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先月の出来事 

２月４～５日 南川神楽 

 エコツアー「諸塚でやま学校しよう！」   

 諸塚村木材産地ツアー 

 フォレストピア・森林文化セミナー 

２月１０日 諸塚村産直住宅１０１号 

    宮崎市Ｙ邸上棟 

２月１１～１２日 戸下神楽（大神楽） 

 大豆応縁倶楽部「味噌仕込みツアー」 

 諸塚村産直住宅９４号長崎県大村市Ｎ邸完成見学会 

２月１４日 諸塚村産直住宅熊本市Ｋ邸上棟 

諸塚の四季 Ｖｏｌ Ⅵ  幻の大神楽 

夜神楽は、冬の諸塚にはなくてはならない行事です。いつもの年ならどう

してか神楽になると毎年雪が降るくらい寒くなるのですが、今年はそれま

での大寒波がうそのような暖かさの中、各集落で夜神楽が行われました。 

 諸塚で本格的な夜神楽が残っているのが３集落ですが、昨年神社の建て

替えがあった戸下神楽が今年は大神楽でした。大神楽は、大願成就があっ

た時に舞われるもので、１０年に一度ともいわれています。戸下集落は、

全部で９戸の小さな集落です。ほとんどの家で後継者はいるものの、舞い

手が少ないため周辺の集落の応援も受けながら、がんばっています。 

大神楽の最大の特色は、最初に舞われる「山守」で、神楽が舞えるように

山の神を神主が説得する話です。山の神は、かずらをまいてほんとに山か

ら下りてきます。そして長い台詞がありますが、シナリオもあってないよ

うなもので、山の神はすぐには納得せず、説得して次の番に移るには何時

間かかるか解らない重要な番です。因みにこの「山守」という番は、日本

でただひとつ戸下神楽にしか残っていないそうです。この山守を観るため

に、全国から多くの観客と結構な数のカメラマンが現れます。 

 となりの集落の南川神楽のときに、南川神楽保存会の重鎮が、「大正時

代頃までは、南川も大神楽があって山守をやっとったらしい」と言ってい

ました。大神楽は人も費用も多くかかかるのでやれないでいたら、いつの

まにかなくなってしまったそうです。ただ古文書は残っているようで「や

ろうと思えばでけんことはないんだが…」 

戸下神楽の人も「次はいつ出来るかわからん」と言う人もいました。 

神楽に限らず、どこの集落でも祭りを維持するのはとても大変ですが、

舞い手のみなさんが「神楽があるからこそがんばれる」と語る姿に涙が出

る思いでした。 
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 平成１８年２月生の第６３回実習科目は、水源の森づくりと、椎茸の駒打ち、夜神楽鑑賞と手

前味噌仕込みと盛りだくさんでした。  
 １日目は、まず広葉樹の植栽で、しいたけの館２１から

大規模林道を約３０分登った川の口公民館にある「石原バ

ル椎茸団地」の斜面にクヌギの植栽をしました。やま学校

の教授は、「森の案内人」の甲斐耕平さんでした。 

 １ｍくらいの広葉樹の苗を、間隔を１ｍ２０ｃｍ前後取

りながら、鍬で穴を掘り植えていきました。空は晴れてい

るとはいえ、寒波の影響で風が吹く寒い中で、しかも硬い

赤土を掘るのはなかなかの重労働でした。だんだん汗をか

いて、皆さん１枚１枚上着を脱いでいました。一生懸命の

作業で、１００本の苗をわずか１時間で植え終わりました。うまく成長してくれれば何年後かに

は、諸塚の山を彩るモザイク模様の一部に加わってくれることでしょう。   
 次の椎茸の駒打ちは、「池の窪グリーンパーク」ログハウスの裏山で行いました。クヌギやナ

ラの木を玉切って榾木（ほたぎ・椎茸のはえる原木のこと）にしました。耕平さんと、私山本が

電動ドリルで穴を開け、皆さんに金槌でとんかんとんかん種駒を打っていただきました。風で木

が倒れる場所だけあって、風の通り道になっており、非常に寒い中での駒打ちになりました。お

しゃべりも忘れ、約１時間がんばって約５０本の榾木に種駒を打ちました。終わってから芝生の

広場で、ログハウス管理人さんが作ってくれた甘酒やお茶で暖まりました。広場の方は嘘のよう

に風が当たらず、生き返った心地でした。  
宿泊する森の古民家「へいだの里」での夕食のメインは「猪鍋」。へいだの里の世話人の増田

富子さんに、お昼から猪肉を煮ていただいていて、その鍋にゴボウや大根などの野菜を切って入

れました。味付けは参加者のＳさんによる「すき焼き風」です。 

 増田さん特製の「煮しめ」や漬け物が加わり、耕平さん、

登美子さんのご主人増田寿男さんも入っていただいて、夕

食の交流会になりました。煮込んでいただいた猪肉がとろ

ける程柔らかくなっており、それに加えＳさんの味付けが

絶妙で、「こんなうまい猪鍋は初めてだ。」という声が聞か

れる程でした。 

 交流会もそこそこに、夜の７時には「南川神楽の鑑賞」へ

向かうバスに乗り込みました。 神楽は、南川公民館松原集落
で行なわれていて、集落の手前でバスを降り少し歩きまし

たが、漆黒の闇の中に家の明かりが見えて、太鼓と笛の音が

聞こえてくると胸が高鳴ってきます。 

 来客者へのもてなしが行われる神楽宿にはぎゅうぎゅ

う詰めで人が集まっていました。そこで地元の方々や、来

客者同士の交流が行われます。神楽を鑑賞する人、地元の

方との会話に夢中な人それぞれに楽しんでいただけたよ

うでした。 

 夜を徹しての神楽ですが、皆さん１２時前には後ろ髪を

引かれながらバスで宿に帰りましたが、着いてからも興奮

冷めやらずで、遅くまで話が弾んでいました。 

やま学校日記 
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エコツアー「諸塚でやま学校しよう！」 

平成１８年２月４日(土)～５日（日） 



まちの声 やま学校受講生のコメント 

むらの声 今月の世話人 甲斐 耕平 

★諸塚村にしばらく来ていなかったので、とにかく来たい、そんな感じでした。・・・また精神的

なリフレッシュに来ます。 

★駒打ちの後の甘酒がうまかった！ 

★煮しめが美味しかった。 

★地元のごちそう美味しかったです。 

★たくさんのことを体験することが出来ました。諸塚の寒さも

実感しました。 

★へいだの里は付近の集落自体が美しくなごみました。 

★たくさんの諸塚の人と新たに出会えて良かった。 

   

現代社会は、平均寿命が延び、労働時間も短縮

されて生活環境も都市化してきました。反面、人

間にはストレスが多くなりました。 

私たちの最大の関心事は健康であり続けるこ

とであります。そのためにも自然の中に心身を解放して昔をしのび、山村の新しいものの

発見体験に努めてください。森林の案内人として皆様と活動を通じて知識の向上に努めて

いきたいと思います。ご参加いただく皆様も仲間の輪を広げてください。お待ちしており

ます。 
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かい こうへい  諸塚造園土木代表 

諸塚村内で造園業営み、樹木のことから山の作業の

ことまでその多彩な知識と豊富な経験は基調です。

また、宮崎県の「森の案内人」の資格を持ち、世話人

の代表として観光協会理事も務めています。 

 たくさんの諸塚の人に出会えて良かった。  

 ２日目は７時に起床、しかしＳさんは誰よりも早く起きて、朝食の準備をしていただきました。 

朝食後は味噌仕込み会場の「やかた婦人」の加工施設へ。指導教官は、農協の中嶋仁美さんとや

かた婦人の尾形臣子さんたちの４人でした。材料の大豆は昨年のやま学校で収穫したもの、麦麹の

麦はやましぎの杜の甲斐光さんという地どれの贅沢な素材です。麹の仕込みは七ツ山婦人加工グ

ループです。大きな圧力釜で蒸した大豆を冷まして、ミンチにして、麹と混ぜました。今回、麹と

大豆の比率はほぼ１対１にしました。混ぜ合わせたものを、持ち帰りように、約１㎏ずつ入る小さ

な樽に１人１つ詰めました。３ヶ月後くらいから食べられるようになるそうです。 
作業の後、やかた婦人の皆さんがお茶とお団子を用意してくれており、ごちそうになりました。

甘さ控えめの美味しいだんごに、草だんごが好きな５歳のＨ君は３個も食べていました。他にも特

産品の試食をさせて頂きましたが、椎茸かりんとうの「なばり

んこ」は皆さん感心してポイントが高いようでした。 
時間に余裕があったので、民俗資料館に立ち寄りました。参

加者のＹさん（旦那さん）が石器などの非常に詳しい解説があ

り、やま学校の客員教授として呼ばなくていいものかと思う程

、その他の資料についても詳しく、是非これからもお願いした

いところです。 
昼食はへいだの里に戻り、油味噌や煮しめを頂きました。油

味噌の具は椎茸、人参、豚肉等でしたが全てみじん切りにして

（県央、県南風？）炒めました。諸塚でいう油味噌とは違う料

理のようでしたが、とっても美味でした。 

１日目は寒い中での作業など、２日目はゆったりという感じのやま学校でした。今回もたくさん

の村の方に協力していただきました。ありがとうございました。 

「とにかく来たい」そんな感じ 



マメ知識 ～しょうゆあっての煮染め 

皆さん、煮しめ聞いて連想するのは、何でしょうか。田

舎の味、お袋の味、よく味の染みた椎茸や竹の子、神楽、

お祭りなどおめでたいときに出る。様々だと思います。昔

から、お祝い事の席には、特に田舎では欠かせないものだ

と思います。しかし私個人的には、家の食卓に煮しめが出

ると、「また煮しめ～」というのが正直な感想でした。何

故でしょう、例えば、カレーライスほど頻繁に出るわけで

もないのですが、小さい頃の“ご飯のおかずにはならな

い”という印象が強いように思います。どちらかという

と、今でも、焼酎のつまみ系でしょうか。 

しかし、エコツアーの関係で、方々の地区に行くと、煮

しめをもてなされる事が多いのですが、年をとって味覚が

変化したせいもあるかもしれませんが、私の場合、特に煮しめの竹の子が美味しいと思

うようになりました。 

煮しめの具としては、椎茸、竹の子、大根、ぜんまい、人参、厚揚げ、里芋、昆布、

こんにゃくといったところがポピュラーなところでしょうか。よそでは鶏肉を入れるた

りもするようですが、諸塚で肉類が入っている煮しめを私は見たことがありません。ま

た、色については、まさに“煮染め”ているという感じの醤油色になっていなければそ

れは諸塚では煮しめではありません（そんな気がします）。 

他の料理は家庭ごとに違いがあるように思いますが、煮しめについては諸塚のどこで食

べても、それほど大きな味の違いがないように思います。基本的には醤油と砂糖だけで

味付けをするのでしょうから、当然といえば当然かもしれませんが。 

エコツアーの夕食などに、地元のおばちゃんに作っていただいた煮しめを出すと、皆

さん、特に女性の方々が非常に喜んで食べてくれます。私が作ったわけでもないのにと

てもうれしく思います。講座のリクエストにも、「煮しめづくり」と書いていた方がい

たほどです。 

 そもそも本格的な山菜煮しめを作るために、干しゼンマイや干しタ

ケノコの良いものが必要ですが、その採れる場所を知っているのは地

元のおばちゃんで、もし自分で採ったりするなら手間も暇もかかると

思います。シンプルなだけに素材の善し悪しで味が決まる煮しめ。諸

塚の煮しめが美味しいといわれるのは、素材が良いからに他ならない

と思います。煮しめが食べたくなったら、諸塚のグリーンツーリズム

に参加して、知り合いを作り、一緒に山菜採りをして、それをつかっ

た煮しめをごちそうになるのが一番です。 

室町時代に醤油が作られるようになり、醤油で味付けした煮物が出てきて、「煮しめ」と

言われるようになったそうです。（農林水産省H.Pより。）日本の煮物文化は醤油が出来
て、うま煮などのバリエーションがひろがり、早い時点で完成して形を変えずに伝わって

きたのですね。 

諸塚を食べる！（６）   煮染め 
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煮染めは祭でも定番です 



会員の皆さんからの応縁メッセージ 

「阿蘇の樂舎にて」 阿蘇市 Ｉさん（諸塚村産直住宅にお住いです）   

 わが家は、杉と土壁の自然素材を主体とした小さな家です。この家は、大工さんの手仕事で

建てたため、完成には初夏から春の盛りまでの比較的長い期間を

要しました。一昨年の今頃は未だ養生中であり、人の住む家として

は、2回目の正月を迎えました。 

 私の住む北阿蘇では、今年も昨年と同様、年末、年始にかけ寒さ

が続き、清麗な空気に包まれたため、遠く外輪山越しに見える祖母

山から昇る日の出を拝むことが出来ました。 

 木と土の家の冬の暖房は薪ストーブと決めていましたが、手間

がかかる上に、寒さを十分に凌げるか心配でした。ところが、時折

パチパチと爆ぜる薪の音や揺れる炎とともに静かな暖かさに包ま

れると、そんな懸念やいろいろな束縛から解き放たれ、とても穏や

かな気分になります。 

 最初の秋は、相次ぐ台風で敷地の山栗の大きな枝があちこちで

折れ、栗の収穫は期待外れでしたが、薪材を大量に得ることがで

き、この薪が今年の冬に大活躍です。気も早く、時間を見つけて、

次節の薪作りの作業を続けています。 

 手間をかけることは、今の風潮に合わないかもしれませんが、そうしてこそ得られる大切な

ものがあることを実感しています。 

 庭の冷たさと部屋の暖かさの中を行き来して、今日を楽しんでいます。 

多くの方からお便りをいただきました。その一部を数回に分けて掲載したいと思います。 

★子供達をつれて、久しぶりにエコツアーに参加したいです。 

★今後いつまでも続いてゆくことを希望します。 

★やま学校に行くことが楽しみの一つになりました。自然の中で過ごす数日がとても気持ちが

いいです。 

★昔話や史実（村落形成史）、史跡、古仏堂等も体験学習したいものです。 

★皆様お元気ですか、ごぶさたしています。諸塚村のホームページ見ています。 

★案内をいただく度に家族と「行きたいねぇ」と話しています。が、子供達の学校行事と重なっ

たり、親の予定が入っていたりで実現していません。是非行きたいです。 

★すべてに参加したくなりました。 

★諸塚、大好きです。台風被害早く復旧できますように… 

★遠方のため、なかなか伺えませんが、行きたい気持ちはあります。いつも諸塚の動きを拝見し

ながら、久々に顔を出したいと思っております。 

★伝統的（失われつつある）山里の文化をしっかり見聞、体験したい。通信誌で貴村の様相がや

やわかってきて、お訪ねしたい気持ちがさらにアップ。通信誌に感謝。 

★ごぶさたしております。やま学校には行きたいのですが、なかなか行く機会がありません。時

が来れば是非参加しようと思っています。 

★参加したいツアーばかりです。計画を立て参加したいと思います。 

★スケジュールが重ならない限り、参加したいと思っております。 
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◆会員の皆様の寄稿大歓迎です◆   



諸塚の祭り(６) 日本一早い！諸塚山山開きのお知らせ 

諸塚山は、古くから神山として旧高千穂郷の信仰の対

象となっていた山で、諸塚村の名前はここからきていま

す。諸塚村北部、高千穂町との境にあり、国道５０３号線

の飯干峠から車で１０分ほど上った六峰街道沿いに登山

口があります。登山道はよく整備されていて、登山口から

１時間ほどで頂上に着きます。途中のいくつかの展望ス

ポットからは、天気がよければ祖母山、阿蘇などがパノラ

マで見ることが出来ます。山頂付近にはブナの原生林、登

山口周辺にはアケボノツツジが見られ、ゴールデン

ウィークには多くの見学の方が訪れ、諸塚山周辺に渋滞

が起こるほどです。 

この諸塚山で、日本一早い！をキャッチフレーズに、毎

年３月の第１日曜日に恒例の「諸塚山山開き」が開催され

ます。朝日新聞社の主催する朝日森林文化賞優秀賞の受

賞と日本山岳会宮崎支部の「みやざき百山」選定記念とし

て１９８５年に始められた山開きで、今回が２１回目と

なります。 

九州各地はもちろん、本州からも多くの登山愛好者が

集う場にもなっています。 

 

第21回 諸塚山山開き  平成１８年３月５日（日） 

  諸塚村大字七ツ山飯干地区 諸塚山飯干緑地広場 

主 催 諸塚村観光協会、諸塚村 

共 催 朝日新聞社・諸塚村教育委員会・諸塚村商工会 

内 容 先着１０００名様に記念ペナント進呈 

     甘酒の無料配布、特産品販売も行います 

アトラクション  八重の平神楽奉納 

日 程  ９：００受付 １０：００式典 

     １０：３０ウッドカット・登山開始 

   山頂では朝日新聞社ヘリからの記念撮影の予定 

     １２：３０下山後交流会・アトラクション 

編集後記 

今年は始まったばかりですが、今年度は残りわずか、新年度の「やま学校」などの計画を

立てる時期です。変わらない諸塚の生活を味わっていただくと共に、新たな出会い、体験

を少しずつ増えていけるものに出来ればと考えていますので、皆様方のご指導をよろし

くお願いします。（直） 

２月は、宮崎市、大村市、熊本市etc…と産直住宅の上棟や完成の見学会であっちこっち

でした。どの家もそれぞれのお施主さんが夢を持たれて家づくりを楽しんでおられるこ

とがとてもうれしく、そしてその家づくりに「諸塚の木」を採用していただいてい

ることをとても名誉に思います。皆様おめでとうございます。そしてこれからも末

永く宜しくお願いします。（矢） 
Presented by 諸塚村観光協会

「まちむら応縁倶楽部」 

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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【３月の予定】 

２月２６日～３月３１日 

企画展「諸塚でヤブツバキを鑑
み

る」 

３月５日 日本一早い！ 

     諸塚山山開き 

  諸塚村産直住宅１０４号 

      宮崎市Ｈ邸 上棟 

３月２６日 家代観音様祭 

３月２８日 吉野宮神社大祭 

  「座頭神祭」 
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