
森の風の記憶 

Presented by 諸塚村観光協会「まちむら応縁倶楽部」 

１０月の出来事 

１０月１１日 ふれあい釣り大会 

１０月１５～１７日 森のエコスクール（延岡市恒富小） 

１０月２５日秋祭り（南川、八重の平、立岩） 

１０月２５～２６日エコツアー諸塚でやま学校しよう！ 

１０月２６日 黒岳もみじ祭  

諸塚の四季 Ｖｏｌ.ⅢⅩⅦ  故きを温ねて、未来を思う 

 村内のH集落の敬老会に呼ばれました。諸塚村の各集落で年２

回開催する「教養講座」の講師も頼まれたのですが、ちょうど見

つけた昭和２２年の諸塚村の新聞記事「森林地帯を行く」をネタ

に、故きを温ねて今を知ることを話題の一つにしました。 

 その記事は３回連載で、初回は食糧難のこと。戦後すぐは、米

は政府に供出され、地元住民は食べる物がなく、山野を探してユ

リやワラビ、クズ、コベなどの植物の根を掘ってすりつぶし、デ

ンプンにして食べるしかない厳しい実情が書かれていました。 

 敬老会の方々は、一様に頷いておられました。次の年にはクズ

も生えないほど根こそぎ食べて飢えをしのぐなど、大変ご苦労

されたことを考えれば、クズがはびこって、草切りが大変だとぼ

やく今の私たちの生活は、贅沢すぎるかもしれません。 

 記事の２回目には、住宅不足のためスギの植林を国策ですす

めるのに、末端の木材価格は高いが、運搬賃や業者手数料に取ら

れ、山主には二束三文しか戻らない現実が書かれていました。 

最後の第３回は、ちょっと明るく、シイタケ、お茶、和紙など

諸塚村の地場の資源を産業にして未来を拓こうという記事でし

た。なるほど、私たちがやっている地場資源を使う地域興し活動

は、決して突拍子もないことではないようですね。今の生活は、

６０年前の先人たちの努力の成果で

す。その苦労を思うと、これからの未

来に大事なことは、経済的な側面よ

り心の持ち方の問題でもあるのでは

という話で締めました。（矢） 
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恒例となった恒富小学校の森のエコスクールが開催されました。 

諸塚村畜産振興センター到着後に、元気な児童の皆さんの声に圧倒されながら

の開校式を行いました。早速、牛の世話が始まります。いつもより遅い時間の餌

やりでしたので、おなかを空かせた牛たちが子供達に負けないほどの大きな声で

鳴いています。牛を見るの初めての方も多く、

大きな体と鳴き声にみんな腰が引けています。

おそるおそる近づいて、さっと餌を投げて逃げ

る子たちもいました。でも「牛の方も怖いんだ

よ」と話をしながら、しばらく餌を与えている

うちに、そのうるうるの瞳と愛らしい餌の食べ

方に慣れてきたのか、牛の頭をなでる子もいま

した。別の班は、牛のブラッシング作業です。

逃げる子牛を捕まえてロープでつないでブラ

シで磨き上げるのですが、牛にふまれたりお

しっこを出されたり、これがまた大変ですが、

そのうち牛に抱きついてなであげる子も．．．。

この牛たちが将来神戸牛、松阪牛などになり、

人間にたべられることも含めて、生き物の大事

さ、それを育てることの大変さを彼らなりに少

しでも理解していただけると幸いです。 

 夕方には宿泊先の「やましぎの杜」につきま

した。まず、竹を使ったマイ箸作りに挑戦しま

した。小刀を使うのは初めての子ども多かった

ようですが、これでご飯を食べることになるので一生懸命に取り組みました。食

事当番の子供達は、晩ご飯つくりをしましたが、メニューは焼き魚、けんちん汁、

かぼちゃのサラダとご飯です。材料の皮むきから切り込み、食器の準備とてきぱ

きと作業をしてくれて、「とても良く気がつくね」と指導いただいた地元の立山

さんと西田美智子さんが感心していました。 

ご飯はかまどで３升８合、火加減の指導を受

けてながら炊きましたが、とても上手に炊きあ

がっていました。地元で採れた具だくさんのけ

んちん汁も、大きな鍋ふたつ分できました。小

さな子供達が食べてしまうか心配でしたが、ほ

ぼ完食でした。よく食べる子ども達でしたし、

最後の片付けも、手際よく流れ作業でてきぱき

できました。お疲れ様でした。 

森のエコスクール 延岡市恒富小学校 

 平成２０年１０月１５日（水）～１７日（金）    

実は牛も怖いんだよ！ 

 やま学校日記 
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２日目は、２班に分かれましたが、そのうち１班

は飯干公民館でお宝マップつくりです。まず、地元

の西田公民館長と寿会（敬老会）の山本武一さん、

甲斐和実さん、藤岡一生さんの３名の案内で、集落

内の散策です。山の竹を切って竹細工をつくって

もらったり、草を摘んだり、むかごをちぎったりと

驚きいっぱいの楽しい散策でした。後半はその戦

利品を使ってのお宝マップつくりです。各グルー

プで思い思いのお宝の地図が出来ていました。 

午後は、バスで移動してしいたけ選別場に。場長

の甲斐健二さんから、シイタケのことについて分

かり易く、懇切丁寧に説明を受けました。選別場内

を見学したあと、商品パッケージの作業をしまし

た。袋にシールを貼る単純な作業でしたが、この袋

を使ったシイタケが店頭に並ぶこと聞くと嬉しそ

うに一生懸命に作業していました。 

最終日は、ほたる橋エコパークの稲刈り作業で

した。農家の甲斐善幸さんの指導でしたが、大雨で

倒れた稲とぬかるむ田んぼで、慣れない鎌を持ち

ながらの作業で大変でしたが、なんとか刈り取り

を終えました。 

最後にふりかえりと各班の体験発表をしました

が、お宝マップの出来映えと発表の説明は、とても

短時間でまとめたものとは思えないような、分か

り易い充実したものでした。 

子供たちと過ごした３日間の楽しい時間でした

が、体調不良やケガもなく無事に済みました。先生

方、地元の皆様のご尽力に感謝します。 

◆ 延岡市では体験できないようなことばかりで勉強になりました。 

◆諸塚村は自然がいっぱいでとても良い所です。 

◆３日間学んだことは、とても勉強になりました。 

◆料理を自分たちで作って食べたのが、楽しくて美味しかった。  

◆ 色々な体験ができて楽しかった。 

◆ また、諸塚に来たいと思います。 

参加した皆さんの感想      



マメ知識 冬至の必須の健康食品！ 

「暑さ寒さも彼岸まで」その言葉どおり、朝晩は肌寒い今日この頃です。台風

１３号、１５号は中国大陸に向かいながらも何かを思いついたように西寄りに方

向をかえるものの、思いのほか災害もほとんどなかった諸塚村です。稲刈りも済

みました。台風の影響かイノシシの仕業か横たわった稲もあるようですが、収穫

の秋です。さて、畑には緑の大きな葉が生い茂っています。葉をどかしてみると

カボチャがゴロゴロ！今月の主役決定！ 

カボチャは、ウリ科のカボチャ属。室町時代末期の頃にカンボジアから入って

きたのが日本カボチャだそうです。カンボジアが訛って「カボチャ」と呼ばれる

ようになり、江戸末期には町で売り歩かれていたほどつくられていたようです。 

日本カボチャは、菊の花のようなしっかりとした溝が縦に入っていて、水分が

多く粘質があって甘みが少なく特有の香りが特徴です。ところが、今主流になっ

ているのが「西洋カボチャ」。これは約２５０年前にアメリカから入ってきまし

た。澱粉の含有量が多く甘みがあります。栗のようにホクッとしているので栗カ

ボチャとも呼ばれています。そういえば、以前ふるさと物産館海幸・山幸の販売

会でお客様に尋ねられたことがありました。あのとき店頭に並べられたカボチャ

は、ほとんど西洋カボチャだったのかも知れません。勉強不足だったなあ・・・。 

この新しいカボチャは、夏野菜の代表で、硬い皮の内側に鮮やかな黄色い果肉

が詰まっています。保存が利き一年中食べることができます。鮮やかな黄色の果

肉にはがんや動脈硬化、老化などを予防するといわれるβカロチン、高血栓作用

があるビタミンE、免疫機能を向上させ血管を保護するというビタミンＣが豊富

にあります。また血圧の降下にも効果があるといわれています。植物繊維も豊富

で便通を良くします。硬い皮や皮の近くにはβカロチン、ビタミンEは豊富です。

天ぷらにしたり肉類と一緒に食べると

吸収が良くなるそうです。 

我が家では煮物は勿論ですが、少し厚

めに切って片栗粉をまぶしてカラッと

揚げて南蛮風にして食べます。蒸しパン

にすり下ろして使ったりすると子ども

達にも好評です。（聖） 

カボチャは厚い外皮に包まれている

ので丸ごとでしたら風通しのよいところで長期保存が可能です。こんなことわざ

が「冬至カボチャを食べると中風（かぜ）にかからぬ」「冬至カボチャに年をと

らせるな」。冬至の頃のカボチャは熟して甘みも増し、栄養分も夏とほとんどか

わりません。作物が不足しがちな冬場の貴重な野菜なのです。 

諸塚を食べる！(3６) かぼちゃ 南瓜   
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第１０回 黒岳もみじ祭 

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た「黒岳もみじ祭」のが開催されました。 

今年は全体的に紅葉が遅くなったのですが、山頂付近のブナ林はほどよく色づ

き絶好のトレッキングコースだったようです。 

曇り空で天候が心配されましたが、今回は１０回目の記念とあって、それでも

３００人弱の山の愛好者が参加し、下山後の交流会も盛り上がりました。恒例の

七ッ山子ども太鼓と小原井神楽のほか、お隣の集落の勇壮な飯干団七踊りが披露

されました。 

地元の熱意もあってか目立った雨

も降らずに日程を終えました。 

期 日：平成２０年１０月２６日(日) 

黒岳もみじ祭「写真コンテスト」 

絶好のトレッキングコースでした！ 

今年は、記念事業として写真コンテス

トの作品を募集しています。写真家の皆

さん、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。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 

 諸塚村観光協会 ℡0982-65-0178 
http://www.vill.morotsuka.miyazaki.jp/02news/images/
kurotakemomijiH20.pdf 



＜世界森林認証祭り＞＜世界森林認証祭り＞  

FFSSCC森林認証の森から～スギで夢を紡ぐ～森林認証の森から～スギで夢を紡ぐ～  

「身近なスギクラフトコンテスト」募集中！「身近なスギクラフトコンテスト」募集中！  

諸塚村は、村ぐるみで森林認証を取得し、毎年３月に世界

森林認証祭りを開催しています。それを記念して、今年も

森林認証のスギを使ったクラフト製品のコンテストを開

催します。 

おもちゃ、積み木、文具、小物などのクラフトから家具ま

で、手に入りにくい高級品でなく、優しい木材が身近にあ

つかえる作品のアイデアを募集します。実際の現物はも

ちろん、実現可能ならスケッチなどでもかまいませんし、

プロでもアマチュアでも、資格は問いません。杉クラフト

でみんなの素敵な夢を紡ぐ企画に是非ご応募下さい。 

＜応募要項＞ 

最優秀賞       １点 ５万円相当の副賞付 

優秀賞        若干 ３万円相当の副賞付 

佳 作        若干 １万円相当の副賞付 

応募締切 平成21年２月２０日（金）必着 

入賞者発表 平成２１年３月予定 

※詳しくは諸塚村森林認証研究会にお問い合せください 

 ℡0982-65-１１１６ 
http://www.vill.morotsuka.miyazaki.jp/09mura/images/
mokoobo.pdf 
 

編集後記 

一雨ごとに秋が深まっています。エコツアーで黒岳登山に挑戦し
ました。登山口広場周辺はそれほど紅葉は見られませんでしたが、登
るにつれて段々と色づいていました。一足先に秋を満喫しました。地
元の方のあったかい料理が最高でした！（聖）先月に山で巨大アケビ
を見つけました。なんとか木をよじ登ってやっと２個奪取。子どもの
頃は、甘い実がうれしかったのですが、種を噛まずに飲み込むのと、
苦い皮に触らないのがひと苦労。山形では、実は捨て皮を料理して食
べるそうです。土地が変われば食生活も変わりますね。(矢) 
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【１１月の予定】 

１１月８日 

 桂集落「霜月祭」 

１１月１５日 

 諸塚駄賃つけ唄全国大会 

１１月１６日 

 諸塚村民文化祭 

１１月２２日 

 諸塚村ＰＴＡ研究大会 

１１月２３日 

 松の平神社大祭 

 七ッ山かあちゃん祭り 

１１月２８日 

 森づくりセミナー 

 

イベント情報  諸塚の祭り(3７)  

過去のコンテスト作品 


