情報 


