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Presented by 諸塚村観光協会「まちむら応縁倶楽部」 

５月の出来事 

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９～10日 第90回エコツアー「諸塚でやま学校しよう！」 

５月15日 延岡市村人会   ５月16日 宮崎市村人会 

５月25日 諸塚玉入れ選手権大会 

諸塚の四季 Ｖｏｌ.４２  小さなことに大きな力がある 

ＧＷに鹿児島県南さつま市のＳさんのご案内で、金ゴマなどの地場産品で

地域起こしを頑張っている集落の販売所を見学しました。そこは、閉店した

集落の商店をリフォームしたもので、諸塚の木材を使った素敵なお店が出

来ていました。派手な土産物はありませんが、野菜やだんご、金ごま油など

貴重な地場商品が沢山並んでいました。一つしかなかった地域のお店とし

て、集落の交流の場にもなっている様です。 
 都市の商店街の専門店がなくなっていくのと同じく、中山間地でも雑貨

屋さんや日常品のお店が消えています。人口が減り、若者を中心に生活が変

化しているところもあるようですし、後継者不足も一因です。 
 もっぱら定住人口安定策として、企業誘致と高速道路が言われ、企業誘致

競争や高速道路整備促進運動がおこっています。しかし、あるアンケートで

は、企業が地域に期待するのは補助金であり、肝心の雇う人は外国人を含め

て派遣社員が多くを占めます。高速道は外に出ていくのに便利になり、購買

層などが外へ流出する諸刃の剣になります。 
 よく考えてみると、地域の商店は、家族経営ですが、夫婦や親子の雇用の

場でもあります。企業と違って、数人ずつですが地域の人の職場となる自立

した経営体となっています。これが数十軒集まったのが商店街で、ちょっと

した企業並みの力を持ちます。そして、なくてはならない買い廻り品などを

用意して地域生活を支えています。 
 集落の商店という小さな経済は、生活に根ざします

ので、底堅く地域の人を支えます。ボリュームはないで

すが、みんなで協力し、力を合わせること、各地でそれ

ぞれ頑張り集まることで大きな経済をしのげます。 
経済対策をするなら大企業や高速道路に使う分のほ

んの一部でも、商店街の後継者対策に使えないか。お金

の問題だけでなく、商店街に目を向ければ、相互扶助

など、地域が失った大事なものを見つめ直すきっかけ

とならないでしょうか。 
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素敵な絵はがきが届きました！
（４月のエコツアーにご参加の

宮崎市Ａ.Nさんより） 



１日目 ５月９日（土） 

 今年も素晴らしい天候のもと、県内、熊本から７名の参加でスタートした５月

のやま学校。やましぎの杜に着くと、案内人の橋本敬一さん、立山キミ子さん、

甲斐カツ子さんが出迎えてくれました。冷や茶で一服した後、カゴを腰に付け茶

摘みへ出発です。やましぎの杜の茶園はよく手入れがされていて、茶の芽の伸び

もよく、７人のやま学校生はベテランの橋本さん、カツ子さんの指導で丁寧に摘

みました。真夏日のような日差しの中、蝉の声をききながら１時間くらい摘み、

「かるい」に２杯半ぐらい摘みました。宮日新聞の取材もはいっており、少し緊

張の中の茶摘みでした。 

    －釜茶づくりの様子は５ページの特集記事をご覧下さい－ 

 さて休憩をしたら、晩ご飯の準備です。メニューはやましぎの杜のタケノコを

使った豚肉の味噌煮、タケノコとこんにゃくの木の芽和え、竹の子ご飯です！タ

ケノコは朝のうちにスタッフの田邉君と寺原君が掘って湯がいてくれました。

もう一品欲しいねと、カゴをもって散歩がてら山菜摘みに行きました。ヨモギ、

イタドリ、お茶の葉、ユキノシタなどをとって、山菜天ぷらのできあがりです。

準備の傍ら、交代で五右衛門風呂に入りました。五右衛門風呂が初めての人、小

さい頃におばあちゃんちで入った人などなど。 

 ６時過ぎには食事の準備が終わり交流会の始まりです。参加したのは４人の

若い女性と６０代の男性、スタッフは若手男性２人と担当の８人でした。なんだ

か合コンのようで、後者二人は見届け人といったところでしょうか（笑）。地元

で採れた食材を使った料理はどれも好評で、ビールも進みました。時間を忘れ

て、たくさんの話題で盛り上がりました。Mさんの差し入れの「白霧島」も美味

しくいただきました。それから数人の方からビールや地焼酎の差し入れをいた

だきました。あわせてありがとうございました。明日のことも考えて、９時３０

分を過ぎたところで片付けです。男性は「したしぎ」、女性は「なかしぎ」に宿

泊しました。この日は満月で星を観ることはできませんでしたが、月夜の散歩を

楽しんでいたようです。 

 

  やま学校日記 
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第8９回エコツアー「諸塚でやま学校しよう！」 受講生７名 

平成21年５月９日（土）～１０日（日）   

～やまの風・まちの風～はみ出しすみっコラムはじめました。諸塚の最新ニュースやツアーのこぼれ話、事

務局のつれづれ日記などなどをすみっこからお届けします。読者の皆さまからのお声も紹介いたします。 
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小鳥のさえずりを布団の中で聞きながらの目覚めでした。まだ７時前なのに

朝の日差しはすでにまぶしく降り注いでました。雨戸を開けて朝食の準備で

す。朝食は、定番の炭火で焼いた塩さば、みそ汁、昨夜の残り物でいただきま

した。身支度を調え２日目の釜炒り茶の仕上げ作業に入りました。この日の世

話人は甲斐光さんと日吉光春さんでした。 

 仕上げと同時に、お昼ご飯の準備も。光さんの案内で竹林に入り２０本近く

の竹の子掘りをしました。竹林で皮を剥き、涼しい木陰でタケノコの下準備で

す。下のかたい部分は節と節の間を食べやすい大きさに切り、残りの部分は縦

半分に切り、中を取ります。昨日お茶を煎った大釜にお湯を沸かし湯がきまし

た。かっぽ鶏の案内は矢房企画課長です。孟宗竹の一節にふたを開け、その中

に鶏肉、タケノコ、キャベツ、タマネギなど季節の野菜を詰め込み、塩こしょ

う味と、白だし味とを作りました。それを火にかけ４０～５０分。その間に釜

茶の仕上げも昼食の準備も順調に進みました。マイ箸、マイコップを作ったや

ま学校生もいました。釜茶の仕上げが終わり昼食です。かまどで炊いたご飯に、

かっぽ鶏、具だくさんのお汁、高菜の漬物。それから松村豆腐さんから差し入

れの冷や奴が並び、お昼ご飯も豪華でした。世話人の光春さんのお話も加わり、

和やかなお昼ご飯をいただきました。 

食事が終わったら帰りの準備です。仕上げたお茶を、「銘茶」と記された茶

袋に入れてできあがりです。指導者のみなさんとやま学校生の皆さんの思いが

詰まった銘茶に、みなさん満足そうでした。今年の釜煎り茶も大変美味しく出

来上がりました。今回は初めての方ばかりのやま学校しよう！でした。無事に

終わりそれぞれの帰路につきました。みなさんを送り出すとき何とも言えない

気持ちになります。またお待ちしております！と手を振り見送りました。（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。 

★  

◆こんなに柔らかいタケノコは初めて食べました。自分たちで食材をとってき

て自分たちで料理をすることでいっそう楽しめました。 

◆地元の方々との交流がこのエコツアーの魅力だと思います。 

 今後もチャンスを見つけてぜひ参加したいと思います。 

～やまの風・まちの風～宮崎市内にあるアンテナショップ「海幸山幸」が5月9日にリニューアルオープン。

諸塚村の木材をつかって、新しい屋根ができました。5月22日には新茶祭りが行われ賑わいました。 

２日目 ５月１０日（日） 



絶品レシピ  ばあちゃんの自家製梅シロップ 

 梅ぼしは昔から、民間薬として、様々な用途に使われてきました。食あたり

や下痢の薬、疲労回復・乗り物酔いや二日酔いの防止。はたまた老化防止や美

容効果も！？また、抗菌・防腐の作用で、お弁当箱に入れておけば暑い時期で

も安心です。  

 主成分はクエン酸。疲労物質の蓄積を防ぐ役割を持っています。数年前に

は、クエン酸が入っていることを謳ったスポーツドリンクも発売されました

ね。また、肝臓の機能を高める働きがあるピルビン酸も含まれているそうです。

焼酎呑みのお供としても愛好者が多いようです。（本誌巻頭コラム担当のＹ房

もその一人。）一粒食べれば、たくさんいいこと。梅干しは先祖代々から伝わ

る、万能健康食品といえます。 

 そんな梅干しも最近では、おかか入りに、はちみつ風味、健康を意識した塩

分ひかえめタイプや、一粒で○百円もする高級タイプなど。さまざまに選べる

ようになってきました。しかし、健康食としての様々な効能を期待するなら、

やはり昔ながらのすっぱい梅干しが一番でしょう。 

 ６月のエコツアー「やま学校しよう！」では、今年も『昔ながらの梅干し・

梅酒仕込み』を行います。あなたも自家製の梅干しで健康生活、はじめてみま

せんか？ 

 

 

 

 

 ① 青梅をきれいに洗い、串でヘタを取り、 

   ブスブスと串をさして穴をあけておく。 

 ② きれいに洗った瓶に梅と砂糖を交互にいれる。 

 ③ 水分が出てきたら瓶を振り、中身を混ぜくる。 

 ④ 10日間ほど待てば、出来上がり。 

     保存をするなら、梅の実を取り除いて煮ておく。 

 〔材料：青梅１キロ 砂糖１キロ〕 

諸塚を食べる！（4２） 一粒で大活躍！梅のおはなし 
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七つ山婦人加工グループ
の「練り梅」とやかた婦人
の「梅ドレッシング」 
どちらもリニューアルし
ました。 

お好みに薄めて、氷を浮かべ 
さわやかな一杯を！ 

～やまの風・まちの風～ (前号の巻頭コラムを読んで) 山中のわずかな土地で、自然と共有して食料を得て生

活している土着の力を感じました。ボンヤリなりそうな頭に「活」ありがとうございます。(福岡県Ｂさん) 



その昔は、村内の各家庭ごとにお茶が作られていました。「やま学校」では毎

年伝統の手揉み釜炒り茶づくりをおこなっています。 

 １．荒炒り 
かまどにまきを焚き、大釜の底が

赤くなるまで熱しておきます。そこ

へ、茶葉を投入。二股の枝を両手に持

ち焦がさないように休むことなくか

き混ぜます。茶葉にまんべんなく火

が通り、色が変わってしんなりする

まで炒ります。 
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特集  もろつか知恵のたから箱 「釜炒り茶づくり編」 

～やまの風・まちの風～ 諸塚釜茶工場で製茶しました、無農薬・無化学肥料の「やましぎの杜のお茶」

200gを1,260円でお分けします。数量限定！ご希望の方は、お早めに事務局までご連絡下さい。 

 ２．茶揉み 
竹のむしろに移して冷まし、丹念

に揉みます。だいたい３０～４０分

ほど、揉めば揉むほど良いお茶にな

ります。揉んで固まりになった茶葉

は、竹を編んでつくった道具の上に

広げます（左写真）。下から炭火で熱

して、乾かします。この時に、茎やク

ズなどを取り除いておきます。 

 ３．仕上げ炒り 
ドラム缶で作ったかまどに大釜を

斜めにのせ、仕上げの釜炒り。火加減

は初めと違って弱めです。釜で煎っ

ては冷ます工程を最低３回繰り返し

ます。根気強くかき混ぜながら、焦が

さないように仕上げます。 

この後、最後の仕上げに唐箕にか

けて分別します。 

まるでジンギスカンの鍋のような形。真ん中

を高くして、乾きすぎないようにしている 

大釜を斜めに据えるのがポイント。かき混ぜ

る時に、こぼれにくくなる。 



諸塚の祭り(４２) イベント 

  「「中山間盛り上げ隊」中山間盛り上げ隊」  はじまります！はじまります！  
  

 いざ、山里へ。求むボランティア。 
中山間地域では、過疎化や高齢化の進行によ

り、集落道の管理や伝統芸能の継承が難しくなっ

ています。宮崎県は、中山間地域でボランティア

活動を行う「中山間盛り上げ隊」を結成し、その

隊員を募集しています。 

諸塚村内では、集落道の草刈りや地域の祭りな

どの手伝いをしてくれる方を募集します。 

 

〔主な活動内容〕 
 ・集落道の草刈りや用水路の清掃 

 ・農作業の手伝い、植栽、下刈り 

 ・祭り、イベントの補助 など 

 

〔登録から活動までの流れ〕 
 ① 隊員登録 「登録申し込み書」を提出。 

 ② 事務局からの活動依頼メールを送信（随時） 

 ③ 参加・不参加の意向を事務局に返信 

 ④ 事務局から、参加決定メールの送信 

 ⑤ 活動参加 現地集合・現地解散です 

 

（注意事項〕 

 ・無償の支援活動のため、日当などは支給されません 

 ・交通費・食費は自己負担となります 

 ・作業に必要な作業服・道具が必要な場合もあります 

 ・ボランティア保険に加入し保険料は事務局が負担します 

 ・事務局と隊員の連絡は、原則としてＥメールで行います 

 

＜お問い合わせ先＞ 

 宮崎県 中山間・地域対策室 中山間盛り上げ隊募集係 
          

    Tel 0985-26-7036   Fax  0985-26-7331 
   Mail  chusankan-chiiki@pref.miyazaki.lg.jp 

編集後記 

□特集記事の釜茶づくりの道具たち。長年の経験から生み出された合理

的なつくりに感激しました。これこそ、暮らしの知恵の結集したユニ

バーサルデザインです！（田） 

□我が家の息子は諸中野球部。縁あってすばらしい指導者のもとで、技

術だけではなく礼儀・精神面でも鍛えられています。いつでもこの気持

ちを忘れずにいて欲しいものです。(聖)  

□諸塚村産直住宅の県議会視察をご案内した次の日に、議員さんから

手書きの礼状が届きました。努めてはいますが、手書きは難しく、時々

メールで済ませたりしてしまいがちです。手書きはいいですね。（矢） 

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 

【今後の予定】 

６月6～7日 第90回エコツアー 

「諸塚でやま学校しよう！」 

 古代米の田植え、山寺の座禅 

 梅干し/梅酒の仕込み 

６月10日 アユ漁の解禁 

６月28日 第10回記念！ 

 九州玉入れ選手権大会 

（参加エントリーは１８日まで） 

７月11～12日 第91回エコツアー  

Presented by 諸塚村観光協会

「まちむら応縁倶楽部」 

イベント情報 

草刈りでさわやかな汗を！ 

諸塚村内での活動予定 

 ■７月下旬～８月上旬 

  集落道の草刈りの手伝い 

 ■１０月中旬ごろ 

  集落の秋祭りの手伝い 

 ■１月下旬ごろ 

  集落の夜神楽の手伝い 


