
森の風の記憶 

Presented by 諸塚村観光協会「まちむら応縁倶楽部」 

先月の出来事 

【５／６月の出来事】 

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「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 

諸塚の四季 Ｖｏｌ Ⅹ   古民家再生のご縁 

諸塚村でも一番古い民家のひとつが昨年の台風で被災しました。正確に

は、民家自体は大丈夫だったのですが、地滑りで敷地が危険な状態になった

ものです。家主のＡさんは、仮設住宅に移られ、ご高齢ということもあり、

家は解体撤去することになりました。 

 地元から「せっかくの家がもったいないので残すいい方法はないか」と相

談されました。実際、調べてみると建物はしっかりしていて、しかもシロア

リなども見られない理想的な古材です。本来なら、地域内で再利用できたら

いいのですが、時期や場所、予算など課題も多く、なかなか難しいところで

す。村外に持ち出すことに抵抗はありましたが、なくなってしまうよりも

と、古民家再生の実績のある福岡のDさんに相談しました。 

 ちょうど福岡県小郡市のＹさんからＤさんに古材の家づくりの相談が

あっていて、古民家再生に強いMさんと一緒にすぐに来村して調べてくれま

した。その結果、良い木材で保存状態も良いこと、そしてＹさんの家の敷地

とぴったりで構造材をそのまま使えることが解り、ご縁がつながりました。 

 もともと民家は、何度も再利用できるようにつくられ、技術もそれに対応

するために進化してきました。古民家再生は、木材資源の有効活用だけでな

く、文化遺産の伝承、モノや人を大事にする心を育てることにもなります。 

 しかし、今の世の中はスクラップ・アンド・ビルドによる経済活性化と企

業利益を優先させ、資源が無尽蔵にあるという仮定に基づく「買った方がや

すい」幻想のからくりになっています。さらに、再利用することは、とても

難しい高い技術が必要な、いわば厄介な仕事ですので、面倒なことやトラブ

ルを避けたがる風潮が強くなると、古民家再生運動もうまくは進みません。 

 再利用が決まって、６月の中旬にＹさ

んがわざわざ福岡からおいでになり、Ａ

さんとの出会いがありました。その後一

週間かけてＡ家は解体され、Ｙ家となる

ために福岡へ運ばれていきました。 

 古い木材の再利用をとおして、新しい

ご縁が始まります。 
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 平成１８年６月生の第６６回実習科目は、竹炭焼き、梅干講座と古代米の田植えでした。  

 １日目は、竹炭焼きの窯入れ、梅ちぎりと田植え作業と盛りだくさんです。最初は塚原公

民館の、世話人・甲斐耕平さんの自家用炭窯をお借りして炭焼きの仕込みをしました。使わ

なくなった電気温水器をリサイクルした炭窯で、入口の直径は１メートル弱。あらかじめ枯

らしてから窯に合わせた寸法に割っておいた竹を、出来るだけ隙間がないように窯に差し込

みます。きれいに収まったら、前面の蓋をして焚き口から火を入れました。 

 本格的な炭窯なら一週間近くかかるところを、この簡

易炭焼き窯は一晩で窯出しが出来る優れものです。 

 

 窯入れの後は、梅干用の梅ちぎりをしました。例年同様、

同じ塚原公民館の黒木フクノさんの梅の木を提供していた

だきました。一個の大きさは昨年の方が上のようでしたが、

大きな梅の木で、今年もたくさんの実が付いていました。１

人約１㎏ずつとりましたが、木の上の方にまだたくさん実

が残っていました。   

 その後、しいたけの館２１の対岸のほたる橋エコパーク

まで移動して、古代米（黒米）の田植えを行いました。塚原

公民館の甲斐善幸さんに作業方法を教わって、まず草取り

をしました。あわせて、田んぼ全体をクワで代かきし、トン

ボでならします。 

 きれいになったら、立てていた苗を取り、等間隔で印の付

いた田植え用の縄を田んぼの中に張り、みんなで横一直線

になって一斉にゆっくり植えていきました。 

 やま学校のマスコットH君も、昨年までは外から見るだけ

でしたが、今年初めて田んぼに入ることが出来ました。よ

かったね。 

 他にも初めての田んぼの方や、何十年ぶりに田んぼ仕事

をする人もおり、腰がきつそうでしたが泥の感触を楽しみながら作業をしていました。人手

も多かったので、１時間半ほどで田植えは終わりました。 

 田植えの汗と泥を水で流して、いよいよ森の古民家「へいだの里」へ。そこでちぎったば

かりの梅のへた取りと、夕食の準備を手分けして行いました。 

  

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！」 

第６６回 平成１８年６月１０日（土）～１１日（日）    

何十年ぶりの田んぼ仕事です！ 



まちの声 受講生のコメント 

★いつも楽しい仲間や先生方と楽しい時間が過ごせます。 

★台風が来ないで、いつか蛍の乱舞が見られることを楽しみにしています。 

★一つのことに時間をかけて２泊３日で取り組むのも面白いかも。 

★初めての参加でしたが、機会があればまた参加したいです。 

★田植えをしたので稲刈りもしたい！ 
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 平田組地区の世話人・増田富子さんと平田カツ子さんが、

煮しめや山芋の天ぷらを用意されていたので、参加者の皆

さんで、山菜の天ぷらとサラダを作りました。へたを取った

梅は、あく抜きのために水につけておきました。  

 夕食は、煮しめや天ぷら、そうめん、地元の漬け物等が並

んだ豪華なメニューでした。塚原公民館長さんや講師陣、平

田組地区の皆さんが座に加わり、賑やかな交流会でした。 

 宴もたけなわな８時に「蛍鑑賞」ということで、しいたけ

の館２１対岸のビオトープに行きました。去年の台風で大

水が出たことと、今年は発生の時期が遅れていることもあ

り、今年は川では蛍をほとんど見られませんでした。でもビ

オトープでは、着実に蛍は増えているようで、素朴な舞を鑑

ることができました。 

 ２日目、朝食後は、増田さんの指導で、梅の漬け込みをし

ました。梅１㎏あたり２００gの塩といっしょに、たらいの中

で揉むと梅の水分が出てきて塩が湿ります。梅は１人１㎏

ずつ持ち帰りされました。梅ジュース用などに生梅を購入

して持って帰られる方もいました。  

 梅を漬け終わったら、へいだの里を片付けて、ひょうたん田（棚田）の散策に行きました。

伝説の下鶴小母嬢の墓を参って、棚田をのんびりと散策しました。  

 散策の後は、昨日仕込んだ竹炭の窯出しです。朝のうちに火を止めていましたので、既に釜

は冷えた状態になっていました。わくわくして窯を開けると、手前は燃えて白くなっていまし

たが、引き出すと立派な竹炭が現れました。重さにして２０㎏弱の炭が出来ました。  

 ちょうどお昼で、どんこ亭のめんぱ弁当を、耕平さんの庭先でいただきました。耕平さんの

持っている様々な形や大きさのめんぱ、つづらかごなど見ました。  

 窯の横で全員そろって記念撮影をして、６月のやま学校は修了。梅雨に入ったばかりでした

が、皆さんの行いが良いせいか、雨にも見舞われ

ずに和やかな２日間でした。 
のんびりと散策しました！ 

やまの声 世話人 増田富子さん 

エコツアーに参加されました皆さんお疲れ様でした。年ごとに顔見知りの方が増え笑顔で

あいさつできた事、うれしく思っています。夕食の山菜料理をつまみながら交流、数軒しかな

い静かな集落に一瞬にして、昔の人口の多かった頃を思い出しました。 

これからも地域の皆さんと力を合わせ、少しでも住みよいむらづくりに努め、町の方々がい

つ遊びに来られても気持ちよく過ごしていただけるようなへいだの里にしたいと思いますの

で、また是非遊びに来られるのをお待ちしています。 

ますだ とみこ  
へいだの里のお隣にお住いです。農作業の知識や経験が豊富

で、世話好きで明るい性格もあって、エコツアーなどへいだの里

利用の際の、世話人さんのたちのリーダーです。 



マメ知識 ～種も薬です 

 宮崎県全域が梅雨入り、湿度の高い季節になりました。食中毒にも注意が必要ですね。 

 「梅雨」は「ばいう」として中国から伝わったそうですが、黴の生えやすい時期の雨と

いうことでもともと「黴雨（ばいう）」と呼ばれていたのを同じ「ばい」で季節にあった

梅の字を使い「梅雨」になり、日本で「つゆ」と呼ばれるのは「露（つゆ）」からだとか、

諸説あるようです。 

 さて梅ですが、諸塚では、特にその栽培に力を入れているというわけではありません

が、自家用の梅干しを作るためなど、農林家のそばには必ずと言っていいほど梅の木が見

られます。しかし、昔に比べると、勤めの人も増えて忙しくなり、収穫する量も食べる量

も減っているのではなかと思います。花を楽しむ庭木としての比重が大きくなっている

かもしれません。 

 先日のやま学校でも梅干しづくりをしましたが、一度漬け込んで１週間後くらいに干

す、「梅干し」と言われるゆえんの行程を、現在では省略する家が多いようです。私の家

でも母親が作りますが、馴染みがあるのは干さない、かりかりのままの梅干しです。です

から正式には梅漬け、梅干さない？小学生の時はおやつ代わりに大きな梅干しを１日３，

４個、時にはもっと食べていたこともありますが、不思議とそれでお腹をこわした記憶は

ないです。 

 加工品としては、椎茸ドレッシングで有名なやかた婦人が「梅ドレッシング」を、七ツ

山味噌で有名な七ツ山婦人が「梅びしお」を販売しています。梅ドレッシングはさわやか

な風味が特徴です。梅びしおは、梅干しの果肉としそを、みりん等と練り合わせたもので、

お茶漬けにしたり、しょう油と混ぜたりいろいろな用途があり食卓に花を添えます。 

昔から食あたりや下痢の薬、疲労回復などに用いられている梅ですが、最近の研究では

日本人の半数が感染していると言われ、胃ガンとの関連性も指摘されるピロリ菌の増殖

を抑制する働きがあるということや、主成分のクエン酸が疲労物質の蓄積を防ぐ働きが

あること、ピルビン酸が肝臓の機能を高める働きがあるなどが分かっており、健康食品と

しても脚光を浴びています。 

 皆さんも、梅干しのようなしわ？を増やさないためにも、梅を食

べましょう。 

 梅干しの種を日に一個飲むと体に良いいう話しを聞いたことがないでしょうか？丸飲み

しても種がそのまま出てくるこことなく消化されるようです。二日酔いしない、下痢や便秘

に効くなど様々な効能があると言われています。 

諸塚を食べる！（１０）  梅の実 
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梅びしお 



「第７回九州玉入れ選手権大会」が行われました！ 

「全日本玉入れ協会（通称ＡＪＴＡ）」は平成２年に北海道の和寒町で、だれでも気軽に参

加できるニュースポーツの推進団体として誕生しました。玉入れは、ＡＪＡＴＡが定めた世

界公式ルールに基づき１００個の玉をかごにいかに入れる早さを競う単純なスポーツです。

とあるご縁で、ＡＪＴＡ九州は、北海道のお誘いに乗る形で平成１２年に設立され、玉入れ

精神に賛同するとともに、都市との交流によって地域を活性化する全村森林公園・諸塚の村

づくりのひとつとして、活動を続けている民間団体です。 

 その九州協会の運営する恒例の「九州玉入れ選手権大会ｉｎもろつか」第７回大会が、先

日６月２５日に開催されました。雨模様のあいにくの天気でしたが、今年も九州各地から６

４チームが集まり、熱き戦いの中に、汗と涙と感動のドラマが繰り広げられました。 

 昨年優勝の「大分吉四六レディース」（大分県）、「KAMOTO２００６」（熊本県・第２回

優勝）「ホストNAGAYAMA」（宮崎県・第４回優勝）はもちろん、毎回惜しくも涙をのんでい

る「熊本国民学校玉入れ部」（熊本県）「千徳を飲もう会」（宮崎県）「プリプリ」（福岡

県）などがリベンジに燃えエントリーしました。対する開催地・諸塚も「Ｎｅｗ飲んべえず」

「チームＴＡＫＩ」「柳原商店」、レディースの「TAKARA☆”」「Ｎｅｗ古ギャル」など常

連を含め１６チームが、第1回以来の「３０万円の打

ち上げ費用を地元商店街に！」の言葉を胸に秘め迎

え撃ちました。 

 チーム構成は、職場やサークル、学生、PTA、青年

団、町おこしグループなどさまざまです。第１回か

ら参加している古参チームも、完全にパフォーマン

ス賞狙い？のチームも、初めて玉入れをする新人

チームも、”３０万円”を夢みながら、やって楽し

い、見ても面白い玉入れに興じました。 

 ゲームは、下馬評通り「大分吉四六レディース」

が３次予選で九州初の１７秒台を叩き出し、更にレ

ディース決勝はそれを上回る１４秒１６の驚異的なタイムで制し、会場をどよめかせまし

た。 

 そのまま一般部門もダントツで勝ち抜くかと思いきや、玉入れの神様は気まぐれです。準

決勝で相方の「大分吉四六’Ｓ」が魔のアンカーボール失格となり流れが変わりました。レ

ディース部門とあわせ７試合目ということもあったのでしょう、決勝では最後の数個でもた

ついてしまいました。さらに大応援団を背に、若さと勢いで勝ち上がった「梅田商店」が最

後の１個で先にアンカーボールが入ってしまい失格！会場に悲鳴の響く中で「熊本国民学校

玉入れ部」が１６秒９５で優勝をさらってしまいました。 

 「吉四六」チームの練習もすごいようですが、「国民学

校」は予選から全て３０秒を切っており、かなり努力して

の結果でしょう。勝つべくして勝ったともいえます。全体

的にも、３０秒以内の記録を６チームがたたき出し、決勝

進出の目安になりました。ベスト２０にも１分以内がずら

りと並び、九州も秒速玉入れの時代になってきたようで

す。９月の北海道での全日本選手権が楽しみです。 

 一方で、毎回衣装の過激さが話題の「ＪＡＰＡＮ」が、

初めて２分を切り３次予選進出を果たしました。やればで

きる。「たかが玉入れ、されど玉入れ」 
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諸塚の祭り(10) 

「家代祇園祭（祇園さん）」  
期 日：平成１８年７月９日（日） 

場 所：家代公民館・家代神社 

祇園さんは、もともと梅雨あがりの最も疫病が発生し

やすい旧暦の六月十五日が例祭日となっています。いわ

ゆる祇園信仰と同じで、夏の疫病退治の祈願が起源のよ

うで、今から約３００年近く前の江戸時代享保年間に、

家代公民館に疫病が大流行して多くの死者が出た時、家

代八幡に祭られていた武勇の神「すさのおの命」に疫病

退散の祈願を込めて、神楽とともに「ねりふみ」という

舞が奉納されたのが始まりとのことです。 

「ねりふみ」は、家代独特の棒を使った舞です。戦後

しばらくまでは、男子青年だけで年少者がなぎなた、年

長者が棒を使って踊っていたそうですが、後継者の減少

で女子青年、中学生が参加するようになり、女子がなぎ

なた、男子が棒を使って踊るようになりました。これら

は、日本の武道と関連があるようで棒術やなぎなたの形

と似かよったところがあるといわれています。舞をする

時の面は、口をへの字に食いしばった「猿田彦大明神」

と、口を少しあけて笑っている「八坂」さんと呼ばれる

祇園さんの神様「すさのおの命」です。猿田彦大明神は、

道案内の神様で、すさのおの命は「くまそ退治」で有名

な武勇に優れた神様と伝えられています。 

現在は、新暦の７月第２日曜日に家代神社と家代公民

館で行われ、お神輿

も出ます。 
 

編集後記 

テレビでは毎日と言っていいほど食べ歩きとかグルメ番組があり、贅沢な

肉や魚介類を使った料理をタレントがこれ見よがしに食べています。１度

食べてみたいと思うと同時に、世界中から食材を買いあさっているんだよ

なーと複雑な気持ちです。前回のやま学校の夕食は、煮しめや天ぷら、椎

茸の南蛮漬け等々、所狭しと並びましたが、食材の９０％以上は塚原地区

で取れた物でした。これ以上の豊かさってあるんでしょうか？（直） 

福岡に移築されるＡ家の片付け中に、１９２３年（大正１２年）の日

めくりカレンダーを見つけました。イノシシ年、来年８４歳の”年男”

になる方の生まれた年。あの関東大震災の年でもあります（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 

℡０９８２－６５－０１７８ 

Fax０９８２－６５－０１８９ 

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

【７月の予定】 

７月１日大豆応縁倶楽部ツアー 

７月８～９日Ｔ保育園体験ツアー 

７月９日 家代祇園祭 

７月１６日産直住宅Ｍ保育園完成

式（宮崎県田野町） 

７月２２～２３日  

 エコツアー（飯干地区） 

 「諸塚でやま学校しよう！」 

 さえんば応縁倶楽部ツアー 

８月５日 

 諸塚夏祭り「ぎゃあな祭」 

イベント情報 

家代公民館 ７５戸 

諸塚村ほぼ中央部に位置し、７つの集

落からなる諸塚村でも大きい公民館で

す。金鶏寺、神社など文化財も多く、祇

園祭、観音祭、家代神社大祭、お稲荷さ

んなどたくさん残っています。 


