
森の風の記憶 

Presented by 諸塚村観光協会「まちむら応縁倶楽部」 

７月の出来事 

７月１２～１３日エコツアー「諸塚でやま学校しよう！」 

７月２５日 海幸・山幸「ブルーベリー祭り」 

８月１～３日 第 54 回木材産地ツアー 

８月３日 諸塚夏祭り 

諸塚の四季 Ｖｏｌ.ⅢⅩⅣ  大きな鯛は鯛ではない？ 

漁業の方たちが全国一斉に休漁するという思い切った行動に

出ました。ずいぶん前から燃料の高騰と魚価の下落で厳しい話

は聞いていましたが、この原油高で危機的な状況だそうです。大

変な決断だったのでしょうが、国への補償要求のパフォーマン

ス色が協調されたのは、いささか残念でした。 

 価格形成に原価が反映されない典型的なものが農産物です。

あるニュースによると、近年水揚げされた魚の過半は、セリでな

く、大手スーパーなどのバイヤーなど大口流通業者との相対取

引だそうです。大量に引き取り、決まった値でしか受け取らない

買い手市場のようです。今回のストも「荒天の休漁と考えれば影

響なし」という流通のコメントもありました。しかも、事前にチ

ラシで価格が決まっているので、定番の規格商品ばかり大量に

必要で、たまに出る極上品や規格外のものはあてにされない。家

庭に合わせて旬を届ける町の魚屋さんでなく、均一パックの商

品が並ぶスーパーに頼る消費者が、その流通を支えています。 

 私には、鯛は大きい方が良いように思えますが、ある本による

と流通業界では料理の折に入るものだけが鯛と呼ばれるそうで

す。知らないうちにできあがっている経済効

率という名の文化の衰退ではないか。 

 食品偽装の原因の根幹には、食べる人とつ

くる人のお互いの価値観を見えなくしている

ことがあると思います。いま農林漁業者に必

要なのは、食べる人、使う人とのつながりの回

復ではないでしょうか。（矢） 
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最初の体験は、南川久保のブルーベリー園でのブルーベリー狩りです。７年前

に栽培をはじめた園内には、１７種類ものベルーベリーがあります。小さくて甘

いの、大きい粒で甘酸っぱいのなど、一株ごとに味を確かめながらちぎりました。

袋いっぱいになっている受講生もいて、「こんな静かで美味しい仕事なら、ここ

で雇ってもらおうかな」と冗談も出ていました。 

その後、飯干へ。車に揺られること約４０分、道中川添いのネムノキのピンク

の花が目を楽しませてくれました。飯干特産品販売所に到着すると、西田稔幸公

民館長さんをはじめ、さえんば応縁倶楽部のこま

め倶楽部、山﨑正一前館長、それから麦あやしを指

導の山本武一さんが出迎えてくれました。「千歯こ

き」と「唐箕(とうみ)」が準備され、天日干しでか

らからに乾いたさえんば応縁倶楽部の麦を、それ

ぞれの道具を使ってあやしました。 

山本武一さんとこまめ倶楽部の方から指導を受

けて、全員が麦あやしに携わりました。昔ながらの

方法を体験することができて満足そうでした。 

次は、フルイで麦と藁などの大きなくずを分け、

それを更に分別するために唐箕にかけます。風を

送りながら麦とそれ以外を分別する道具です。米

や麦などを作っている農家には必需品ですが、初

めて見る人も多く、手前から麦がでてくる様子、そ

してゴミが飛んでいく様子を珍しそうに見入って

いました。 

次は、天然ウナギ捕り講座です。指導は、こまめ倶楽部のご主人と山﨑正一さん

です。ウナギの好物は、「かんたろう (青ミミズ)」

ですが、今年は暑くてなかなか手に入らないなか

で、「あぶらめ (アブラハヤ)」と合わせて貴重な

餌が用意されていました。かんたろうには、私は

全く触れませんでしたが、受講生は皆さん必死に針につけてウナギ捕りの意気込

みが見られた場面でした。 

川への仕込みは、水が流れ込むよどみを選びながら仕掛けていきます。受講生

は、思い思いの箇所に仕掛けました。明日は掛かっていますように！ 

晩ご飯は、こまめ倶楽部の方々に手伝ってもらいながら、小麦粉を使っただご

汁、とれたての野菜の煮物、ヤマメの塩焼きと鹿刺し、それから、あぶらめの天

ぷらに地元の漬け物の盛り合わせと豪華版でした。 

第８３回 エコツアー 受講生 

 平成２０年７月１２日（土）～１３日（日）    

ウナギ捕りへの意気込みを

感じました！ 

 やま学校日記 
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翌朝は、川のせせらぎと鳥の鳴き声に目を覚まし、6時に仕掛

けた場所に集合しました。誰も寝過ごすこともなく、気持ちは

ウナギに一直線です。なんとウナギ２匹と、ヤマメが１匹捕れ

ました！今回のエコツアーは成功だ！と思った瞬間でした。ウ

ナギ採り名人もとても嬉しいようでした。２匹を２０数人で分

けたら・・・どのくらいかなあと思案していると、名人の甲斐

謙二さんから以前自分が捕っていた２匹もいただきました。ウ

ナギさばきの名人は、甲斐和實さん。捕ってきたらすぐに焼酎

を飲ませて冷凍庫で眠らせると暴れずにさばけるようです。 

午前中は、耳川の源流になる飯干渓谷と周辺の散策です。天

気にも恵まれ、和實さんの軽トラックとワゴン車２台で出発です。はじめに展望

台から諸塚山や景色を楽しみました。和實さんは、物知り博士で、草木の名前や

花、川の説明を沢山してくれました。木陰に入るととても気持ちよく涼しい風を

うけて歩きました。白土々呂滝の上流で一涼み、下流でまた一涼み。川に足をつ

け笹舟を流したり涼を楽しみました。遊歩道も整備されていて気持ちよく歩くこ

とができました。 

お昼は、渓流の里に移動して、蒲焼きの準備です。

タレは、甲斐とみ子さんの秘伝。はじめに白焼きを

して、タレをつけて焼くこと２回。美味しそうな蒲

焼きが出来上がりました。熱々のご飯にウナギをの

せ、タレをかけていただきました。ほかにも焼きな

す、塩サバなどなど。笑顔の絶えないお昼ご飯でし

た。飯干公民館のみなさんお世話になりました。 

◆ 何人もの人達のご協力でツアーが出来ました。素朴でキサクな人達との交流

は楽しかったです。 
◆ 初めての参加でしたが、うなぎ捕りやブルーベリー狩り、源流体験など自然に

たっぷりふれ合えただけでなく、地元の方々にあたたかくもてなしていただ

き、親子共々大満足の２日間でした。 

参加者の声      

世話人の声      甲斐とみ子さん（こまめ倶楽部） 

私達は、皆さんとの交流が一番の楽しみです。いろんな話が聞けて、これからの

山村での生活の活力なります。今はお金を出せば何でも手に入る時代ですが、田

舎でしかできない料理やおやつづくりを続けながら、これからもみなさんとの

交流を続けて行きたいと思っています。我が家の秘伝のうなぎのタレはいかが

でしたか。来年もまた飯干で会いましょう！ 



マメ知識 人体に必要なものがすべてあります！ 

いよいよ夏休みに突入です。子どもの部活や習い事などの送迎に振り回されて

いる母に感謝の毎日です。私も毎日４つの弁当作りは、娘の助っ人がなければな

かなかできるものではありません。みんなに感謝です。 

「森の風の記憶」の「諸塚を食べる！」を担当して、毎回何にしようかと自宅

の畑を見回したり、もろっこはうすを覗いてみたりしています。 

今回の主役は、《青じそ》一般的には大葉と呼ばれています。シソ科のシソ属。

中国の中南部が原産の一年草です。日本では古くか

ら栽培される「和風ハーブ」。平安時代には、香辛

野菜として栽培が始まったそうです。一度撒けば、

毎年こぼれ種であちこちから芽を出しますが、ただ

年々香りが薄れたり、葉が硬くなることもあるよう

です。その時は思い切って、新しい種を撒きましょ

う。最近は、年中ある青じそですが、初夏から盛夏、

そう今が旬なのです。 

青じその葉の香りは、食欲をそそり、栄養価も豊富で、芽や葉、花、実まで全

て食べられますが、薬味として使われることが多いようです。細かく切ることで

香り成分の効果が引き出されます。刻んで、酢の物に、おにぎりの具材に、パス

タに、サラダに…。そうめんのつゆにも欠かせません。また加熱することでビタ

ミンＡとしての吸収率も高まります。魚や肉のフライや天ぷらに青じそを巻いて

揚げると臭みもとれ、ビタミンＡの吸収率も高まり言うことナシです。いろんな

食材とあわせて工夫できそうですね。我が家では、いつも新鮮な青じそを使って

います。もう一品欲しい時、弁当に彩りが欲しい時に重宝しています。花はちょっ

とした飾りに、実はしごいて醤油に漬けていただくと美味です。 

驚きの保存方法を見つけました。容器に水を入れ大葉（青じそ）を挿し、空気

に触れないように容器ごとビニール袋に入れて冷蔵庫で保存。なんと１ヶ月も新

鮮なまま。お試しください！（聖） 

青じそには大量のβカロチンのほか、ビタミンＢ郡のＢ１、Ｂ２、Ｂ６、ビタ

ミンＣ、Ｅ、Ｋ、ナイアシンも含まれ、更にカルシウムも豊富で、鉄、カリウム、

マグネシウム、亜鉛なども・・・。人体に必要な成分がほとんどあるのかも知れ

ません。シソの独特の香り成分には強い抗菌作用と防腐効果があり、刺身のつま

や薬味に欠かせません。食中毒を予防したり食欲を増進させて胃の調子を整える

作用もあります。この夏は、青じそで乗り切ってみましょうか！  

諸塚を食べる！(3５) アオジゾ 青紫蘇  
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第54回 諸塚村木材産地ツアー 

 木材産地ツアーは、諸塚村の神楽、祭りなどに開催される定例型と参加者

の日程に合わせるフリー型がありますが、今回のツアーは、偶然ですが熊本

県からと沖縄県からのフリーツアーが同時にあり、合同で開催されました。 

熊本県は、松下生活研究所様と㈱ミズタホーム様ご一行で、京都からＮ様

ご一家が参加されました。阿蘇に移住される予定のＮ様のご自宅を検討中で

す。 

沖縄県からは、クロトン建築設計事務所様のご一行です。沖縄は木造が極

端に少ないため、環境にもやさしく、昔は多かった木造住宅を復活運動中だ

そうです。現在、産直住宅を検討中のＹ様のご自宅を設計中です。 

熊本グループは２日間、沖縄グループは３日間でしたが、それぞれの地域

の家づくり活動の情報交換をするなど、有意義な時間が持てました。 

期 日：平成２０年８月１日(金)～３日(日) 

★熊本と沖縄からのご参加でした！ 

沖縄・下地様（クロトン建築設計事務所） 

初日の「へいだの里」の漆黒の闇の静かさ、星の美しさは見事でした。 

また、朝の散歩で集落の風景を見ましたが、路傍に植えられた花や手入れ

の行き届いた畑など、さりげなく美しい集落を

感じました。 

木材加工センターの木材製品のきちんとし

た管理のされ方、丁寧なつくられ方は、家づく

りをするものにとっては、とても感動でした。 

漆黒の闇の静かさ 

星の美しさは見事でした！ 



エコツアー「諸塚でやま学校しよう！」エコツアー「諸塚でやま学校しよう！」  

  第８４回第８４回  99月期生月期生  募集開始！募集開始！  

諸塚型エコツアー「諸塚でやま学校しよう！」。好評の、

お茶摘み、田植え、そばまきなど四季折々の「森の体験講

座」と、山菜、そば打ちなど山の幸の「食体験」、そして

村内各集落を回り、祭りや文化や人に触れる「やま学校特

別講座」と盛りだくさんです。  

さてさて、第８４回の今回は、毎年好評の焼き畑の蕎麦

まきです！秋の蕎麦打ちを楽しみに、焼き畑づくりと蕎

麦まきをします。そして、お彼岸を控えて、懐かしい『彼

岸だご（だんご）』つくり。おばちゃんの指導で、家庭に

伝わるいろいろなだんごに挑戦します。２日目は、 残暑

厳しい中、カヌーに体験です。諸塚の渓流で、自然の新し

い醍醐味を見つけてください！ 

やま学校のベテラン教授？の指導で、楽しい森を体験

し、村人と語り、山の幸に舌鼓を打つ。懐かしい五右衛門

風呂、朝は小鳥のさえずりで目を覚まし、かまどで炊いた

ご飯をいただく。さあみなさん、諸塚でやま学校しよう！ 

 

日 程 平成２０年９月６日(土)～７日(日)  

内 容 森の体験講座 焼き畑の蕎麦まき講座 

食体験講座  幻の味 彼岸だごづくり体験 

やま学校講座 渓流でカヌーをしよう！  

参加費 ５､５００円/人（１泊３食付） 

 ３歳児以上中学生以下４,５００円 ３歳児未満：無料 

日帰り２,５００円/人（体験料と夕食含む）  

場 所 諸塚村大字七ツ山 森の古民家「やましぎの杜」  

定 員 ２０名（先着順）  

集 合  午後１２：３０「しいたけの館21」集合 

問合先 諸塚村観光協会 しいたけの館２１ 

  TEL０９８２－６５－０１７８ 

  FAX０９８２－６５－０１８９ 

締切 平成２０年９月２日（火）  

 

編集後記 

先日、諸塚中学校吹奏楽部が県のコンクールに出場。12名の部員の
内、11名が3年生。生徒不足で今年限りで廃部が決定し、今回のコンクー
ルが最後の舞台でした。なんと最優秀賞と南九州大会の切符を手にした
のです。受賞の瞬間を生徒や保護者の皆さんと一緒に体験することがで
きてとても光栄でした。（聖）毎年夏には、村内の集落を回る座談会が
あります。村政の改善への意見や施策の説明の為の時間ですが、なか
なか会えない方に久しぶりにご挨拶できる貴重な場でもあります。
(矢) 
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【８月の予定】 

８月７～８日宮崎大学農学部 

 杜のエコゼミナール 

８月１１日 

 宮崎県民フォーラム in 諸塚 

８月１６～１７日 

 さえんば応縁倶楽部ツアー 

８月１８日視察 (岐阜大学) 

８月２６日 

 広域観光セミナー 

イベント情報  諸塚の祭り(3５)  

蕎麦の芽 

渓流カヌー 


