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Presented by 諸塚村観光協会「まちむら応縁倶楽部」 

先月の出来事 
５月３日 川内春祭り 

５月４日 飯干神社春祭り 

５月５日 都城市Ｎ邸完成式 

５月６～７日 エコツアー 

 「諸塚でやま学校しよう！」 

５月１８～１９日 延岡市緑ヶ丘小学校「森のエコスクール」 

諸塚の四季 Ｖｏｌ Ⅸ  「限界集落」の突きつけるもの 

 先日ある映画製作会社から「限界集落のドキュメンタリーの取材をしたい」

という連絡がありました。２０年前に集団移転したＭ県Ｓ市Ｓ集落の跡が映

画の舞台のようです。その集落消失を題材にした平成元年のNHKスペシャル

「私はここで暮らしたい」の中で、Ｓ集落と対比して、点在集落を残そうと

努力する諸塚村が取り上げられていたことを思い出しました。集落に住むも

のの心の叫びの映像は、強力なメッセージを発信し、現在でもバイブルとし

て使っている大学の地域政策学の先生もいるほどです。 

 かつての映像でも「深刻」というフレーズが出てきますが、今は「限界」

がキーワードのようです。時代を読む元旦の新聞各紙の今年の特集は、昨年

の「環境」から「富の再生」に大きく揺れ戻しました。「日本の力」がバブ

ル後の経済を引っ張っているとし、「人口減を生きる」として切捨てによっ

てヒト、モノの再配分への認識転換を促し、「再生、新生」として国民的合

意による過疎集落の「創造的破壊」を必然と指摘していました。国も、居住

地域の多くが人の住まない「低密度無居住地域」になると予想し、人口減社

会では、田舎に社会資本を整備する財力はなく、多数派の都市に富を再配分

するコンセンサスを形成しようとしているようです。 

 田舎の集落は、たどれば私たち日本人のルーツであり、ふるさとです。そ

の山や川や森や海は、それを活かす人間社会とつながり、それを支えていま

す。しかし、多くの場合、生活は科学や文明を享受する余り、自然や田舎は

心を癒す道具にすぎないと考えられてしまっていないでしょうか。 

 私自身「限界集落」という言葉には抵抗があります。学者さんだけで使う

分はかまいませんが、言われる側にとっては精一杯可能性を考えて努力し

ているところに、「限界」という鋭い刃物のような言葉を突きつけられるこ

とになります。ただのノスタルジーではない、豊かさの代償でもない、他で

代替できない現実の場所の多くが、私たちの時代に消えようとしています。 
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自然と共生する

集落は、子ども

たちにも魅力

いっぱい！ 

※この通信誌は、ご希望の

方はメールでもお届け

できます。下記にご連絡

ください。 



平成１８年５月生の実習科目は、お茶摘みとお茶に縁の深いお寺の座禅講座でした。  

 雨が心配された曇り空でしたが、県内、大分、福岡方面から１５名の受講生が参加しまし

た。しいたけの館２１に全員集合した後、やましぎの杜に移動し、世話人の甲斐光さんや立

山キミ子さんに教えてもらいながら、最初はお茶摘みをしました。 

 ４月の遅霜で若干生育が遅れて葉が小さめでしたが、柔らかな芽を皆さん丁寧に摘んで、”

てご”の中に入れていました。「いくら摘んでもてごが一杯にならんね～。」と言いながら、

１時間以上摘んでようやく半分ほどになり、茶摘みの大変さを皆さん感じているようでし

た。 

 次は摘んだお茶を、したしぎの大釜で煎る作業でした。薪

で２００度以上に熱した釜に生葉を入れ、焦げないように

かき回し乾燥させていきます。ぱちぱちという音と共に芳

ばしい香りが立ちこめます。軍手をとおして伝わる熱と、腰

の痛さに耐えながら交代での作業ですが、疲れてきてどん

どん交代の間隔が短くなってきます。昔は夜中の１時２時

までやっていたということで、皆さん感心することしきり

でした。  

  

 

 次に釜で煎った葉を、竹で編んだむしろの上で揉みます。

揉んで丸まったものをほぐし、こんどは炭火であぶります。

ある程度乾燥したら、また釜に移し、かき混ぜながら乾燥さ

せます。いっぺんには乾燥させず、釜に入れたり出したりを

数回繰り返し徐々に仕上げます。仕上げを２日目にするこ

とにして、１日目の釜炒りの作業を終えました。 

 夕食は、竹の子と鶏肉、薄揚げの甘煮と、ウドやミョウガ、

料理長Ｓさんが近くから採ってきた山菜の天ぷらでした。

甘煮も、山菜もとても美味しくいただけました。食事の後

は、星空の観察をする予定でしたが、あいにく雨が降っており、それがかなわず残念でした。

食事の片付けをした後も有志の方々で交流会は遅くまで続きました。  

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！」 

第６５回 平成１８年５月６日（土）～７日（日）    

ほんものの音と香りを感じます！ 



まちの声 受講生のコメント 

★お茶を摘むところから実際にお茶になるまでの行程を見られておもしろかった。 

★たくさんの美しい風景すてきな人達がいるので 歩いて写真を撮ってみるのも何か発見があ

るかも。 

★体験型が魅力ですね。 

★（やましぎの杜は）リラックスできました 

★（飛び込みの）釜茶工場見学が良かったです。 
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２日目は朝食をとった後、釜炒り茶の仕上げ作業を１回

行いました。少し葉が白っぽくなり、もうちょっとで仕上が

るなというところまでで終了し、やましぎの杜を後にしま

した。  

 お寺に行く途中で（財）ウッドピア諸塚が運営する釜茶工

場に立ち寄りました。日本で初めて完全に機械化された釜

茶工場で、皆さん大変興味深そうに見学していました。徹夜

の作業でお疲れのウッドピアの松村事務局長と、甲斐勝さ

んには、アポなしで見学の上に、出てきたばかりのお茶まで

飲ませていただきました。ありがとうございました。 

 

 家代の曹洞宗玉鳳山金鶏寺では、岩切政道住職から、坐禅

講座と法話をしていただきました。金鶏寺での坐禅講座受

講は３回目の方もいましたが、一番難しい足を組むときは

大変そうでした。昨年、４歳で座禅体験して２回目のＨ君、

小３のＩさん、小１のＭ君は初体験でしたが、約１５分の入

門編を見事に全うしました。 

 大人の方も、本来の座禅の半分以下の時間でしたが、「こ

りゃきつい」の声もありました。座禅の後はお寺の歴史の話などを聞いた後、般若心経を全員

で唱え、最後にお堂の中を見学させていただきました。  

 昼食は、池の窪グリーンパークのハーブレストラン「まあ夢」です。テラスにテーブルを用

意していただいており、ハーブカレーとハーブティーをいただきました。 

 記念撮影をしてしいたけの館２１へ戻ると 皆さんがやましぎの杜でつくったお茶の葉が

届いており、出来たてのお茶の試飲をしました。用意した葉が、一番最後に釜の底に残ったと

ころだったので、焦げの味もしましたが、風味が立っていました。見かけ的には私が見た中で

は今回のお茶の出来が一番いいように思えたのですが、

参加者の皆さんお味はいかがだったでしょうか？ 初めて禅の心にふれました！ 

やまの声 世話人 岩切政道 

諸塚の山寺での寸時の座禅。情報社会と言われる今日、暫しの情報の断絶も、心の為には必

要でしょう。「一寸座れば一寸の仏」と言われています。しかしながら、一人で座ろうと思っ

ていてもなかなか座れないものです。「大衆の偉人力」この様なツアーに参加し、皆さんのお

力をお借りして、座ることが大切です。「峰の色、渓の響きもみなながら、わが釈迦牟尼の声

と姿と」と歌われた道元禅師のお心がすーっと入ってくるといいですわ！何事にも囚われな

い心を体得しましょう。 

いわきり せいどう  曹洞宗玉鳳山金鶏寺住職 
金鶏寺は、１５８０年高千穂の豪族三田井家の重臣・甲斐宗摂

の菩提寺として開基とされ、その名は宗摂の所持していた金銅

装の笈（おい）に金鶏の金具があったことからつけられたそうで

す。本堂に安置される笈は、宮崎県文化財に指定されています。 



マメ知識 ～諸塚などの山間の産地のお茶がおいしい訳 

夏も近づく八十八夜～♪ 日本人で知らない人はいない？文部省唱歌の「茶摘」で唄わ

れる八十八夜は、立春から数えて８８日目の５月２日頃ですが、諸塚村でも早いところで

は４月の末から５月の１５日頃までお茶摘みの時期です。 

 昔から至る所に山茶が自生しており、「焼き畑をして数年経つと自然に茶の木が茂り、

人工の茶畑のようになる。」ということが文献に書かれており、諸塚村の気候風土がお茶

の生育に適していることを表しています。 

明治の初め頃までのお茶の飲み方は、「日干し茶」というのが多かったようで、１５㎝

前後に伸びた山茶を釜で刈り取って、藁を切る包丁などで刻み、釜で荒く炒って日陰で乾

燥するというおおざっぱなものだったようですが、そのような製法も明治１７年に茶業

取締所が出来て禁止され、現在に通ずる釜炒り茶の奨励と指導が行われたようです。しか

し、年配の方は山仕事に行ったとき山茶の葉をとって火であぶりお茶を入れた経験は多

くの方が持っているのではないでしょうか。聞くところでは、昔はクマザサの葉もお茶の

ようにして飲むことがあったそうです。 

村の４大基幹産業の一つとして位置づけられており、財団法人ウッドピア諸塚が運営

する釜茶工場の他、各地区で運営する茶工場が４つあります。平成１７年度の生葉の受入

実績は74㌧。製品にしたときの歩留まりは約20％、製品としての生産量は推計で15㌧で

す。生産額は4千円/㎏として6,000万円。殆どの地区で１番茶しか摘んでおらず、２番茶を

摘むことと栽培面積を広げることで１億円産業にすることが当面の目標です。 

諸塚はご存じのように平地が殆ど無く、茶畑も山の斜面に点在する形です。昼夜の寒暖

差が大きく、霧がかかる地域では美味しいお茶が出来るようですが、諸塚はその環境にあ

ると言えます。 

 多くの家では、売るのではなく、自家用や親戚に送るための茶畑があり、土日に家族や

親戚で茶摘みをする風景がよく見られます。エコツアー「諸塚でやま学校しよう！」でも

ゴールデンウィークの最後に茶摘みを行い昔ながらの手作業での釜茶作りを体験しまし

た。毎年同じ時期に行われる茶摘みに、何度も参加していただく方も多いです。 

 「今年も諸塚で茶摘みだ。お茶の出来はどんなかな。」という親戚つきあいの感じで来

ていただいているならうれしいな、と新茶をすすりながら思います。 

 良く聞く話ですが、なぜ？というのはなかなか見ないですよね。これは科学的根拠もある

話だそうです。茶の新芽は日光を遮られることにより、うまみ成分のテアニン含量が増加し、

渋み成分のカテキン類（主にタンニン）が減少します。これを利用し人工的に遮光して生産

される高品質茶が有名な「玉露」や「てん茶」ですが、朝霧・夕霧もこれと同じ効果を持っ

ています。このために霧深い中山間地域では、おいしいお茶ができるのだそうです。  

諸塚を食べる！（９）  諸塚のお茶  
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諸塚茶「霧六峰」 



「ゆったり諸塚ツーリズム」が行われました！ 

平成１８年４月２９日～３０日 １泊２日  

宿泊：森の民宿「樹の里」＆森の宿「山峡」 

 

「山里のちょっと優雅な休日」をコンセプトとした「ゆったり諸塚ツーリズム」が始まりま

した。観光地をハシゴしながら、金をつかって遊ぶ既存の観光スタイルに「チョット待った」

と、遅ればせながら始まったのがこの企画。季節に応じた体験プログラムを通じ、「自然の

恵み」、それに囲まれた生活の「豊かさ」をそれぞれに感じていただければと願っています。 

 記念すべき第１回目は、新緑の候ということで、新茶の手摘み体験を行いました。あまり

宣伝も出来ませんでしたが、参加者は多いような少ないような、そうちょうどゆったりの５

名。幸い天候は、晴れ間のある曇り。暑くもなく雨も降らない絶好の茶摘み日和で、参加者

の方々も談笑を交えながらプサプサと新芽を摘みました。 

茶摘みといえば、以前は親戚や近所同士が集まって、わいわい言いながら家々の茶園を順繰

りに摘んだものですが、現在は家ごとの機械による摘採が主流。失われて久しい山里の光景

の中に遊んだひとときでした。 

体験を終えたあとは、諸塚どれの山菜料理に舌鼓。その日に知り合ったばかりでも、話は弾

む、弾む。何かの体験を共有すると超えるんですね、垣根を。なんだか温かいものが残った

夜でした。 

次の日は、アケポノツツジの観賞に諸塚山へと向かいました(車で)。筆者は諸塚に住んでい

るものの、実はアケボノツヅジを見るのは初めてで「まあ、綺麗な花かな」と。もう少し歳

をとったら、感想もまた違ってくると思います。そういうことってありますよね。 

この体験活動も、模索段階ですが継続するなかで「みえるもの」も違ってくるはず。これが

第１回の所感です。 

 次回は夏あたりに「ブルーベリー収穫体験」や「鮎とり体験」を予定しています。 

 どうぞお楽しみに！ 
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世話人 黒木雄介（森の民宿「樹の里」） 



諸塚の祭り(９) 

新企画「さえんば応縁倶楽部」  
「さえんば」とは諸塚でいう菜園のこと。急斜面や日照

時間の少ない山の多い諸塚村には、耕地がわずか１％しか

ありません。ですから諸塚の穀物や野菜は、ほとんどは庭

先の小さな菜園でつくられたものです。自給自足の家庭菜

園の延長ですので、さえんば野菜は、食べきれないものを

お裾分けする感覚です。決して量は採れませんが、丁寧に

つくられた美味しい無農薬野菜です！ 

今回新企画として、一番奥の集落・飯干公民館で、“さ

えんば”でつくった作物のオーナー制度に取り組みます。

今年は、一番大事な食材である「大豆」をつくります。 

大豆は、世界的に品不足で争奪戦が繰り広げられている

穀物ですが、日本の自給率はわずか３％。天候などに左右

されやすく、収量が不安定なことが障害になっています。

ご存じの様に七ﾂ山公民館の大豆応縁倶楽部でも棚田の休

耕田を活用して取り組んでいます。 

今回の倶楽部の目玉は、ツアーでの大豆を使った郷土料

理体験です。マメ料理だけでなく、大豆を挽いた“きな粉”

など伝統を活かした創作料理にも取り組みます。 

山間の菜園でとれる自然の恵みは不安定ですが、現代社

会で失われた自然と人間との共生の営みです。自然の厳し

さを楽しみながら、みんなでその収穫の喜びを共有し、持

続可能な村をつくりたい。それが私たちの願いです。 

 

「さえんば応縁倶楽部 飯干編」 

応縁費：１口１,０００円（菜園１０㎡が対象） 

  （※先着３０口の予定です） 

特 典：１０㎡で採れた大豆を差し上げます。 

  （※収量の天候による増減のリスクを了解ください） 

   種まき、収穫などのツアーを開催します。 

   美味しい郷土料理を皆さんで楽しみましょう。 

締 切：平成１８年６月３０日（金） 

問合せ・申込先 諸塚村観光協会 さえんば応縁倶楽部係 

 ＴＥＬ０９８２-６５-０１７８  ＦＡＸ０９８２-６５-０１８９ 

編集後記 

「諸塚でやま学校しよう！」も５月で６５回目になりました。たくさんの諸塚応縁倶楽部

員ができ、毎年参加してくださる方々がいます。柱となる、茶摘み、蕎麦まきなどはこれ

からも続けていきたいと思いますし「今年も茶摘みに、（蕎麦まきに）諸塚に行くか。」

と親戚の家の手伝い、里帰り感覚で来ていただければいいなと思う今日この頃です。（直） 

「この素朴な祭りと村人とのふれあいを是非みんなに体感して欲しい」と街の人から言わ

れ体験ツアーを始めて１０年目になりました。「せっかく自然いっぱいの生活しているの

だから、出来たものをみんなに食べてもらう楽しみを持って、山で生きる意欲にし

たい！」さえんば応縁倶楽部の打ち合わせでの地元の方の言葉に、応縁の原点を見

つけました（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 

℡０９８２－６５－０１７８ 

Fax０９８２－６５－０１８９ 

e-mail ecom@vill.morotsuka.miyazaki.jp 

【５月の予定】 

５月２０～２１日（熊本市） 

 産直住宅Ｈ邸構造見学会 

５月２８日（宮崎県国富町） 

 産直住宅Ｔ邸完成見学会  

６月１０～１１日 

 エコツアー（へいだの里） 

 「諸塚でやま学校しよう！」 

６月２５日 （村体育館） 

 第７回九州玉入れ選手権大会 

７月１日 （七ﾂ山本村） 

 大豆応縁倶楽部種まきツアー 

イベント情報 

飯干公民館 ３８戸 

諸塚村西北部に位置し、名峰諸塚山など千

ｍ級の山を仰ぐ。原生林も豊富で四季折々

の渓谷の景色を楽しめる。七ﾂ山川の原流

も抱え、白土々呂の滝や飯干童子の絶景な

ど隠れた名所も楽しみである。 


