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４月の出来事 

         ４月１９日  第６回諸塚クロスカントリー大会 

４月２４～２５日  九州森林フォーラム @ 福岡県久山町 

４月２５～２６日  第 88 回エコツアー「諸塚でやま学校しよう！」 

  この他、村内の各地区で春祭りが行われました。 

諸塚の四季 Ｖｏｌ.４１ 『「ＭＯＴＴＡＩＮＡＩ」 経済対策』 

 ここ数年、何をするにも環境に優しいことが必要な条件になっ

てきました。国の大型補正予算の目玉は「エコ」のようで、燃費

の良い車はエコカー減税し、効率の良い家電製品にはエコポイン

トをつけることが検討されているそうです。エコとつければ、心

地良い言葉になりますが、国の事業として個人の車の買い換えな

どに税金を投入すると、結局は国民みんなが負担することになり

ます。そして何より、（リサイクルするという建前はあるものの）、

「古くなると捨てる」という事実をどう考えるのか。 

いくら燃費が良くなっても、資源そのものがなくなれば終わり

です。「まだ使えるけれど買わなきゃ損」という雰囲気になれば、

なおさら資源の無駄使いです。結局は、相手が建設業からメー

カーに変わっただけで、旧来型の企業救済です。 

世界に誇る「ＭＯＴＴＡＩＮＡＩ」精神は、森羅万象に命が宿

るとされる日本古来の精神から生まれたそうです。モノに対し慈

しみや感謝の念をもって接し、モノを大事にすることがエコにつ

ながります。 

「国民の総意は景気対策」といいますが、本当にそうでしょう

か。お金も大事ですが、あくまで生きていく手段であり、みなさ

んは「安心・安全」な世の中になることを求めているのではない

でしょうか。本末転倒した論理でばらまかれるお金は、本来の心

や人やモノとのつながりをむしばみます。 

百年に一度と言われる経済の危機は、日

本人の心に宿る、モノやつながりを大事

にする精神や暮らし方の存亡の危機でも

あるようです。（矢） 
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１日目 ４月２５日（土） 

今年度初めてのエコツアーは、宮崎市内から5人、村内1人の参加でした。 

今回は、諸塚神社（立岩地区）春祭にどっぷり参加しよう！と11時に集合し立

岩地区に向かいました。時折、新緑の木々の間から木漏れ日が見られ、緑のトン

ネルをくぐりながら向かいました。受付をすませ境内に上がると、お昼ご飯の最

中でした。中央の座に案内され、一緒にいただきました。地元の方のお重に入っ

たご馳走はどれも見事で、みんなでたくさんいただきました。 

しばらくすると、神楽が奉納されまし

た。「スギノボリ」という二人で舞う軽快

な神楽でした。神楽が終盤を迎えると、今

度は団七踊りの太鼓が始まり袴姿の男性

と着物姿の女性が登場。13段ある踊りに物

語があると説明を受けての観賞で興味深

く観賞することができました。団七踊りの

間にも神楽が奉納され、その勇壮な舞いも

観賞しました。神楽と団七踊りの競演は立

岩地区でしか見ることができません。贅沢

な時間を楽しみました。祭りの最後の餅ま 

きでは、地元の方に混じりながらたくさんの餅を楽しく拾いました。 

その後、宿泊先の「学びの館」がある桂地区に向かいました。道路工事の関係

で回り道をし、途中ハプニングもありましたが、無地に到着しました。道中で、

天ぷらにすると美味しいフジの花も採ることができました。桂地区でも、周辺を

散策しヨモギ、ノビル、ゼンマイ、ワラビ、ユキノシタなどなど、今夜の食材を

集めました。サド（イタドリ）、ウド、タラの芽、タケノコ、新玉ねぎは桂地区

の方が準備してくださいました。夕食のメインは山菜天ぷら。食卓には、地元婦

人の方が作った煮しめ、ウドを酢味噌で、ワラビの酢漬けに自家製大根の漬物と

盛りだくさんでした。また、やま学校生の料理人Ａさんの作った「新玉ねぎと竹

の子のお汁」は絶品で、お代わりが続出でした。  

地元の甲斐重勝さんが「森林を守る使命が

ある。知恵を絞って努力すれば森林を守こと

ができると信じています。」と山を思う気持ち

を熱く語り、やま学校生も熱心に聞き入って

いました。時間が過ぎるのも忘れて地元の方

と膝を交えた交流会も気がつけば１０時前。

翌日の山登りも気になり片付けをしました

が、交流会場は夜中まで盛り上がりました。 

  やま学校日記 
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第88回エコツアー「諸塚でやま学校しよう！」 受講生6名 

平成21年4月25日（土）～26日（日）   

諸塚神社の春祭りをたっぷり堪能！ 
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２日目 ４月２６日（日） 

 昨夜の余韻が残る中、みんなで朝食をつくりました。昨夜から朝方の風に、

なかなか寝付かれなかったやま学校生もいたようでした。甲斐重勝さんも、こ

の時期に、こんな大風が吹くのは初めての事と学びの館に様子をうかがいに来

ていました。朝食をすませて身支度を調え、神山「諸塚山」の山登りに出発し

ました。桂から、大規模林道にでて、六峰街道を走り新緑の山々を眺めながら

のんびりと諸塚山までドライブしました。途中山菜採りの人も見られました。 

諸塚山に着くと、登山道入り口の駐車場は既に満車でした販売当番の七ッ山

婦人加工グループのお弁当を受け取り準備万端です。今年のアケボノツツジは

満開を過ぎ、登山道には花びらがちらほらと落ちていました。また例年より10

日近く早い開花で、昨年と比べると花のつきが少ないようでした。雲が厚く、

風も強く4月下旬とは思えない諸塚山でした。本宮によってお参りをしてから

頂上へ向かいました。小学1年生の先導で無理なく登山ができました。山頂で

は冷たい風が吹く中、身体も手も冷たかったのですがどうにか昼食をすませま

した。記念撮影をバタバタと終わらせ、早々に下山しました。 

何回も登った諸塚山ですが、今回は本当に寒く鳥の鳴き声は風の音に吹き消

され、木肌に触ると冷たく感じ、また一つ違った諸塚山を体験し、春の諸塚山

登山を終わりました。 

飯干特産品販売所で休憩をしましたが、部屋の中はストーブが焚かれており

幸せな気持ちになりました。国道503号を下るにつれて青空が見えてきました

。太陽の光を見るだけで幸せな気持ちになったやま学校生もいたようでした。 

『遊ぶときにはよく遊び！遊びてのちはよく学び！今日より勝る明日を待

て！』と、桂地区の方に教わりました。やま学校の教訓にさせもらいましょう

か・・・。今年度第１回目のやま学校、立岩地区・桂地区の地域ぐるみのおもて

なしに感謝の気持ちでいっぱいです。（聖） 

まちの声  受講生のみなさんの感想です 

★ 山菜名人には、驚かされました。新緑に元気をもらいました。 

★ 神楽を見られてよかった。地元の方との懇談もよかった。 

★ 友達ができて良かった。 

★ ２日間盛りだくさんであっという間でした。これからも折々に伺えるとい

いなと思います。ありがとうございました。 



マメ知識 ～名前の由来は？ 

 新緑がまぶしいこの季節。諸塚村の各家庭の食

卓には旬の山菜やタケノコが頻繁に登場します。 

 「昨日の夜もタケノコの煮物、今朝のみそ汁ま

でタケノコが入っとったわい。もう、あんどする

（飽きる）わ。」 

 というような会話が日常的に聞かれるほどで

す。そんな食卓に、ここ数年の間に新しい風を吹

き込んでいるニューフェイスが今回の主役、 

「コシアブラ」なのです。 

 「コシアブラ」はダラ（タラノキ）やウドなどと同じウコギ科に属します。

伐採地や道路の脇など日当たりのいいところでよく見られるのもダラと同じ

です。成長すれば２０ｍほどの高木にもなります。私の生まれ在所、山形県内

にはこのコシアブラの木を削りだして鷹の形にかたどった伝統工芸品が伝

わっています。材が柔らかく加工がしやすいのが特徴です。 

 春先の新芽を摘んで食用にしますが、大きく成長してしまうと採るのが大変

です。そんなこともあって、山菜の中でも愛好家が知っているちょっとマニア

な代物でした。ここ数年で一般にも知られるようになって来ました。宮崎市内

にある諸塚村のアンテナショップ「海幸山幸」の店頭にも並んでいます。食べ

方は、おひたしや和え物などにもするそうですが、やはり天ぷらが一番でしょ

う。あつあつの揚げたてに塩を振りかけて、ハフッハフッと食べれば口の中に

春の香りが広がります。（田） 

 コシアブラの名前を聞き慣れない人は、「そりゃなんけ？食べ物け？おらぁ、

油をこす道具のことかと思った。」と勘違いする人も多いです。しかし、これ

もあながち間違いではありません。その昔は、コシアブラの木の樹脂を採集し、

漉して塗料に使っていたようです。コシアブラは別名、金漆と書いてゴンゼツ

とも呼ばれます。人々の暮らしの中に結びついていたから、こんな名前が付け

られたのでしょうね。 

諸塚を食べる！（41） コシアブラ 
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コシアブラの新芽 

ずらりと並んだ季節の味 春の山菜の天ぷら盛り合わせ 揚げたてが一番！（エコツアーにて） 



今年の開花は早かった！ 

アケボノツツジは、ツツジ科ツツジ属の落葉広葉樹です。ツツジの仲間で

は、大型になる種です。標高１０００ｍ以上の高い山地の岩場や崖地に見られ

ます。淡いピンク色の花から夜明けの景色を連想して、曙（あけぼの）の名が

つけられたそうです。高い山のツツジでは一番の早咲きで、諸塚山では4月の

下旬から5月上旬に開花します。 
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ＮＥＷＳ  今年もアケボノツツジが咲きました！ 

 今年は、４月１５日につぼみがほころび始めました。去年よりも１週間以上

早い開花です。このまま行けば、見頃は4月末からかなと思いましたが、４日

後の１９日には、すでに７分咲き。４日間でこんなに開くものかとびっくりし

ました。最高気温が２０℃を超える暖かな日が続き、いっきに開花が進んだの

でしょう。お天気の良い日曜日の諸塚

山登山道入口には、１０数台の車が駐

車され、佐賀ナンバーのバスもありま

した。みなさんアケボノツツジや春の

諸塚山登山を楽しんでいました。 

 おそらく今年の見頃は、１８日から

の１週間ほどだったと思います。例年

ＧＷ中に見頃だったことを考えると、

本当に早い開花となりました。植物た

ちは気候の変化を敏感に感じながら生

きているのでしょう。（田） 

アケボノツツジのつぼみ ４日間でこんなにも！！ 

 諸塚山へのアクセス 

  日向市より Ｒ３２７ から  Ｒ５０３ 飯干峠 をへて 約９０分 

 五ヶ瀬町より Ｒ５０３ から  飯干峠   をへて 約３０分 

多くの登山客で賑わいました！ 



諸塚の祭り(４１) イベント 

  九州玉入れ選手権大会九州玉入れ選手権大会  第１０回記念大会第１０回記念大会  

  

 今年も開催されます「九州玉入れ選手権大会」 

 今回は１０回目の記念大会で、優勝賞金はナ

ント４０万円！記念大会の栄冠はどのチームに

輝くのか？ 

 他にも、特別賞・パフォーマンス賞などユ

ニークな賞をたくさん用意しています。皆さん

のご参加お待ちしています。 
 

期  日：平成２１年６月２８日（日） 

      ９：３０～ 開会式 １０：００～ スタート 

場  所：諸塚村民体育館 

参 加  費：１チーム ８，０００円   

ル ー ル：６名の選手で合計１００個の玉をバスケット  

に入れるまでの時間を競うタイムトライアル

スポーツです。 

 

申込期間：平成２１年 ６月１８日（木）まで 
 出場申込書は諸塚村のＨＰからダウンロードできます。 

 

お問い合わせ先 全日本玉入れ協会九州協会事務局 

         (諸塚村役場内) 

   ℡0982-65ｰ１１１１  fax 0982-65-0032 
 

編集後記 

□３年ぶりに諸塚に戻ってきました。今号より編集を担当します。よろ

しくお願いします。読者のみなさんのご感想お待ちしています！（田） 

□長女が我が家を離れてもうすぐ1ヶ月。遠くにいても身近に感じるの

は携帯のおかげですね。私は淋しいのですが・・・(聖)  

□今年の戸下神楽でイタリア人カメラマンに出会い、接待する脇宿で半分

冗談のつもりで「写真が出来たら欲しいです」とお願いしたら、美し

い集落の風景と人々が並んだ写真がエアメールで届きました。諸塚の

味噌でも贈ろうかな。（矢） 
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【５月の予定】 

５月１日 村政施行１２０周年 

５月３日 川内神社春祭り 

５月４日 飯干神社春祭り 

５月８日 観光協会理事会 

５月９～ 10 日 第 89 回エコツアー 

 「諸塚でやま学校しよう！」 

    茶摘みと釜茶揉み、竹の子料理 

５月 15 日  延岡市村人会 

５月 16 日  宮崎市村人会 

５月 18 日  諸塚村公民館大会 

５月 25 日  諸塚村玉入れ大会  

イベント情報 


