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８月の出来事 

８月７～８日宮崎大学農学部「森のエコゼミナール」 

８月１１日 宮崎県民フォーラム in 諸塚 

８月１９日視察 (岐阜大学) 

８月２６日 広域観光セミナー 

諸塚の四季 Ｖｏｌ.ⅢⅩⅥ  ものの値段の仕組み 

先日、Ｈ市での某シイタケ種駒メーカー主催の講演会に呼ば

れました。私は、シイタケについては専門外なので、講演では木

材の話をしました。木材価格の暴落について、多くの林業家の皆

さんは、木材価格が市場の値段を目安に決まっている様に思っ

ていますが、実際の市場の取引シェアは全国平均で２０％しか

ありません。多くは直接ハウスメーカー等との取引であり、相対

(あいたい)で値段が買いたたかれて決まっている場合が多い。 

だから、木材でも椎茸でも直接お客様が見えるルートを持つ

ことが大切で、使い易い高品質の製品がつくれて、評価が上が

り、値段もお互い理解しやすくなることを説明しました。 

 乾しシイタケは、ここ１年価格が急上昇していますが、残留農

薬等の問題で中国からの輸入品が２割減少しているようで、流

通業者の品薄感は強く、今後も市況は高止まるであろうという

ことです。これも市場の都合で、品質や生産者、消費者の問題で

はありません。 

 主催メーカー曰く「品薄感で一般家庭やレストランなどの業

務用の並品以下の値段が上がっているだけで、美味しい高品質

品は停滞している。生産者はつくれば良いでは将来性がなく、収

量安定と、品質を上げることで消費者が評価し、気まぐれな市況

に頼らず、安定した値段がつける方法を確立させるべき」 

 木材やシイタケを含めて生産者が市

場だけに頼らず、流通をうまく使いな

がらやっていける力をつけるべき時代

がもうそこに来ています。（矢） 
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恒例の宮崎大学農学部地域農業システム学科の学外実習「森のエコゼミナー

ル」が開催されました。平成１４年から始まったのですが、今回が初めての雨模

様の中での開催となりました。７月から雨が少なくかんかん照りでしたので、学

生さんが恵の雨を運んでくれた感じです。 

 午前中は、参加者６２名全員一緒に木材加工センターで製材工場を見学したあ

と、しいたけの館２１でオリエンテーションと昼食を済ませました。 

午後は２班に分かれての宿泊体験です。１班は、七ッ山地区での体験です。最

初は《地鶏つぶし》です。小雨の中、３羽の地

鶏を遠巻きに見つめる大学生、森の案内人の甲

斐耕平さんが指導します。中学生の頃に地鶏さ

ばきを習った事や、昔のご馳走だったことなど

の会話を交えながら、先生と２人の学生がつぶ

しに挑戦しました。可哀想という声も聞かれま

したが、みんなが口にしている鶏肉も同じなん

だと説明すると、少しは納得したようでした。 

血抜きをして熱湯をかけ、羽根をむしりま

す。これには遠巻きにしていた女子学生も参加

しました。生き物が食べ物になったと解ると、

ある程度抵抗はなくなるようです。鶏は、一部

の内臓と爪以外は全て食べられると聞き驚い

たようです。足の皮もきれいにとっていまし

た。 

食べ物になった地鶏を料理する地鶏さばき

に立候補した７人が厨房に残り、ほかの皆さんは大豆畑

の草取りに向かいました。一番広い畑で、大豆と同じく

らいに生長した草採りは、雨の降る中の作業でした。皆

さん、黙々と頑張り、１時間できれいになりました。「鶏

のショックが草取り作業で癒されました。」という女子学生さんもいました。 

 晩ご飯は、みんなでつくりました。七ッ山婦

人加工グループの指導です。地鶏さばき班も、

耕平さんの指導で上手に解体し、肉は美味しい

うま煮に、骨は塩でボイルに。「地鶏のうま煮」

「冷やしそうめん」「きゅうりの漬け物」「鶏

殻のボイル」「サラダ」「こふきいも」とずら

りとテーブルに並びました。みんなで鶏に感謝

し、「いただきます」をしました。 

森のエコゼミナール 宮崎大学農学部 

 平成２０年８月７日（木）～８日（金）    

つらかったけど大きく

考えを変えれました！ 

 やま学校日記 
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２日目は、畜産振興センターで牛の世話をしま

した。牛に餌をやるのと子牛を柵につないでブ

ラッシングする作業を体験しました。餌は、牛の成

長の具合できちんと量を守らなければなりませ

ん。センター職員の指導で、慎重に作業します。お

なかの空いた牛たちは食欲旺盛です。ブラッシン

グする学生さんは、初めてさわる牛におそるおそ

る近づいていきます。本当は、初対面の人間にさわ

られる牛の方が怖いのです。時間が経つと慣れて

きて、丁寧にブラッシングしていきます。きれいに

なる頃には、子牛が愛おしくなるようです。 

昼前に、池の窪グリーンパークに移動し、森林見

学とハーブカレーの昼食をとりました。いつもは

青空の野外で行う最後のふりかえりは、雨の中で

ログハウスで行いましたが、「命の大切さ感じた」

「良い木材製品を作るための努力が素晴らしい」

「食の大切さを、痛感させられました」「牛の世話

は、良い体験になった」など、活発な意見が出てい

ました。 

わずか２日間でしたが、得るものも大きかった

のではないでしょうか。将来の農林業を担うであ

ろう若者の将来に大いに期待したいと思います。 

◆ 鶏から肉へとさばくという普段では行えない貴重な体験が出来た。また、森林

と地域の人らの関わりを知れた。 
◆ 自分たちの生活のために、自分たちの知らないところで多くの人が頑張って

いるのが分かった。 

◆ほとんどが実際に自分の肌で感じながら作業をすることが出来たので、とても

新鮮な感じで良かった。 

◆鶏をつぶす作業にどうしても参加できなかった自分が、みんなに悪いと思いま

した。つらい作業を率先してくれた人に有難うです。 

◆地鶏をさばいているときは、ただ単に残酷だなと思っていたが、今まで何も考

えないで肉を食べていたときから大きく考えを変えれた気がした。 

◆鶏が絶命する瞬間は目を背けてしまった。なかなか直視はできないが、頑張れ

ばよかった。 

◆牛のえさやりや誘導は重労働で、ハエや牛糞と格闘しながらだったが、とても

楽しい体験で満足だった。 

参加した学生の皆さんの感想      



マメ知識 焼きナスは強火で！ 

職場の窓越しに見える畑には、赤ジソや芋の葉、それから多分かぼちゃの葉か

な？生い茂っています。稲も穂を付け少しお辞儀をしたようです。朝の日差しは

そこまで強くなく、トンボが飛びかい、秋が近いなあ・・・とぼんやりと外を眺

めています。そういえば、朝晩コオロギやスズムシも涼しげな音を奏ではじめま

した。 

さて我が家の畑を覗いてみると、なすびが元気に枝を伸ばしています。今回の

主役の決定です。ナス科のナス属で原産地はインド、高原を好む植物で、日本に

は中国から伝わり奈良時代には栽培されていたそうです。その頃から漬け物など

に使われ、古くから日本人に親しまれた野菜の一つ。果皮の紫色は、有害な紫外

線をはね返す働きをします。太陽が当たると紫はますます濃くなり、色つやの良

いナスが育ちます。露地物は夏から秋にかけてが収穫期。夏が近づくと我が家の

井戸には初もののなすびを必ずお供えしています。理由は分かりませんが、形が

悪くても小さくても初夏の我が家の風物詩となっています。 

夏野菜は全般に体を冷やす作用があります。特になすびにはその効果が高いよ

うです。また「コリン」という成分が含まれていて血圧を下げたり、胃液の分泌

を促したり、肝臓の働きを良くするということです。 

クセのない味で、和風、中華、イタリア料理などの洋風まで幅広く使われてい

ます。低カロリーでヘルシーなので、焼きなすはダイエットにお進めです。油と

も相性が良い食材です。炒め物、煮物、揚げ物なんでもこい！ですね。 

秋になると、昼夜の温度差が大きくなり、果肉がしまっ

てより一層おいしくなるそうです。《秋茄子は嫁に食わす

な》ということわざがあります。これはお嫁さんを大事に

思ったことわざだそうで、体を冷やす作用があるので体調

をくずさないようにという気遣いからとか。私はてっきり

姑さんが意地悪したものと思っていました。もうひとつ

《親の小言と茄子の花は千に一つの無駄もない》なすびの

花は咲けば必ず実をつけます。親の意見も同じように、す

べて子のためになって無駄がないということで、子を思っ

て話す親の意見は聞くべきであるという教えなのだそう

です。（聖） 

焼き茄子の話を一つ！みなさんはナスを焼くときの火加減はどうしています

か？弱い火で時間をかけると火が通るまでに水分と一緒に旨みまで逃げてしま

うそうです。強火で焼くことがおいしさの秘訣です。お試しください！  

諸塚を食べる！(3６) なすび 茄子   
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第８５回 エコツアー「諸塚でやま学校しよう！」 

やましぎの杜では毎年、裏の畑で蕎麦をつくっています。先日行われたエ

コツアーでは、恒例の蕎麦蒔き体験をしました。世話人はやましぎの杜の名

人・甲斐光さんです。 

そばは、蒔いて７５日で口にすることができるので、食糧難の昔は、貴重

な非常食にもなったようです。やましぎの杜の蕎麦は、諸塚の地蕎麦で、他

所で見かける外来種の混じる大粒のそばより、小粒で歩留まりが悪いのです

が、味は抜群に良いそうです。 

そば種を準備し、受講生みんなで横一列に並んで蒔いていきます。畑の縁

は地獄蒔き（下にそのまま落とす）でねらいを定めて蒔きますが、全体は空

中に向かって投げ揚げて、２～３ｍ先に落とすように蒔いていきました。蒔

き方が悪いと、蕎麦の発生が均一にならずに収穫量に影響するので、光さん

が子どもの頃は、大人しか蒔けなかったそうです。でも今回は小学生５人も

一生懸命に丁寧に蒔きました。 

種蒔きが終わるとそれに土をかけますが、光さんが「蕎麦の種を隠すより

自分の恥を隠せと言うように、少し隠れればいい」のことわざを教えてくれ

ました。うまいことを言うものですね。 

期 日：平成２０年９月６日(土)～７日(日) 

「やましぎの杜の蕎麦蒔き」 

小粒の地蕎麦の味は抜群です！ 



黒岳もみじ祭り第黒岳もみじ祭り第1100回記念事業回記念事業  

「黒岳もみじ祭写真コンテスト」募集開始！「黒岳もみじ祭写真コンテスト」募集開始！  

黒岳黒岳（１，４５５.３ｍ）は、諸塚村の最高峰で、

最大規模のブナ林のあるところです。秋の紅葉に時期に

合わせて、もみじ祭が開催されていますが、今年は１０回

目を迎えます。   

 今年は、記念事業として写真コンテストを実施するこ

とになりました。写真家の皆さん、行楽を兼ねて応募して

みるのはいかがですか。 

 

＜黒岳もみじ祭写真コンテスト＞ 

テーマ「もみじ」 

 （撮影場所は自由ですが、諸塚村内の写真を推奨） 

賞 金 最優秀賞       １点 ５万円   

黒岳賞（諸塚村観光協会長賞） １点 ５万円 

優秀賞            若干 ３万円 

佳 作            若干 １万円 

応募締切 平成21年1月１５日（木）当日消印有効 

入賞者発表  平成２１年３月予定 

※詳しくは諸塚村観光協会にお問い合せください 
http://www.vill.morotsuka.miyazaki.jp/02news/images/
kurotakemomijiH20.pdf 
 

＜第10回黒岳もみじ祭＞ 

日 程 平成２０年１０月２６日(日)  

場 所 諸塚村黒岳登山口広場  

内 容 ８時３０分受付開始  ９時３０分～開会行事 

  ウッドカットで登山開始１２時～ 下山後交流会 

  アトラクション（七ッ山子ども太鼓・小原井神楽） 

※特産品の販売を予定しています。 

※先着順で記念ペナントを進呈します。 

 ※時間及び内容は変更になる場合があります。 

主 催 黒岳もみじまつり実行委員会（会長岩本国和）  

後 援 諸塚村 諸塚村観光協会  

問合せ先 諸塚村観光協会 ℡0982-65-0178 

編集後記 

先日、やましぎの杜の畑でとうきびちぎり（トウモロコシの収穫）
をしました。テレビのCMのようにはいきませんでしたが、軽トラッ
クいっぱいの収穫でした。やましぎの杜の古民家に吊しています。風
情がありますよ（聖）迷走台風で心配しましたが大きな被害もなく済
みました。しかし、次は国民不在の政争の末に解散風が吹きそうで、
小さな村では選挙事務の関係で秋の休日のイベント日程への影響が
ありそうです(矢) 
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【９・１０月の予定】 

９月２０日 

 諸塚夏祭りぎゃあな祭 

９月２７～２８日 

 出会いふれあい交流事業 

１０月３～４日 

 第 10 回九州森林フォーラム 

１０月１１日 

 諸塚ふれあい釣り大会 

１０月１５～１７日 

 森のエコスクール 

イベント情報  諸塚の祭り(3６)  

黒岳山頂のブナの巨木 


