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先月の出来事 

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１２日諸塚村産直住宅100号宮崎県高鍋町Ｙ保育園完成式 

３月２１日「ＭＲＴ環境賞」授賞式 

諸塚の四季 Ｖｏｌ Ⅶ  ゆったり諸塚ツーリズム 

諸塚を舞台にした都市と山村をつなぐ交流事業を主催するまちむら応

縁倶楽部もこの４月で９年目に突入します。 

昔懐かしい森の古民家などを活用し、集落で体験を中心にしたエコツ

アー「諸塚でやま学校しよう！」。これには、年８回の定例コースと好き

なときに好きなことを体験できるフリープランがあります。保存版の今年

の年間スケジュールを同封していますので、今年の参加予定を組んでみて

はいかがでしょうか。定例コースは、４月２２～２３日に６４回目の開催

予定です。 

２つ目の柱は、大豆の会員制トラスト栽培の「大豆応縁倶楽部」で、昨年

は台風以外は好天に恵まれ久々に好収穫でした。毎年５月に会員募集しま

すが、今年は新企画もご用意できると思いますので楽しみにしていてくだ

さい。３つ目は、学校などの教育機関向けには、環境教育の特別メニュー

を組み合わせた「環境を学ぶ旅」です。 

まちむら応縁倶楽部の活動で、これまで延べ８０００人を超える方が諸

塚を体験し、村人とご縁づくりができました。ありがとうございました。 

さらに、この春から、新しい試みとして「ゆったり諸塚ツーリズム」が始

まります。これは、諸塚の民宿に泊まり、とっておきの体験と自慢の山の

幸料理を味わっていただこうというもので、今年は実験として四季を通じ

て３回のツアーを企画する予定です。台風で被災した民宿を含め、受け入

れの民宿のみなさんが、若手後継者を中心に張り切っ

ています。 

まず第１弾を、４月２９～３０日に予定していま

す。旬のタケノコ掘りや山菜取り、そして取れたての

美味しい山菜料理を楽しむ予定です。 

案内のチラシを同封しますので、ご覧の上、是非新

しい諸塚の魅力にチャレンジしてみてください！ 
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 今年も３月第１日曜日の５日に、「日本一早い！」をキャッチフレーズにする「諸塚山山開

き」が開催されました。昨年、一昨年と続けて大雪

になり、参加者も運営側も大変な思いをしました。

四輪駆動車か、タイヤチェーンがないと走れない道

路状況に、泣く泣く途中で引き返した方がかなりい

たようです。しかし、そのような厳しい状況の中で

こそ、山の景色は美しく、いろいろな意味で印象に

残る山開きになったのは確かでした。 

 今年は、ご存じの昨夏の台風災害の影響で国道５

０３号線が大型車通行不可、六峰街道も一部不通で

す。文化祭等の大きな村の行事も中止になったこと

から、山開きの開催自体が危ぶまれましたが、飯干

地区を始め地元の皆さんから「いつまでもふさぎ込んでいられない。」「元気を出さないと。」

という声に押されて開催にこぎつけることができました。受入地区の皆さんには、登山道の整

備や、会場設営、当日の運営と、大変忙しい中、全面的にご協力いただきました。本当にあり

がとうございました。 

 天候的には例年より暖かく、今年は雪は降らない

だろうと見込んでいましたが、３月２日に雪が降り

ました。「う～ん、さすが山開き！」山は厳しいぞ

という諸塚山のご威光は、地元の人をうならせました。会場を準備した３日金曜日は晴れ上が

りましたが、積もった雪と、あざやかな樹氷と青空のコントラストの美しさに、一緒に準備し

た地元の人達とも「山師でもなかなかこんぎゃな景色は見られん。」「今日が山開きなら最高

じゃったが。」と言い合いました。準備に携わるからこその“役得”でした。 

さていよいよ山開き当日、天気予報では「晴れ」でしたが、山の天気は移り気なので油断は

出来ません。朝起きてカーテンを開けると雪景色、という夢で起こされたのは担当の私だけか

もしれませんが、しかし今年の山開きは違っていました。下界では青空でも、いつもは、車で

国道５０３号線を上るほどに空がかすんでくるのですが、今回は朝から、山上も抜けるような

青空でした。 

スタッフ第1陣が飯干緑地広場に到着したのは７時４０分でしたが、既に１０台ほどの来場

者の車が来ていました。どうやら既に一度登ってきたようでした。山登りする人は朝が早い！ 

さらに続々と車が上ってきます。今年は、雪の場合の早朝の登山者の移動に支障がないように

開会式典を例年の９時半開始から、１０時開始に遅らせましたが、参加者が時間まで待ちきれ

ないようでしたので８時半から受付を始めました。 

やま学校日記 
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日本一早い！諸塚山山開き 

平成１８年３月５日（日）    

山の厳しさは山の美しさでもある 



まちの声 山開き参加者のコメント 

★諸塚山山開きは天気も良く、楽しく参加させてい

ただきました。蜂蜜やしいたけなどを買って帰り

ました。昨年の豪雨でずいぶん木も倒れていまし

たね。せっかく丹誠こめて育てられた山ですから、お察し申し上げます。（熊本市Ｋさん） 

★今年は水害で大変な中のご準備でしたのに、前夜祭では毎年の事ながら心のこもった料理の

数々、広島から参加した２４名一同感激していました。今後の御活躍をお祈りいたしていま

す。（広島市Ｈさん） 

★先日の諸塚山 山開き参加させていただきました。公民館での泊まりとお食事,お世話になり

ありがとうございました。村の皆さんのもてなし感激しました。ホームページ帰ってはじめて

見せていただき、思い出して楽しんでいます。ＮＥＷＳ！の欄も見やすく、見たい項目にすぐ

にたどり着き内容も豊富でこれからも楽しませていただきます。（佐世保市Ｋさん） 

★今年も諸塚の皆様のあたたかいおもてなしを受け、楽しい交流ができたことを心から感謝し

ております。ありがとうございました。 

（鹿児島市Ｆさん） 
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今年も楽しい交流ができました 

 式典前に、地元の八重の平神楽の奉納が行われま

した。この神楽の特徴は、舞の道具に鉄砲が出てく

ることです。実は私も初めて見る神楽で感激しまし

た。 

 神楽の後は開会式典で、桂正八幡宮宮司により、

登山の安全を祈願する神事、主催者の観光協会長の

挨拶、日本山岳会宮崎支部員による山の誓いの朗読

が行われた後、恒例のテープカットならぬウッド

カットが行われ１０時３０分に登山を開始しまし

た。一昨日のような樹氷はもう残っていませんでしたが、登山道周辺にはまだ雪が残っていま

した。 

 参加記念品のペナントは１０００枚用意していましたが、１１時にはなくなったようです。

駐車場が早い時間に一杯になり、路上にまで車が並んだのは数年前ぶりで、ここ２年の雪の山

開きでは見られない光景でした。 

 当然、そう広くない諸塚山の山頂も、昼食をとる人でごった返していたようです。１１時４

０分頃には朝日新聞社のヘリが記念撮影に飛んできて、登山者が手を振る山頂を無事撮影して

帰っていきました。翌日の朝刊に掲載されたようです。 

 麓の緑地広場では、１２時３０分からバンドによるアトラクションが行われました。今年は

諸塚村出身のいるデュオ「こころ」と、宮崎市を拠点とする「グリーンハートクラブ」、民謡

の柿原さん、諸塚村の「グリーンハウスバンド」の計４組の出演でした。柿原さんとグリーン

ハーツクラブは、昨年の山開きにもグリーンハウスバンドの黒木重人さんのご紹介で出演さ

れ、しいたけの館２１で行われたクリスマスチャリティーコンサートにも参加されました。約

１時間半の心温まる歌と演奏に、皆さん聞き入っていました。 

今年の参加者数は約１５００名でした。天気が良

かったため数年前の２０００名には及びませんで

したが、多くの方に来ていただきました。ありがと

うございました。来年も早春の諸塚山で皆さんと再

会できることを楽しみにしています。 



マメ知識 ～苦みは“薬“ 

今度の冬は、１２月に大雪で、特に東北の方では積雪によ

る大きな被害があったようですが、諸塚村でも大雪が降り大

変な思いをしました。例年は寒く雪の多い２月が、逆に雪が

少なく暖かで、異常気象を肌で感じました。そして諸塚山山

開き直前と春直前の３月中旬にも突然雪が降りました。とは

いえ、ヤマザクラの開花は例年より早いようで、諸塚では満

開に近い木もちらほらと見かけられます。ようやく暖まって

きそうです。 

これから芽吹き出すのが春のめぐみの山菜です。諸塚で

も、ふきのとうは道沿いに出ているのをよく見かけますが、

もう“とう”がたって花が咲いているのが殆どのようです。 

ワラビ、ゼンマイが最も手軽に取れる山菜です。春休みには

大規模林道沿い等に山菜を採りに（盗りに？）来た車が路肩に停まっており、さあ山に入ら

ん、としている光景をよく見かけるようになります。しかし山菜で最も人気があるのはタラ

の芽、ウドでしょう。山の中に入っていけば手頃なものでは人の背丈ほどの木のてっぺんに

芽を見つけられます。背の高いものは２メートル以上にもなりますが、時折心ない人により

先を折られたタラの木を見かけます。これを読んでおられる皆さんはそのようなことはな

いでしょうが、山を荒らさない、ゴミは持ち帰るなどの最低限のルールは守っていただきた

いと切に思います。それと、ウルシの木が見た目が似ていますので（ウルシはとげがありま

せん。）間違えて食べた話はあまり聞きませんが、注意してください。 

 タラの芽もウドもご存じのように天ぷらにして塩を付けて食べると、いくらでも食べら

れそうな気がします。でもご注意ください、非常にヘルシーな料理にも思えますが、食べ過

ぎると天ぷらの油にもたれることもあります。ウドは皮をむいて水でさらしてあく抜きを

して、酢みそ等で食べると非常にさわやかです。 

 ４月のやま学校でも山菜採りを計画しています。どうぞ春の恵で元気になりに、諸塚にお

いでください。 

山菜の苦み成分（あく）は、ワラビは毒性もあり牛が

食べて急性中毒で死ぬケースもあるようですが、他の

山菜の苦み成分は、脂肪を溶かす、老廃物を排出する

などの効果があるようです。 

諸塚を食べる！（７）  山菜 
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ふきのとう 

つくし           タラの芽 



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）   

 立春を過ぎ、日ごとに光が強まり、もの皆の蠢く気を感じます。 

 昨年に教えを受けた日本蜜蜂の蜜洞（待受け箱・角洞)を再び作って

います。気紛れな自然児の好みに合うよう、また、寒暖を和らげるた

め、素材は諸塚産の分厚い杉の無垢板を使います。どうやら、人に優

しい家づくりの基本と同じようです。 

 日本蜜蜂の養蜂は、自然と文化（人の営み）の微妙なバランスの中

で行われ、持続的な再生産を可能としています。わが庭先の待受け箱

に蜂を迎えることができるか否かは、野生の蜂群を育む豊かな環境が

保たれていることが必要なことから、人と自然との在り方に左右され

ると言えるでしょう。 

 山桜の咲く頃には、蜂群の分蜂が始まると言われます。諸塚村や阿

蘇の山裾に、蜜洞（杉の丸洞）を多く見うけましたが、この地域だけ

でなく、どこにあっても、ごく普通に、蜂と共生できる生活環境があ

ることを望んでいます。 

 最近、温暖化の影響が取り沙汰されますが、私達は、自然を対立する

ものと捉え続けるその結果に対し、もっと想像力を持つべきです。 

いつまでも、季節のその名にふさわしい時が迎えられるようにしたいものです。 

お便り紹介の第２回目です。皆様ありがとうございます。 

★先月の台風見舞い申し上げます。テレビで見てびっくりしました。復興を心よりお祈りしま

す。 

★いつもいろいろな催しのお知らせを送付してもらい、いつも行きたいと思いながらなかなか

いけず残念です。 

★参加したい。でも現実的には無理であるかも（時間的問題） 

★父が要介護で、土日の外出ができません。その内、きっと参加します。 

★今は子供が中・高校生で忙しく、なかなか自由な時間がありませんが、数年したら夫婦して出

かけたいと思っております。 

★諸塚の一日も早い復旧を心より応援いたしております！！頑張って下さい。！！ 

★昨年カヌーと紙漉きに参加しました。お世話になりました。 

★各施設とも「やましぎの杜」のように作業しやすい環境に整えていくといいと思います。今の

スタンスでぼちぼちいけばいいと思います。 

★自分が子供の頃体験した事を、子供と一緒にやってみたいです。 

★毎回御連絡頂きありがとうございます。友達を誘ってどれかに参加したいと思っています。 

★御無沙汰しています。仲間と畑仕事を始めたため、時間がとれず失礼しています。皆様によろ

しくお伝え下さい。 

★御無沙汰しています。お元気で活躍のことと思います。木質ペレットはいかがでしょうか。ど

れだけの需要があるかですが…間伐した枝が山で朽ちていますが「もったいない」と思うこと

しきりです。採算の合う方策が見つかると良いのですが… 

★家族で参加したいと思っています。（ちょっと距離はありますが） 
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◆会員の皆様の寄稿大歓迎です◆   

待受け箱 



諸塚の祭り(７) 吉野宮神社大祭（座頭神祭） 

室町時代に不幸にして亡くなった盲僧の命日にち

なんだお祭です。５００年前には霊の供養が目的だっ

たのでしょうが､長い年月の間にそのお祀りした神社

が霊験あらたかな目の神様として崇められるように

なり、また地域共同体の祭りとしても定着するように

なったものです。山間の小さな集落の小さな神社の祭

りですが、宮崎県北部では、お隣の美郷町北郷区の宇

納間地蔵さん、延岡市のお大師さんと並ぶ３大祭りと

して多くの人が集まる伝統ある行事です。 

昔から地元民はもちろん延岡市など近隣から多数

の信奉者が訪れていた様で、第５号で紹介した江戸時

代の本草学者・賀来飛霞の｢高千穂採薬記」によると、

祭りの前後数日間は、市が立ち、射的場、バクチ場が

出来ていて、山深い山頂が賑わう様子を見て彼が驚い

たという記述があります。 

神社の謂われとなった盲僧の伝説は、吉野宮物語と

いう本も出版されたり、紙芝居なども創られていまし

たが、縁あって絵本作家の五味太郎氏が大きな絵図と

ビデオ、そして絵本と絵葉書をつくってくれました。 

また、祭の当日には、日本でただ一人の琵琶法師の

永田法順さんが参拝され、「先輩の供養」として毎年

公演をされるのも見所となっています。 
吉野宮神社大祭 平成１８年３月２８日（火） 

  諸塚村大字家代南川地区中尾 吉野宮神社 

主 催 吉野宮祭実行委員会 

日 程 ８：３０ 神事・神楽奉納・箕舞   

   １１：３０ 永田法順さん公演・もちまき 

   １３：００ アトラクション 

編集後記 

新年度がいよいよ始まります。自然も春の風の中で花を咲かせ、緑が生き生きと輝い

てきます。私もフレッシュな気持ちを取り戻し、何か一花咲かせたいものです。（直） 

先日、関西の大学から建築学科の学生さんが６人が自費で来村。山の研修とのこと。

「何で林業？」と聞くと「興味があって」･･･いい心がけである。しかも結構林業に

詳しい。「授業で林学があるの？」「個人的にみんなで勉強しました」･･･前向きで

ある。しかも明るいし、出会った人にちゃんとあいさつができる。御礼も言える。

いまどきの若者も捨てたものではない。知人のゼミ生でしたが、さすが良い生徒

を育てていますね。こちらの方がとても勉強になりました！（矢） 
Presented by 諸塚村観光協会
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【４月の予定】 

３月２６日 家代観音祭 

３月２７日 

 産直住宅宮崎市ＴＭ保育園上棟 

３月２８日 吉野宮神社大祭 

４月１日  塚原春祭 

４月１～２日 

 第４１回木材産地ツアー 

４月９日 

 森林・木材認証フォーラム九州 

４月１４～１５日 

 九州森林フォーラム  

４月２２～２３日 

 第６４回エコツアー   

４月２９～３０日 

 ゆったり諸塚ツーリズム第１弾 

 

イベント情報 

絵本「吉野宮物語」 
好評発売中！ 


