
森の風の記憶 

Presented by 諸塚村観光協会「まちむら応縁倶楽部」 

11・１２月の出来事 

11月26～27日 エコツアーフリープラン 宮崎市Ｍさんご一行様 

11月28～29日 第94回エコツアー 地そばの脱穀と 10割そば 木工 

12月5～6日 ワーク・アフター・キャンプ  ～しいたけ採り編～ 

12月26日 クリスマスコンサート 

12月29日～1月3日 年末年始休業 

諸塚の四季 Ｖｏｌ.４9 「森住八策」 そんじゅうはっさく 

明けましておめでとうございます。弊誌もいよいよ 5 回目の新年号です。今年も

よろしくお願いします。 

暮れに、友人の誘いで隣町での地域づくり団体の集まりに参加しました。各地

域で頑張っている猛者が集まり、地域への熱い思いで盛り上がりました。全国の

中山間地では、もともと経済基盤は弱く、過疎化高齢化が叫ばれ、問題を複雑

にしています。新政権では、経済効果という都会の論理が振りかざされ、地方の

実情が解らず、真に必要なモノの価値観の掛け違いに混乱しています。 

しかし、視点を変えれば、山林の経済性はもともと低いので、あまり大きく下がる

幅はありません。贅沢をしなければ生活できる。高齢化ですが元気で長生きの方

が多いというのは良いこと。人は少ないけれど相互扶助が残り、皆が地域で多く

の役割を果たし、隣同士助け合いができる底力がある。ある意味で理想的では

ないでしょうか。 

坂本龍馬の近代への指針「船中八策」がありますが、「森住八策」とでもい

いましょうか、私自身の地域づくりの鉄則があります。（森中でも山中でも良いの

だが…） 

一、自分たちのしたいことを、みんなで力を合わせて取り組む 

一、自己実現だけでなく、社会貢献につながることを考える 

一、自分たちだけで完結せず、外との情報と人の交流を重視する 

一、目標や意識を高く持ち、量や数より、質や密度の高さを重視する 

一、無理せずみんなが協力してずっと続けられることを考える 

一、そこ住まう人と、その人が生んで育てた地域にある資源を活用する 

一、新しいか古いかでなく、地域に普遍的な価値かどうかを重視する 

一、最初にお金を考えるのではなく、人と資源を動かすことを優先する 

これだと、経済論理が最優先の企業誘致は目標になりません。観光客の数

やもてなしのテクニックより、自分たちにとってどんなお客さんに来て欲しいか、どう

交流しようかという主体的な意識が大事になります。今後、折に触れてご紹介し

ていきたいと思います。（矢） 
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 11月の恒例行事、そばあやし体験です。案内は、甲

斐光さんです。ソバの説明を受け、やましぎの杜の納

屋で2年間もお蔵入りしていた「めぐり棒」を使っての体

験です。シートに乾燥させたそばのからを広げ、ソバの

実が飛び散らないよう両脇に雨戸を建て、「めぐり棒」

で叩きます。思うように巡らない棒、初めて使う参加者

もいて楽しい笑い声がやましぎの杜に広がりました。昔

の人は、この作業が一番きつかったと話していたそうで

す。でも、この「めぐり棒」って誰が考えついたんでしょうか？良く考えられた道具です。ここ最

近の雨続きで、思ったように乾燥されていなかったソバの実でした。あやし方が終わると次は

選別です。荒ごみをとり、ふるいに数回通して仕上げにとうみにかけます。地道な作業を繰

り返して、ようやくソバの実だけが取り出されました。そして恒例の石臼を使って粉にする体験

です。縁側に石臼を準備してみんなが交代でひきました。乾燥が足りなかったせいか、残

念ながらサラッとした粉はできませんでしたが、ソバをあやして粉にする昔ながらの体験をす

ることができました。 

 やましぎの杜には柚子の木が2本あります。そのうち1本は昔ながらの柚子で、色も鮮やか

な黄色、実も大きく今年は豊作です。道具持参のやま学校生も！光さんが準備してくださっ

たはしごをかけて「なかしぎ」の屋根に登っての収穫でした。ちぎられた柚子は、香りがとても

良く、皮をちぎって食べると甘くて美味しかったです。一度お試しください。 

 夕食のメインにもなるそば打ちの様子は４ページへ。そば打ちと同時に夕食の準備を行

いました。本日のメニューは、煮込みソバ、山芋、しいたけ、差し入れのさつまいもの天ぷら。

それから毎年恒例になりつつある？鴨の差し入れがありました。鴨の骨はソバのだしに、もも

は炭で焼いて、肉はたたきにしました。女性を中心に柿ちぎりにも向かいました。そばのたれも

できあがり、煮込みにした方が美味しいの一言で煮込みソバになりしました。天ぷらも揚がり、

鴨もできあがり時計をみると、まだ５時。早めに始まった忘年会は飛び入りゲストもあり、夜遅く

まで続いたのでした。 

  やま学校日記 
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～やまの風・まちの風～ なんと、本通信誌も読者の皆さんの応縁に支えられ、今回で４９号を迎えます。次回は、

５０号の記念に巻頭カラー！！にはならないと思いますが。何かが起こる予感の５０号。期待しすぎずに（→） 

「やま学校」時間割 

第94回エコツアー「諸塚でやま学校しよう！」 受講生 12名 

  平成21年11月28日（土）～29日（日）   

めぐり棒でたたけ！たたけ！ 

 やましぎの杜へ出発！！ 

  そばあやしとそば粉挽き 

  

 １０割そばに挑戦！ 

  他にも、ゆずちぎり・風呂沸かし 

   夕食の準備・柿ちぎり 

 

 夕食・忘年会 

１日目 
 ゆっくりめの朝ごはん 

  やましぎの杜を出発！！ 

 

 「木工教室」プランターづくり 

 
 

 

 どんこ亭のめんぱ弁当 

 

２日目 
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 （人によっては）夜中まで談義がはずみ、２日目は少々ゆっ

くり目の朝食でした。メニューは、煮込みソバにご飯を入れた

ソバ雑炊、みそ汁でした。なかなかの美味で、おなかいっぱ

いでした。片付けを済ませ、恒例の記念撮影をしてやましぎ

の杜を後にしました。 

 しいたけの館21下にある、木工研究会の建物へ着くと、案

内人の木工研究会会長山本利夫さんが準備万端で迎え

てくれました。今回は、プランターづくりに挑戦しました。製材

所で製材されたスギの角材を台形に切り、それを６個ずつ使

って４段積み上げて作ります。台形の角度が決まっていて、

切ることからしたら１日以上はかかるだろうということで、長さを

合わせたものを準備してくださいました。プランターの底板は

自分たちでノコギリを使い切りました。引いた線どおりにノコで

切るのはかなり難しいようでした。金槌、釘、電動ドリル、バー

ナーなどを使っての木工体験でしたが思ったよりスムーズに

進みました。最後にガスバーナーで焼き色をつけ、拭き上げ

て思い思いの手作りプランターが出来上がりました。プランタ

ーを持って記念撮影をしました。皆さんの使い方を教えてもら

いたい気がします。でも、直接土を入れるのはもったいないよ

うな気がしたのは私だけでしょうか？ 

 昼食は、どんこ亭のヘルシーめんぱ弁当です。しいたけの

館２１でいただきました。お弁当に入っていた葉っぱが何か？

で盛り上がり、その場で図鑑を広げて「アスナロ」とわかりました。 

 お昼をいただきながら、参加者のみなさんからいろんなご意見をいただきました。みなさん

様々な思いがあるようです。ご提案ご意見ありがとうございました。これからの体験メニュー

の参考にさせていただきます。（聖） 

まちの声 参加したやま学校生の感想です。  

（→）待っていてください。なお、５０号を記念しての読者の皆さんのメッセージも募集したいと思います。皆さんから諸

塚村へのメッセージ、ご意見・ご提案などもお待ちしています。 

★（そばの）乾燥が雨のせいで足りなかったのが残念でしたね。石臼ひきが中途半端に

なってしまいました。 

☆プランターづくり難しかったです。きれいな花を育てます。 

★ソバの実がなった状態を初めて見ました。普段は既製品しかみないのでどんなふうに

作られるかが分かって物のありがたみを感じました。 

〔こんなこといいな、できたらいいな リクエスト〕 

・つり ・木登り ・神楽の切り絵制作 ・稲刈り ・脱穀  ・らくがんづくり 

・果実酒づくり ・昔ながらの食べ物 あくまき、甘酒、ゆべし等の作り方 

 木工講師の山本利夫さん↑ 

もの作りは人を真剣な顔にする  



「１０割そば」とは、名の如くそば粉と水だけで打った「そば」です。粉に

してすぐにそば打ちをして食べることがおすすめだそうです。今年も１１月末

の「エコツアー 諸塚でやま学校しよう！」の食体験は「１０割そば打ち」に挑

戦しました。 

まず、そば粉200ｇとコップ1杯の水を準備します。こね鉢にそば粉を入れ 

水を半分ほど入れます。指先で粉と水を混ぜていきます。少しずつ水を足しな

がら今度は手のひらを使ってこねます。こねること10数分。耳たぶの柔らかさ

がベスト！次は、麺板に粉をしいて麺棒を使って薄く伸ばします。横にしたり

裏返したり、時々打ち粉をしながら伸ばします。程よい厚さになったら軽く折

りたたみ包丁で切ってそば麺のできあがり。次は、沸騰した釜にそばがくっつ

かないようにほぐしながら入れます。くっつかないように箸で混ぜ、浮いてき

たらOK！ザルにあげ、仕上げは流水で洗って終了！かけそば、煮込みそば、ざ

るそば、何でもござれ！ 

我が家では、つなぎに卵や、山芋を入れてそばを打ちます。小麦粉を使うこ

ともあります。10割そばと比べると、麺が切れにくいようです。(聖) 
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～やまの風・まちの風～ 諸塚どれのそば粉は、村内の特産品販売所「もろっこはうす」や宮崎市内の「海幸山

幸」にも並び始めました。数に限りがありますのでご希望の方はお早めにどうぞ。 

さて、みなさん「そばがき」をどうやって作りますか？先日のやま学校のときに教

えてもらった作り方を紹介します。ホーロー鍋にそば粉と水を入れて良く混ぜま

す。それを火にかけ、シャモジを使ってこねていきます。やわらかい口当たりのよ

いそばがきのできあがりです。熱いお湯を注ぐものと比べるとまろやかでした！ 

豆知識 やわらか“そばがき”の作り方   

諸塚を食べる！（49） “そば” 

①水を差して ②こねる ③さらにこね 

④麺棒でのばす ⑤切って ⑥ゆでて ⑦あげる 完成！ 
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 アフリカのタンザニア連合共和国から２名のお客

様をお迎えしました。タンザニアは中央アフリカ東

部に位置します。アフリカ最高峰のキリマンジャロ

や最大の湖ビクトリア湖、最も深い湖タンガニーカ

湖と３つのアフリカ第１位を持つ国だそうです。 

 緑化活動を行うＮＧＯ「地球緑化の会」の２週間

にわたる日本国内の林業視察の一巻で諸塚を訪れて

下さいました。諸塚では、山林資源を活かした村づ

くりの取組をお話しし、意見交換を行いました。 

 現地では、化石燃料に変わる燃料資源として注目

されている「油のなる木」“ジャトロファ（和名：

ナンヨウアブラギリ）”の栽培プロジェクトに力を

入れているそうです。諸塚村内でも近縁種の“アブ

ラギリ”を植林していました。宿泊先となった農家

民宿「新家」のご主人に案内していただき、諸塚の

山中へアブラギリ探しに出かけました。 

 この他にもハーブレストラン「まあ夢」でのハー

ブ講座など自然の資源を活かしたエコツアーを体験していただきました。 
 （２００９．１２．２～３） 

 ＮＰＯ法人「地球緑化の会」 http://www.egaj-jp.com 

～やまの風・まちの風～ 諸塚の方々のしっかりと地に足の着いた素朴な笑顔やその日々の様々な生活の一端

に触れたりと、なかなか出会う機会の少ない体験だったように思います。（宮崎市Ｍさんよりご感想） 

 県内から集まった１３名のグループがそば打ち講座・しいたけ狩り・木工教

室・ハーブ講座などを体験しました。宿泊は、森の古民家「やましぎの杜」

にて。夜は諸塚じどっこと地

どれの野菜をふんだんに使っ

た諸塚ナベ！！かまどで炊い

たご飯、薪でわかす五右衛門

風呂も好評でした。ご参加あ

りがとうございました！！ 
 （２００９．１１．２６～２７） 

【エコツアー「諸塚でやま学校しよう！」 予約制フリープラン】 

 ご希望の日程・時間にあわせて四季折々の体験メニューをお楽しみ頂けます。 

 ４名以上のグループで１週間前までにお申し込み下さい。 

 詳しくは事務局までお問い合わせ下さい。 

ＮＥＷＳ Jambo！タンザニアからのお客さま  
宿泊先の農家民宿 “新家“にて 

↑ 発 見！ア ブ ラ ギ リ の 実。 

種から桐油をとったそうです 

ＮＥＷＳ 宮崎市Ｍさんご一行様 エコツアーフリープラン  



諸塚の祭り(４７) イベント 
 冬本番！今年も神楽の季節が巡ってきました 

諸塚村の夜神楽 
 諸塚村内では、１月末から２月中旬にかけて

３つの地区で夜神楽が奉納されます。それぞれ

の神楽宿には神高屋が建てられ、神社から八百

万の神々を迎える舞い入れも見応えがありま

す。夜を徹して舞われる勇壮な神楽は神秘的。

ふるまわれるお神酒と神楽料理、幻想的な神楽

を鑑賞、そして地元の村人との交流を楽しんで

みてはいかがでしょう？。 
 

・戸下神楽（とした かぐら） 

  日程：１月３０日（土）～３１日（日） 

               午後１時頃～翌朝お昼前まで 

  場所：荒谷(あらたに)地区 戸下(とした)集会所 
 

・南川神楽（みなみがわ かぐら） 

  日程：２月６日（土）～７日（日） 

     午後１時頃～翌朝お昼前まで 

  場所：南川地区 松原（まつばら） 
 

・恵後の崎神楽（えごのさき かぐら） 

  日程：２月１３日（土） 午後３時頃～１２時頃まで 

  場所：松の平地区 恵後の崎（えごのさき） 
 

 

 ～夜神楽観賞のマナー～ 
 諸塚の神楽は、各集落の住民の手で伝承されてき

た神聖なお祭りです。そこに参加させてもらうとい

う気持ちを忘れずに。地元では、お供えとして焼酎

（２升～３升程度）かそれに相当するお金を持参す

る習わしになっています。 

編集後記 

■年が明ければすぐに夜神楽の季節になります。一番の見どころは実は夜

中の２～３時頃。見応えのあるかっこいい神楽が出るのがこの頃です。神楽を

見ながら夜を明かす覚悟と暖かい服装を準備して来てみてください。（田） 

■新しい年を迎えます。そしてまた一つ年を重ねます。諸塚方式交流事業もい

よいよ節目の年に突入です。たくさんの出会いがありますように・・・。 (聖)   

■新年の六十干支は庚寅。ものの本では「寅」は「動く」意味で、春が来て草木

が発生する状態。「庚」は、大きくて硬い金属を象徴し、新たな形に変化す

る状態のことだそうです。変化の春を迎えて、私も何度目かの年男となりま

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 
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【今後の予定】 

2010年 

１月３日 諸塚村成人式 

 特産品販売所もろっこはうす初売り 

１月４日 観光協会仕事始め  

１月６日 諸塚村消防団出初め式 

1月30～31日 

  戸下（とした）神楽 

   第95回エコツアー 夜神楽観賞 

       神楽団子つくり・しいたけ狩り 

2月6～7日  

  南川（みなみがわ）神楽 

2月13日 

 恵後の崎（えごのさき）神楽 

Presented by 諸塚村観光協会

「まちむら応縁倶楽部」 

イベント情報 

南川神楽「舞い入れ（みゃーいれ）」

での一場面。 


