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８月の出来事 

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 宮崎大学農学部 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〕 

諸塚の四季 Ｖｏｌ.４５ 都市とつながる森づくりの新しい仕組み 

Ｋ市の環境団体のチラシに、「木を植えるよりも、木を植える人を育てたい」と書

かれていました。環境と森林の関係を理解し、森林保全の重要性の認知は広

がっています。しかし、都会の皆さんや行政の森林保全活動は、ボランティア植

林活動が大部分を占めます。日本の森林の約半分である人工林は、一度手

が入ると植林するだけでは健全な森にならず、下刈り、ツル切り、枝打ち、間伐と

多くの手がかかります。ボランティア植林ではアフターケアの例は少なく、数年で

荒れた森に戻ることもあるようです。 

林業は、もともと投資期間が半世紀以上かかることに加え、材価の暴落で対

価もマイナスの状況で、その職場は賃金も低く、危険を伴う典型的３K職種です。

高齢化、後継者不足です。京都議定書のＣＯ2削減目標６％のうち、３.８％を森

林で担う予定ですが、吸収量をカウントできる適正に管理された森林が増えて

いません。 

だから、今一番欲しいのは「木を育てる人」なのです。共感者が増え、環境保

全活動もかなり成熟していますが、かといって一般の方が森林の重労働をする

には無理があります。 

今「カーボン・オフセット」制度が注目されています。環境のため、みんながＣＯ

2削減の努力をしますが、どうしても減らせない場合は、ほかで削減した分や森林

の吸収分をクレジットとして購入し、相殺（オフセット）するシステムです。今年度に

環境省が、日本型オフセット・クレジット「Ｊ－ＶＥＲ制度」を創設しました。森林に資

金還元して維持管理を促進する試みです。 

諸塚村も、世界的な森林認証ＦＳＣに認定された森林のＪ－ＶＥＲ登録を計画

しています。森林管理が評価され、資金が還元されれば、誇りの持てる、安定し

た雇用の場ができます。木を育てる人が増え、森林管理が促進される、環境共

生社会が目標です。 

ほかの九州の代表的な森林も参加する予定で、都市と連携した森づくりの新

しい仕組みに期待したいところです。（矢） 
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 ８月６日（木） 

 お昼前に諸塚に到着した宮崎大学農学部１年生。やましぎ班と藤屋班とにわかれて、集

落内での作業体験に向かいました。今回は、やましぎ班の様子をリポートします。 
 

 やましぎ班は、地元講師の甲斐光さんの指導で、まずは地鶏つぶしです。光さん宅で育て

られた地鶏３羽をいただきました。地鶏つぶしを体験したい人はこちらにお願いしますと声をか

けると２人の女子と５人の男子が積極的に動きました。こんな体験したくてもなかなかできな

いのでやります！と女子学生。生きた鶏を「しめる」ことを見るのは、今の世代はほぼ全員が

初めてのようでした。緊張感が漂う中、光さんは淡々と３羽の地鶏をしめました。なたで一気

に首を落とし血を出します。学生からは「うわ～」と何ともやるせないような声が出ていました。

次は毛を抜きやすくするためにお湯につけ、ここからは７人の地鶏班に毛抜きをしてもらいまし

た。生き物から食べ物に変わる瞬間です。遠巻きだった学生も地鶏が食べ物となる姿を興

味深げに見つめていました。毛抜きが終わると細かい毛をトーチランプで焼き、塩で洗い解

体作業に入りました。 
 残りの学生は、カマを持ち茶園の草取り作業です。５月に茶摘みツアーを行った後、体験

のために草を切らずに置いた？茶園は草が生い茂り、茶園の姿は見ることができない状況

でした。茶園の中から生えた草は手で抜いたり、カマで切ったりと一生懸命に取り組みました

。地鶏つぶし後の草刈り作業に学生も本当によく働きました。１列を終わらせた学生は、「達

成感があります。」とニコニコしていました。時折の雨に降られながらも２６人の学生は楽しく

会話しながら、茶園の草とりを終わらせました。見事な茶畑が出来上がりました。 
したしぎに戻ってみると、地鶏の解体はすでに終わり夕食の準備に取りかかっていました。

草刈り班は一服して、紫陽花の片付けと、薪割りを始めました。薪割りからは時折歓声も聞

こえてきました。女子学生の２人も薪割りをさせてくださいと積極的に参加しました。嬉しい姿

です。 
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宮崎大学農学部 森のエコゼミナール  受講生６４名 

平成21年８月６日（木）～７日（金）   

～やまの風・まちの風～８月８日から行われた、やま学校特別編「やましぎの杜」の同窓会。１００回記念に向けて

の作戦会議では遅くまで話しが盛り上がりました。今後もアイデアを出し合って一緒につくっていきたいと思っています 

  木材加工センター見学 

オリエンテーション後、 

   ２班に分かれ各集落へ 
 

  ニワトリの命をいただく 

草刈り作業・茶園の手入れ 
  

 夕食  就寝・・ 

  

 畜産センターで作業体験 

  
  

 池の窪複層林と 

  グリーンパーク内の見学 
  

「まあ夢」のカレーランチ 
 

 まとめの時間 
 １日目 

２日目 エコゼミナールカリキュラム 

１時間目 

２時間目 

３時間目 

４時間目 

５時間目 
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８月７日（金） 

６時３０分に起床、予定どおりに朝食を食べて、掃除

、片付けをして、立山さん甲斐さんにお礼を言い、恒例

の記念撮影を行い、バスに乗り２日目の体験施設、

畜産振興センターへ向け出発しました。 
畜産センターでは藤屋班と合流し、牛の餌やりと、

子牛のブラッシングを２班に分かれて行いました。給餌

体験は干し草と飼料をやりました。畜産センターの牛た

ちは、おなかを空かし雄叫びのような鳴き声を発していました。１班目が干し草をやるとがつ

がつと食べ始め静かな牛舎に戻りました。ブラッシングは子牛の鼻輪にヒモを通して柵に

結びつけることがなかなかできないようでした。つなぎ終わると道具を持ちブラッシングです

。腰が引けている学生、やさしく言葉をかける学生、乗りたい！と何度も訴える学生とそれ

ぞれでした。２班目の給餌は、決められた量を牛の成長や体調ごとにやらなければならず

、バケツに３㎏計量し１頭ずつ与えました。隣の牛が首を伸ばし、長いベロで飼料を横取

りしていました。一緒に見ていた学生もびっくりでした。体験中に数人の学生に「牛はどこを

触ると気持ちいいのですか？」と質問されました。犬や猫のようにあるのでしょうか？牛舎

内の清掃と翌日の干し草の準備、道具の後片付けをして畜産センターの体験は終了し

ました。 （聖） 

まちの声  参加した学生さんの感想です。 

★ 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。 

★  

 普段、畜産センターで仕事として黙々 

とする作業を、大学生の子ども達がキャッ 

キャと騒ぎながら楽しそうにしているのが新鮮でした。ボランティアとしての活動に慣れはじめ

た頃なので、もう一度様々なことに興味を持つ姿勢を忘れないようにしたいと思います。 

～やまの風・まちの風～今年の４月より、県庁から村役場に派遣されている寺原さんのブログができました。新鮮な目に映っ

た諸塚での発見がつづられています。 「諸塚村駐在員ブログ」 http://www.chusankan.net/blog/morotsuka/index.

夕食は６時前から。地元の立山キミ子さんと甲斐カツ子さんに指導してもらい会話も弾

みながら楽しく作りました。今夜のメニューは、粟ご飯、地鶏の煮物、光さんの作った小麦粉

のだご汁、酢の物です。学生さんの「いただきます！」の号令で始まった夕食は、和やかに

進みました。約１時間をかけてゆっくりと食事をして、みんなで手分けして片付けました。 

むらの声 世話人 汐崎 耕輔さん 
しおざき こうすけ ボランティア「緑のふるさと協力隊」８代目隊員 

ＮＰＯ法人地球緑化センターのボランティア。兵庫県神戸市出身の25歳。

前職は船乗りさんで７つの海をまたにかけ航海をしていたそうです。 

しおっちのブログ (不定期更新中） http://ameblo.jp/pankintte/ 

◆命の大切さを知って食べることのありがたみがわかった。 
◆複層林をみて森に人の手が加えられていることがわかった 
◆茶畑の除草作業で農家の日頃の大変さがわかった。 
◆いろんなものに依存していて諸塚にきて不便さを感じた。 

◆２日間の研修はこれからに役立つと思う。 
２日間のまとめの時間 

茶畑の草取りは達成感たっぷり 



この夏行われた、３本のモニターツアー。近隣の市町村と連携して県北エ

リアを巡る企画を行いました。県内はもとより、熊本・鹿児島・福岡などか

ら50名以上の方が諸塚村を訪れました。 

★夏休み子ども村 諸塚・日之影編 8/1～３ 
 福岡市内の子どもと親子１６名が参加。 

 １日目は元気にカヌーと川遊びを行いました。夕食は、みんなでそうめん流

しを楽しみました。２日目は、諸塚の夏祭りに参加。「わっしょい、わっしょ

い」と大きな声を出して御神輿を担いだり、山車を引っ張ったり。参加者の子

ども達に大活躍してもらいました。地元地区では、はやくも来年も親子で祭り

の応縁にきてもらいたいという声がでています。   

ＮＥＷＳ 夏の思い出 写真館   
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～やまの風・まちの風～ 最近、村内に明るいニュースが２つ。しばらく休業していた、「諸塚温泉 曙」さんが７月か

ら営業を再開。９月からは、新しく鉄板焼き屋さんもオープンします。諸塚のまちに、にぎわいが増えました。 

８月２日 小原神社の夏祭りに参加 

諸塚特産品バイキング 

★奥日向モニターツアー 

  うまいもんツアー 7/18～20 
 諸塚・南郷・椎葉を巡る食の旅。諸塚村は

１日目の昼食を担当しました。村内の婦人加

工グループが勢揃いをして諸塚の特産品づく

しのバイキングを味わいました。 

※「諸塚を食べる」は今号はお休みさせていただきました。 
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★奥日向モニターツアー  

  親子で山村体験ツアー（椎葉・諸塚） 8/8～10 
日向市や鹿児島などから14名が集まりました。 

まずは諸塚のきれいな川で釣りやカヌーを行いました。宿泊は、家族ごとに

民宿でゆっくりとすごしていただきました。 

翌日は、特産品販売所「もろっこはうす」で買い物をして、池の窪グリーン

パークのハーブ園へ。レストラン「まあ夢」のハーブ講座とハーブカレーを楽

しんでもらいました。「まあ夢」でのハーブ講座は、ハーブコーディネーター

の店長古本（こもと）さんによる香りの花束「タッジーマッジー」つくり。「ま

あ夢」のウッドデッキに素敵な香りが溢れていました。 

～やまの風・まちの風～ １０年目を迎える 「大豆応縁倶楽部」。今年から新たな畑も加わり、スタート。７月末に

植え付けを行い、順調に成長しています。 

８月１日 みんなで川へダイブッ！ 

８月10日 渓流カヌー 

香りの花束タッジーマッジーつくり 

ハーブの香りに包まれて記念写真 



諸塚の祭り(４５) イベント 

 好きなムラを応援しよう！ 

    ムラの娘になりませんか？ 
  

 宮崎県山間部のムラでは、ムラを応援してく

ださる県外在住の「娘さん」を募集しています。

ムラの宝、ムラの魅力を一緒に探してください。 

 諸塚村での開催 

     ９月５日(土)・６日(日) 
  

   諸塚夏祭りぎゃあな祭に参加します。「ぎゃあ

な」とは、諸塚のことばで「元気な」という意味。

祭りでみんな元気になって夏の暑さを吹き飛ば

します！この企画は、諸塚村の他にも、西米良

村・小林市須木などで開催予定です。 

編集後記 

■学生時代、夏といえば川遊び・ドラム缶風呂・生ビールが楽しみでし

た。ところが、最近はビールばっかり・・・。せっかく自然たっぷりの

諸塚にいるのに、もっと遊ばにゃあいかん！（田）  ■７月・８月はツ

アー三昧でした！８つのツアーを受け入れました。５日間通しはさすが

にハードでした。でも、たくさんの人との出会いが元気をくださいます。

感謝！(聖)   ■諸塚の降水量が例年の半分という少雨。４年前は、雨不

足の後の９月に突然千ミリの台風大災害。気象は地球の環境制御装

置ですが、温暖化がこれを極端にしているかも。天への祈りとあわ

せ、今できることを。（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 
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e-mail ecom@vill.morotsuka.miyazaki.jp 

【今後の予定】 

９月５日 ぎゃあな祭 

９月5～6日 第92回エコツアー 

 地そば蒔き、渓流カヌー 

 村のスイーツあくまきつくり 

９月5～6日 ムラの娘ツアー 

９月13日 諸塚中学校体育大会 

９月27日 荒谷小学校運動会・

七ッ山小学校運動会 

10月４日 諸塚小学校運動会 

10月31日～11月1日 

 第９３回エコツアー 

黒岳登山と紅葉狩り・山寺の説法 

Presented by 諸塚村観光協会

「まちむら応縁倶楽部」 

イベント情報 

 ヒゴタイ 

 別名：ルリタマアザミ 

 池の窪グリーンパーク内のハーブ園

で見頃です。 

【問い合わせ】  

 フリーペーパー「みちくさ」主宰  ㈱アイロード 

 Tel 0985-23-3443      Fax 0985-44-2404 
 http://michikusan.com 

 ぎゃあな祭２００９ ９月５日（土）１６時～  

 場所：諸塚村総合運動公園 

 内容：フリーマーケット・バルーンパフォーマンス 

   ものまねショー・ＢＭＸショー・花火大会など 


