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6月の出来事 

６月6～7日 第90回エコツアー 「諸塚でやま学校しよう！」 

 ６月10日 アユ漁の解禁 

 ６月26日 大豆応縁倶楽部 第１次募集の締め切り 

 ６月27日 ワークアフターキャンプ「しいたけ原木の本伏せ」 

 ６月28日 第10回記念！九州玉入れ選手権大会 

諸塚の四季 Ｖｏｌ.４３  余計なことは大切なこと 

 先日の新聞記事で、子どもの電子辞書購入に戸惑う保護者の意見が

出ていました。高校では、効率の良い機械の操作方法を教える授業もある

ようで、電子辞書は必須のようです。大学時代に、アルバイトして関数電卓

を買った記憶がありますが、それよりだいぶ高価のようです。 
便利な世の中になり、コピーやファックス、携帯電話などが普及し、仕事

や余暇、家事などいろいろな場面で、効率よい作業が可能になり、無駄

な手間を省けるようになりました。調べ物でも、パソコンを使えば、ネット上で

瞬時にいろいろな知識が得られます。 
一方で、紙の辞書のような、その言葉にたどり着くまでに別な言葉を発見

する遊びがなくなりました。また、普段から本や新聞を読むことで生まれる、

文章力、論理構成力が希薄になる傾向は否めません。 
 建築現場では、大工さんがトンカチやノコギリを使うのを見なくなりました。

主流は、電気ノコギリやテッポウと言われる釘打ち機で、作業効率からそう

なるのは解りますが、人間のペースにあった手動の方が良い家が出来そう

な気がします。 
 また、お茶を入れる急須はもとより、包丁のない家庭も増えているそうで

す。お茶はペットボトル、パック入り、料理は既に切ってあるモノ、調理済みの

モノで充分のようです。 
時間が勝負の今の世の中では、致し方ないところもあります。しかし、ここ

で踏みとどまれないか。かつて諸塚村のツアーでは、ペットボトルに抵抗感

があり、お茶を沸かし、ポットと湯飲み茶碗を持っていって、山でお客様に出

していたころがありました。 
余計な仕事になるかもしれないけれど、もともとの文化にある大切なこと

を忘れない気持ちを、自分の中で持ち続けたいと思っています。（矢） 
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前日までの雨とうってかわっての晴天の中、第90回やま学校がスタートしました。 

６月は、恒例のホタル橋エコパークの田んぼの

田植えを行いました。講師の田原忠二さんから

わらを使った苗の結び方を教わって、まずは苗と

り作業から。今年は、苗が多く、時間がかかりま

した。根気よく汗を流して苗とりをする大人をよそ

に、子どもたちは遊びたくてウズウズ。苗とりが終

わるとすぐに、ドロ合戦と泥んこ鬼ごっこが始まり

ました。もうみんな泥んこです。 まだまだ遊び足

りない子供たちをなだめて、ロープを張り横一列

に並んだら昔ながらの田植えのスタート。下を向

いてもくもくと田植えをしていると、なんだか寂しくな

るのは私だけでしょうか？ 

さて、柳原川で水浴びをしてドロ人形から人間

に生まれ変わったやま学校一行は、今日の宿泊先「へいだの里」へ。田植えが少し伸びて

しまったので到着したら、さっそく梅ちぎりとご飯作りのチームに分かれて作業をしました。梅は

へたをとって、水洗いをして明日の梅漬け仕込みに備えました。 

夕食は、なんとチキン＆しいたけ南蛮に旬の新じゃがを使ったポテトサラダ。調理時間が

少ない中、料理長のＡさんが機転を効かせて拵えてくださいました。地元からの差し入れの

らっきょう漬けを、ピクルス代わりに南蛮のタルタルソースにいれるアイデアにはびっくりでした。 

夜は、ホタル観賞に出かけました。（詳しくは、５ページへ）ホタル観賞から帰った後は、差

し入れにいただいた１３年ものの梅酒やワイン、唐人干しやスモークレバーを肴に夜遅くまで

話しが盛り上がりました。明日の座禅に響かないとよいですが・・・。 

 

 

  やま学校日記 
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第９0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6月6日（土）～7日（日）   

～はみ出しすみっコラム やまの風・まちの風～今月も諸塚の最新ニュースやツアーのこぼれ話、事務局のつれ

づれ日記など盛りだくさん。梅雨時期は温室のように蒸し暑いガラス張りの事務所から諸塚の旬をお届けします。 

 お昼に集合！ 

 みんなで田植え・泥んこ合戦 
 

 「へいだの里」へ移動 

   梅ちぎりと夕食準備 
  

 ホタル見学へ 
  

 おやすみなさい・・・ 

  

 昔ながらの梅干し仕込み講座 
  

 家代地区「金鶏寺」へ移動 

  山寺の座禅を体験！！ 
  

 お昼の鐘つき 

 お弁当 
 

 解散 

１日目 ２日目 

左上：今年の田んぼ

講師は田原忠二さん 

右上：よく見ると、泥ん

この人が沢山います 

左下：新じゃがポテト

サラダとチキン南蛮 

やま学校 今月の時間割 

１時間目 

２時間目 

３時間目 

４時間目 

５時間目 
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 ２日目もよい天気に恵まれました。朝ご飯を早々に食べて、梅漬け講座を行いました。

講師は、地元の平田組の平田カツ子さん。およそ五升の梅を塩漬けしました。塩漬けした

梅は、１～２週間もすれば食べられるそうです。昔ながらの「梅干し」にするには７月の中旬

頃からの土用に天日干しをします。この土用干しで、青い梅がピンク色に変色するのだそ

うです。カツ子さんからは自家製の梅のしょうゆ漬けを差し入れてもらいました。また、去年

のやま学校生がつけた梅ジュースもいい仕上がりでした。これから夏にかけてのツアーに

来れば味わえるかもしれません。 

 さて、やま学校一行はへいだの里を後にして、家代地区の「金鶏寺」へ向かいます。住

職の岩切政道さんの案内で座禅をくみ、般若心経を唱え、お寺のお堂の中を見学しまし

た。１５分間の座禅入門を参加者全員で行いましたが、動き出したくてウズウズする人、天

井の模様を見つめる人、眠りかぶる人、様々でした。日常の暮らしを忘れるひとときになっ

たでしょうか。座禅の後には、岩切住職のご厚意でお昼を知らせる鐘をつかせてもらいまし

た。やま学校生のつく鐘の音が村中に響き渡りました。お昼に、メンパに入ったお弁当を

食べて今回のやま学校は解散となりました。大人からお子さん、０歳の赤ちゃん（おそらく

参加者の最年少記録だと思われます）と様々な年代が集まり、一つの大きな家族のよう

な暖かい雰囲気の２日間でした。参加者のみなさん、ありがとうございました。（田） 

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。 

★  

◆初めて手で植えたので、大変さが少し分かりました。ただ、苦労したわりに

１人の２ヶ月分しか植えていないと言うことに驚き、昔の人の苦労とすごさ

を改めて感じました。 

◆ホタルが本格的でした。大きな台風から時間がたったことを感じました。 

◆今回、赤ちゃん連れだったにも関わらず、皆さんに親切にしていただき助か

りました。心から感謝しております。 

～やまの風・まちの風～ エコツアーの後、改めて梅酒と梅ジュースを漬け込みました。うまく出来れば、今後のツ

アーに登場するかも！事務局が責任をもって自宅で保管しております。味見はあまりしませんのでご安心ください。 

２日目 ５月１０日（日） 

左：この後、眠ってしまった人がいます。 

中：力いっぱい、鐘の音を響かせました。 

右：幅広い年代の方が集まった回でした。 



豆知識 これであなたも目利き！天然アユの見分け方  

梅、桜、アケボノツツジなどの開花は例年より１週間以上も早かった今年。梅雨入りはと

いうと、こちらは１週間以上もおくれて気象庁からの梅雨入り宣言。やっときたと思いきや、

雨が降り続くことは今のところありません。恵の雨を待っている農家もあるようです。 

九州の梅雨入りが宣言された翌日の６月１０日は、アユの解禁日でした。諸塚村内に

はアユ賭け名人がたくさんいると聞いています。解禁日が近くなると仕事の段取りをつけ

て、朝からアユとりに川に入るようです。先日午後５時過ぎ、７月のやま学校しよう！の打合

せに国道５０３号を走ると、見たことあるナンバーの車が所々に停めてありました。ははーん。

アユ賭け名人達だな！とピンときました。仕事が終わると颯爽と川に入るんですね。日中

の仕事の疲れもなんのそののようです。 

アユは、日本の淡水魚の代表です。優美な姿と独特の香気で知られています。パソコ

ンで「あゆ」と入力して変換すると「香魚」とでてきます。中国では香魚（シャンユイ）といわれ

てるようです。芳ばしい香りとほのかな苦味は夏の渓流を思い出しませんか。戦況や豊作、

凶作の占いに用いられたいうアユ、さかなへんに占う《鮎》と書くのはここからきているようで

す。鮎の旬は、【土用鮎】といわれる土用の頃が最も成熟して香りも高いそうです。九州で

は６月下旬から７月、東北では７月から８月、梁を立てて落ち鮎をとる９月末から１１月も旬

といえるようですが、諸塚の清流のアユは解禁と同時に捕獲されアユ賭け名人宅の冷凍

庫でしばしお休みといったところでしょうか？ 

諸塚のアユ賭け名人は以前は少人数だったよ

うですが、今は２０人以上もいるとか。竹の先に「ア

ユかけばり」をつけたいたってシンプルなもので、川

につかりアユを引っかけてとる方法です。ちょっと想

像ができない私ですが・・・。仕事が終わって川に

入り、２０から３０匹はとれるそうです。休日となると

朝から３時頃まで川にはいるとか。アユも気を抜く

暇はないようですね。捕獲されたアユはそのまま冷

凍され、食べたい時に自然解凍をして焼いて食べます。一夜干しにして冷凍する方法もあ

るようで、保存方法はいろいろとあるようです。（聖） 

 一般的に出回っているアユはほとんどが養殖物か養殖アユを渓流に放流した準天然物で

す。天然物は全体にほっそりしていて頭部が大きく、胸ビレの上の黄金色の斑点が明瞭です。以

前アユ梁に行ったときのこと、塩焼きか味噌焼きか忘れましたが、二匹ずつ皿に盛られたアユの

姿を思い出しました。１匹は丸々としたもの、１匹はやせ細ったもの。後者は実は天然ものっだった

のかも・・・。味は忘れてしまいましたが・・・。 

諸塚を食べる！（43） アユの季節がやってきた！ 
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～やまの風・まちの風～【６月花便り】ネムノキの花が咲きました。（写真は６ページに） この木はなんと夜になる葉

を閉じて眠ります。ネムノキを見かけたら、実験してみてください。人工的に暗い環境をつくっても反応しますよ。 

アユ賭け名人ご愛用

の「アユかけばり」

造りは意外にもシン

プルな物です。 
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特集 台風災害から４年、諸塚の川べりにホタルの舞い！ 
 

－ホタルの舞いに見とれるひととき 

６月のエコツアー「諸塚でやま学校しよう！」では、夜のお楽しみホタル観賞に出かけま

した。日も暮れて薄暗くなってきた夜８時、さあホタル観賞に出発です。今回は昼間に田植

えをした「ほたる橋エコパーク」の田んぼと、その上流の「柳原橋」の２カ所をめぐりました。 

エコパークの田んぼでは数は少ないものの、手に取れるほど近くでホタルを観察するこ

とができました。柳原橋では、柳原川沿いに沢山のホタルが舞っていました。ざっと数えて

も、２００匹以上はいたのではないかと思います。これは、ゲンジホタル。集団で飛び交い、

タイミングをそろえていっせいに輝きを放ちます。そこはもう別世界です。ここ数年、毎年い

らっしゃている方も今年のホタルの数には感激していました。 
 

－台風にも負けずに 

平成１７年９月の台風災害は村内各地に大きな爪痕を残しました。台風の影響は私た

ち人間ばかりでなく、生き物すべてに降りかかります。水辺に住むホタル達もその生き物の

一員でした。生育環境の変化から、柳原川のホタルは、ぐっと少なくなりました。 

あれから４年。年を重ねるごとに、徐々に数が増えてきました。周りの環境が大きく変わっ

ても、その変化に合わせて生きていく。優美なホタルの舞いの中に、自然に生きる物の力

強さを感じました。 

 

 

 

 

 

 

 

－えっ、光らないホタル？！ 
ホタルといえば夕闇にはかなく光る、あの風景を思い浮かべる人が多いでしょう。しかし、

世の中には光らないホタルがいることを知っていましたか？日本国内に生息するホタル

は、約４０種類と言われています。実は、なんとそのうちの大半が光らないホタルなのです。 

光るホタルは皆さんよくご存じのゲンジボタル・ヘイケボタルと、少し小振りなヒメボタルの３

種類のみ！こうなると光るホタルのほうが珍しいとも言えますね・・・。 

田んぼや小川など水辺に生活しているイメージの強いホタルですが、実は大半の種類

は陸生、森の中で生活しています。湿った雑木林を好むようです。幼虫は、雑木林の腐葉

土に住むカタツムリなど巻き貝の仲間をエサにしています。幼虫が水の中で生活するゲ

ンジボタルとヘイケボタルの２種類のほうが珍しい生活史を送っているのです。 

～やまの風・まちの風～ 皆さまの応援のお陰で今年で１０年目を迎えます、「大豆応縁倶楽部」。定員までまだ

若干の余裕がありますので、ご検討中の方はお早めに事務局までご連絡ください。 

ほたる橋エコパーク 



諸塚の祭り(４３) イベント 

  盛りだくさん盛りだくさん  夏のモニターツアー！夏のモニターツアー！  
  

第１段 うまいもんツアー 7/18~20 

 諸塚・南郷・椎葉のうまいもの巡りの旅 

 諸塚村では、七ッ山婦人加工グループを訪ねます。 
  主催：日向・東臼杵広域観光協議会 
 

第２段 夏休み健康村 8/1~3 

 博多をバスで出発し、日ノ影町と諸塚村を巡ります。 
 夏祭りの神輿や山車の行列に参加できます。 
  主催：フォレストピア広域観光協議会 

第３段 家族で山村体験ツアー 8/8~10 

 椎葉・諸塚での山村満喫の２泊３日！ 

 諸塚では、渓流カヌーとハーブ講座を体験します。 
  主催：日向・東臼杵広域観光協議会 

 

 これらのモニターツアーは、諸塚村と近隣町村との

連携による広域観光協議会が主催して行われます。

夏祭り、花火大会、カヌー、川遊び、川魚とり、クワガタ

とりなどなど、夏のメニューが盛り沢山。お隣の町や村と

あわせて２泊３日で廻るお得なツアーです。 

 詳細は事務局までお問い合わせ下さい。 

編集後記 

□最近、家に帰るととある試験のために勉強をしています。そこで、びっ

くりしたのが記憶力の低下ぶり。先週やった問題を覚えていないなん

て！中学校・高校のころの若い脳みそが欲しい！！（田） 

■ネムノキの花が咲き始めました。写メで送信した友達からの返信は

「なんやったけ？」と。「ネムノキの花」と返信すると「それそれ！」

意外と知られていない？でも癒される花ですね。(聖)  

□黒岳に残る絶滅危惧種の植物調査に同行しました。調査団長M先

生によると「ここにしか残っていない」種がいっぱい。地域の人達

や登山者、行政など、みんなで協力して守るべき大切な命です。（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】 

７月11～12日 第91回エコツアー 

 ウナギ釣り・源流探検 

 ブルーベリー〈満員御礼！〉 

７月 11 ～ 12 日 食育体験塾 

 園芸団地・しいたけ団地など 

７月 18 ～ 20 日 モニターツアー 

 奥日向のうまいものめぐり 

７月 27 ～ 28 日 大豆応縁倶楽部 

 大豆の植え付けと森林ハイク 

  

Presented by 諸塚村観光協会

「まちむら応縁倶楽部」 

イベント情報 

左：初心者でも安心のカヌー体験 

右：おいしいもの盛りだくさん！ 

今月の一枚 ネムノキの花 


