
森の風の記憶 

Presented by 諸塚村観光協会「まちむら応縁倶楽部」 

７月の出来事 

７月 11 ～ 12 日 第 91 回エコツアー「やま学校しよう！」 

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 25 日   せせらぎの里納涼祭 

７月 25 ～ 26 日 大豆応縁倶楽部 大豆の植え付けと森林ハイク 

諸塚の四季 Ｖｏｌ.４４  格差を突破する方法 

また、原油価格が上がっています。昨夏に史上最高値を記録しなが

ら、サブプライムローン問題等で、わずか５か月で１／５までの暴落

したのが記憶に新しい。それが、今は底値の倍まで上昇しているよう

で、原因は「景気が上向いたから」でもなさそうです。 

百年に一度の金融破綻で、日米欧の金融機関はもとより、年金基金な

どの健全な機関投資家等も含めて、史上最大の経済対策も呑み込むよ

うな大変な損失を抱えました。しかし、この世界的などさくさでも天

文学的な荒稼ぎをした方がいて、そのお金が次のボロ儲け先を探して

原油市場に流れ込んでいるようです。 

数年前の流行語「格差社会」は、さまざまな場面で見られます。派遣

切り、年越し派遣村とか、大変な思いをされている方も多い。格差は

歴然ですが、「今に始まったことではない」という意見もあります。 

確実なのは、「貧しいこと」そのものは不幸ではないことです。実は

「貧しい理由」が不幸な場合が多い。近代の貧困の代表は、努力して

も抗えない搾取による飢えが原因でした。家族の病気は不幸ですし、

人に騙されたなんてこともです。 

しかし、昭和５０年代までは、日本人の多くが今の基準でいう「貧し

い生活」でした。いろいろ不幸な理由はあったけど、日常生活は人の

つながりや助け合いなど、『3丁目の夕日』的な、今よりずっと幸せな

場面が多かった。お金はないが、より良い明日をどうするか、将来何

をしようかを真剣に考え、みんなで頑張っていた気がします。 

今の格差社会の対策は、最低賃金のアップよりも、企業を支え、地域

をつくる人づくりです。火事場泥棒のような

ヘッジファンドに腹は立ちますが、彼らを突破

する最良の方法は、お金を物差しにしない人間

重視の社会づくりではないでしょうか。（矢） 
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 かなりの雨が降る中に始まった第91回目のやま学校。ブルーベリー狩りは、

残念ながら、実はついているのですが色づきが悪く、もう少しと言ったところ

でした。試食程度のブルーベリー狩りとなりました。移動途中、池の窪グリー

ンパークの紫陽花を見ながら車を走らせました。林道沿いの紫陽花は、雨に濡

れて鮮やかな色を見せてくれました。  

 飯干地区の公民館につくと、ウナギの仕掛け（かせばりと呼びます〉の案内

人が4名、晩ご飯の準備に5名の婦人会員の方がスタンバイをされていました。

さっそく仕掛け作りに取りかかりました。釣り針にテグスを結ぶ細かい作業。

けれど、幻のウナギを我が仕掛けで！と一生懸命に取り組みました。仕掛けが

出来上がると今度は餌付け。幻のウナギのためなら「かんたろう」（大きなミ

ミズ）だってなんのその！と言った意気込みで付けていました。中には遠巻き

に立っている参加者の方もいました。餌をつけたら今度は川へ。案内人から

「女性の方、子どもさんは大変でしょうから、近くで仕掛けましょう！」と親

切な言葉をいただきましたが、なんせ幻のウナギですから、みなさん気合いの

入りようが違います。思い思いのところに仕掛けに行かれたようです。 

仕掛けが終わると晩ご飯。今日のメニューは、みそ仕立てのだご汁、ポテト

サラダ、スルメとキャベツの和え物、アブラメのてんぷら、漬物の盛り合わせ

です。地元で採れた野菜づくしの料理が机に並べられました。総勢35名の交流

会の始まりです。今回は、男性のグループが多く、また地元の方もたくさん参

加しての交流会で大変賑やかに行われました。また、参加者の方から飲み物の

差し入れ、新種のトマトをいただきました。ありがとうございました。自己紹

介では、参加者の皆さん、また地元の皆さんの諸塚に対する思いが込められて

いて、感謝の時間でした。幻のウナギで盛り上がり、アユとりの話も持ち上が

り、話しはつきませんでした。 

 

 

  やま学校日記 
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第９１回エコツアー「諸塚でやま学校しよう！」 受講生26名 

平成21年7月11日（土）～12日（日）   

～はみ出しすみっコラム やまの風・まちの風～気がつけば、もう夏真っ盛り。７～８月は毎週末イベントがあり、準

備に、事後のまとめに大忙しの事務局です。この夏もたくさんの方と諸塚でお会いできることを楽しみにしています。 

  

 お昼に集合！ 

 ブルーベリー摘み 

飯干地区へ移動 

 名人直伝！ 

   ウナギのしかけづくり 
  

  ログハウスと民宿に別れて 

      おやすみなさい・・・ 

  

 ウナギの仕掛けあげ 

 なんと、４尾もGET！！ 
  

 幻の源流散策 
  

 釣れたウナギのかば焼きご飯 

  焼きおにぎりに、そうめん流し 
 

  

１日目 ２日目 今月の時間割 

１時間目 

２時間目 

３時間目 

４時間目 
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 ６時に集合し、それぞれ仕掛けた場所に向かいました。ドキドキしながら

仕掛けを持ちあげてみます。結果は、大物が３匹、小物が１匹、ヤマメが１

匹と、どうやら昼食にみんなで食べることができそうです。仕掛けを見に

行った人に話を聞くと、針をとられたもの、テグスが切られたものをあわせ

ると、かなりのウナギがかかったものと思われます。朝食後に、捕れたウナ

ギとヤマメをさばきました。諸塚では背開きにします。丁寧にさばかれたウ

ナギは、しばし冷蔵庫の中に入れておきます。 

 続いては、甲斐和實さんの案内で耳川の源流、飯干渓谷の散策です。天孫

降臨伝説の諸塚山の麓にある渓谷を歩きました。クヌギ森の中を下りると、

そこにはひんやりとした空気が流れていました。岩を流れる水、木々の間か

らの木漏れ日に時間を忘れてゆっくりしたいなと思った方もいらっしゃった

のではないでしょうか？水も冷たく、上流に歩く参加者もいました。ここで

うれしいサプライズ！クヌギにクワガタが食事に来ていました。次は、緑の

トンネルの中を歩き白土々呂滝へ。とても神聖な場所のように感じました。

滝のすぐ近くにある広場は、宮崎駿の映画トトロを思わせるような風景でし

た。ここで２度目のサプライズ。先に歩いていた集団からどよめきが。なん

と「まむし」がとぐろを巻いて歩道に！５匹目のウナギが捕れた！と喜ぶ声

も聞かれました。案内人の和實さんが捕まえて、きれいにさばきました。 

 昼食会場は、渓流の里。メニューは、ウナギの蒲焼き、焼きおにぎり、野

菜の即席漬け、胡瓜にそうめんと盛り沢山です。肉厚のウナギはそれはおい

しそうでした。皆さん、満足そうな幸せそうな表情でした。（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。 

★  

◆ ブルーベリーはまだ熟していなくて余り食べられなかったのが残念です。今度はたくさん

色づいた頃にまた来られたら良いです。うなぎ捕りは仕掛けから自分で作って川に入って

仕掛けたのがいい経験で良かったです。 

◆ 途中まむしが捕れるハプニングもあり楽しかったです。40年ぶりに桑の実を食べました。 

◆ ４匹も捕れて最高でした。こんな山の中でウナギがとれるなんて思いませんでした。 

～やまの風・まちの風～ ログハウス８月の予約状況。１週から４週目までの土日とお盆の前後が込み合っていま

す。８月後半はまだ空きがあるのでねらい目ですよ。最新の空室状況はお電話でお問い合わせください。 

２日目 ７月１２日（日） 

左：仕掛けづくり 中：みんなで夕食 右：大きなウナギ！ 



豆知識  出身は、中央アジア。涼しいところが好きなんです。 

 この写真、どこの景色かわかりますか？ 

 山の上に広がる広大なハウス。ここは諸塚村

内に３ヵ所ある園芸団地のうちの１つです。写

真の「柳の越園芸団地」は、平成２０年から栽

培を始めた一番新しい施設です。耕地面積が、 

１．８５ha。標高は諸塚村内の園芸団地で最も

高い８７０ｍに位置します。寒いときには約マ

イナス８℃（外気温）という気温も記録しまし

た。標高が高いので夏場でも比較的涼しく、そ

の気候を活かした野菜作りを行っています。 

 この柳の越団地の主な作物が、今回の主役「ほうれん

草」です。現在、収穫の最盛期を迎えています。種をまく

時期や品種にもよって違いますが、種をまいてから約２

５日～４０日で収穫できるようになります。ハウスを４

～６ブロックに分け、２・３日置きにずらして種をまくこ

とで、切れ間無く収穫できるようにしています。 

食べ方は、さっと湯がいてからお浸しや和えもの・サラ

ダなどにするのが定番でしょうか。右ページで紹介して

いる食育体験ツアーでは、柳の越産のほうれん草料理を

食べていただきました。ほうれん草を使った生春巻きに、

茹でてペースト状にしてほうれん草スープ。暑い季節で

も、たくさん野菜が食べらそうと好評でした。 

諸塚村産のほうれん草は、日向農協を通して、宮崎県内

でも店頭に並んでいます。生産地を確認するのは袋に張

られた白い小さなシール。安心・安全な食べ物を届けられ

るように、生産者の名前と産地が表示されています。（田） 

 

 ほうれん草の原産地は中央アジア（現在のイランあたり）といわれているそうです。シルクロー

ドを伝って東アジアに伝わり、日本には江戸時代の初めごろにやってきたといわれています。涼し

い気候に生育する植物です。本来の旬は冬で、寒さを経験することで甘みが増すといわれてい

ます。諸塚では、涼しい気候を生かして夏場のほうれん草栽培をおこなっています。 

 葉物野菜の多くはアブラナ科なのですが、ほうれん草はアカザ科に分類されます。 

諸塚を食べる！（4４） 高冷地ほうれん草 
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～やまの風・まちの風～ただ今、近隣の市町村と連携したスタンプラリーを実施中です。宮崎県北部をめぐる「北

ひむか神話街道」と、熊本・大分の２県と連携した「九州中央７７」の２つのスタンプラリー。期間は来年１月まで！ 

上：標高８７０ｍの大農園 

下：ほうれん草育ってます 

目印はこれ！！ 
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NEWS１ ワーク・キャンプでしいたけ栽培作業 
 

まちむら応縁倶楽部のワーク・アフター・キャンプ ６月２９日（土） 

今年の３月から始まりました、「まちむら応縁倶楽部」のワークキャンプ

。今回はその続編で、コマ打ちを行ったシイタケの原木をほた場に並べる作

業を行いました。第１回の参加者に呼び掛けたところ、１３名の方が集まり

ました。今回は、ご家族・お友達を誘っての参加もありました。 

立岩しいたけ団地につくと、自己紹介の後さっ

そく作業を開始。指導は、地元の山本栄さんにお

願いをしました。まずは、棒ゴマを植菌した原木

から組み立てていきます。説明をうけて、見よう

見まねで皆さん作業に取りかかります。途中、２

～３回ほど組んだほだ木が音を立てて崩れる場面

もありました。「今のは練習だった」と言って、

めげずに組み立て直しました。皆さんのすばらし

いチームワークで、怪我もなく無事に作業は終了

しました。作業後、ほた場周辺の除草にもご協力

をいただきました。 

作業後の交流会では、「今度は、１週間ほど泊

まりがけで手伝いをしながらシイタケ栽培のこと

を学びたい。」との声も。頼もしい応援団ができ

ています。ご参加いただいた皆さん、ありがとうございました。（田） 

～やまの風・まちの風～ 先日、諸塚村に某TV局の「ダーツの旅」がやってきました。取材スタッフいわく、歩いて

いる人が全くいなくて取材が大変でしたと。全国放送は終わったようですが、宮崎での放映はまだ先のようです。 

NEWS２ 宮崎県の食育体験塾ツアー、諸塚にやって来る！ 

 食育体験塾 ７月１１日（土）～１２日（日） 

日南市など県南部を中心に集まった４４

名の参加者の方が、諸塚村内で、生産地を

見学しました。これは、県が主催する１泊

２日の食育体験塾ツアーの一環でした。 

諸塚村内では、柳の越園芸団地と水見し

いたけ団地を見学しました。ツアー中の食

事は、村内の特産品加工グループのおば

ちゃん達の手作り料理やハーブレストラン

「まあ夢」の特製諸塚産野菜づくしこだわ

り朝ごはんなど。地元の食材をたっぷり

使ったメニューでした。（田） 

  



諸塚の祭り(４３) イベント 

もうすぐ１００回記念「諸塚でやま学校しよう」もうすぐ１００回記念「諸塚でやま学校しよう」  

    特別編「やましぎの杜の同窓会」特別編「やましぎの杜の同窓会」  
  

平成２１年 ８月８日（土）～９日（日） 

 やましぎの杜でゆったり過ごす２日間！ 

 いつものやま学校のように、みんなで分担して食事の

準備。夜は、同窓会と題して写真を見ながら昔話。やま

学校名物の世話人や歴代担当スタッフも「やましぎの

杜」に大集合！これまでのやま学校を振り返り、１００回

記念に向けてのアイデアをみんなで語りあいましょう！ 
 

★ 参加資格 

 これまでにやま学校に参加したことがある人・ 

これからやま学校に参加してみたい人 

★ 持 ち 物 

 やま学校でこんなことしたい！というアイデア。

ワクワクした心。 
 

集合場所 ８日（土）午後１２：３０ 

 「しいたけの館21」（諸塚村中央公民館横）集合 

参 加 費 ５､5００円/人（１泊３食付） 

 中学生以下4､５００円、３歳児未満：無料    

 日帰り２,５００円/人（体験料と夕食含む） 

場  所 諸塚村大字七ﾂ山 やましぎの杜  

定  員 ２０名（先着順となります） 

 

 
 

編集後記 

□食育ツアーやうまいものツアーで、地元の食材を使って、地元のおば

ちゃんが作ったおいしい料理を堪能させてもらいました。それに比べる

と、普段の自分の食生活は・・。（田） 

■果たしてウナギはかかるのか・・・。なんと！４匹も捕れたやま学校。

密かに準備していた白焼きは、土用の丑の日前に我が家で密かに処分さ

れました。（笑）。(聖)  

□空梅雨明けの豪雨に九州各地でも災害が多発。平成１７年の災害

が脳裏をよぎります。「自助」「共助」「公助」と言われますが、

災害対策でも地域の助け合いの力がとても大事です。（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】 

８月１～２日  

フォレストピアモニターツアー 

 (諸塚村・日ノ影町) 

８月２日 中山間盛り上げ隊 

 集落道の草伐りワーク（南川） 

８月６～７日 

 森のエコゼミナール 

８月８～９日 やま学校同窓会 

８月９日 

 もろつかふれあい釣り大会 

８月９～10日 

奥日向モニターツアー〔家族編〕 

（諸塚村・椎葉村）   

Presented by 諸塚村観光協会

「まちむら応縁倶楽部」 

イベント情報 

今月の一枚 アオスジアゲハ 

なぜか、ホタル橋エコパークにたくさ

ん出現中。集団でふわふわ飛びかって

います。光に透けて青く輝きます。 


