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９月の出来事 

９月２５～２６日第４３回諸塚村木材産地ツアー 

９月２８～２９日宮崎大学「森のエコゼミナール」 

９月２９～３０日環境首都コンテスト九州交流会諸塚ツアー 

９月３０日大豆応縁倶楽部ツアー「草取りとだんごつくり」 

諸塚の四季 Ｖｏｌ ⅩⅢ 誇りを取り戻すこと 

 先日某テレビ局のニュースで本誌でも話題？の「限界集落」特集があり、

その象徴として、産業廃棄物処理場に沈む北陸のある村が題材になって

いました。 

 集落を捨てる村人のインタビューでは、後継者がいないことに関し、 

「こんなところに生まれた息子がかわいそうで...」 

「子供に、ここに帰って来いというのは『死ね』ということ」 

という悲しい言葉が並びました。 

 全国の山村は、戦後復興時の山林物資の供出、高度成長期の就職列車を

など労働力を提供するなど、多くのものを失った時代を経ながらも何と

か生き残りました。でも、ここ１０年でさらに人口減少は進んでいます。 

 直接的な原因は、高齢化・後継者不足、経済的な困窮で、山に生きるこ

とをあきらめた方が多いからですが、その根底にあるのは山に生きる意

味、そこに住む誇りの消失です。 

 テレビに出ていた限界集落の住民は、みな超高齢者でしたが、病気や災

害時以外の日常生活（水道や道路管理など）は、自分で出来ます。しかし、

彼らがあこがれる都会には、草刈や道路掃除、水道の管理を自分ですると

いう人はあまりいません。 

「こんな田舎に誰も住めない」と語る村人の家にあるのは、最新型の液晶

テレビでした。山村に住む人は、後継者がいないことを除けば、ある意味

幸せです。しかし、彼らの不幸は、いまだにテレビの向こう側にある都会

の豊かさ幻想にすがることで始まっています。人のつながりのない、家庭

も地域も崩壊した限界集落よりひどい都会に暮らす若者が、どんな地獄

を味わっているのか...。貧しさ自体は不幸では

ない、貧しい理由が不幸なのだと思います。 

 財源がないから忌避施設を誘致し、補助金

を得て物質的に豊かなることより、もっと大

事なことは、郷土を愛する自らの誇りを取り

戻すことではないでしょうか。 
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古老と子どもたちのふれあい 



諸塚を舞台に、農林業を中心に生の山村での生活を宿泊体験する学外実習「森のエコゼミ

ナール」に、宮崎大学の先生を含めて１年生６１名が参加しました。 
初日の午前１０時半に諸塚木材加工センターに到着、家づくりに使われる木材の加工現場

を見学しました。広い土場と、初めて見る大型の機械に皆さん興味津々のようでした。 
見学の後、しいたけの館２１に移動し、山菜弁当で食事をしてから、オリエンテーションで

す。諸塚村の紹介と、エコゼミナールで学んでほしいこと

や注意点の説明がありました。 
 その後、森の古民家「やましぎの杜」と「藤屋」に３０

人ずつ２班に分かれての体験となります。 
 やましぎ班は、地元世話人の西田さんと西川さんのお２

人が講師になり、鎌を使って作業道と茶園に別れて、それ

ぞれ草切りをしました。鎌を使うのが初めての学生がほと

んどだったようで、見ていると草を叩き折るような鎌の使

い方で、世話人が、鎌を引くように使うと楽に切れるから

と指導して、ちょっとうまくいくようになったようです。

作業道のほうは、かなりまじめに？に作業したので早めに

終わり、広い茶園の草刈りを手伝いました。 
 茶園は、体験のために草を切らずにおいていた？ので、かなり草が生い茂り、刈るのも大

変でした。茶の木の中から生えている草は手で抜いたりしながら、みんな結構一生懸命に取

り組んでくれたので、広いとはいえ茶園の３分の２ほどは刈れました。全部やりたそうな人

もいましたが、あとのスケジュールもありましたので、ほぼ２／３終わったところで終了。 
 汗をかいたあとは、夕食の支度です。まず今回のエコゼミの目玉とも言える、地鶏つぶし

です。生きた鶏を「しめる」のから見ることは、当然今の学生さんの世代ではほぼ全員初め

てで、緊張感が漂う中、世話人のお２人が鶏の首にナイフを入れると、学生からは「うわ～」

と何ともやるせないような声が出ていました。鶏がぐったりしたら、毛を抜きやすくするた

めにお湯につけ、そこからは学生の皆さんに毛抜きをしてもらいました。最初は触るのも躊

躇していた学生も、次第に慣れてくると、毛を抜くことに集中できる様になり、ちょっと冗

談を言う余裕も出てきていました。 
 仕上げにコンロで細かい毛の残る表面を焼いてから、解体作業です。まずはもも肉を切り

取り、胴体を割り、内臓など各部位の説明にはいると、複雑な気持ちなのか、みんなし～ん

とした様子で説明を聞いていました。解体が一段落したところで、立山さん山村さんのおば

ちゃん２人の指導で、他の食材を切ったり、五右衛門風呂焚き、かまどの飯炊き、配膳台の

準備等など分かれて夕食の準備をしました。手が空いた学生さんにも、仕事をお願いすると

即座に取り組んでくれました。もう少し山村体験を積んで、自分から仕事を探せるようにな

れば、立派な社会人になれるでしょう。 
みんなでつくった夕食は６時半からはじまりましたが、昼間の

作業でおなかが空いていたと見えて、ご飯もおかずもどんどん

お代わりしていて、用意した料理はほぼ無くりました。いただき

ますの大切さを感じてももらえたのか、今回は食べられた鶏さ

んも無事昇天できたのでは

ないでしょうか。 

やま学校日記 
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森のエコゼミナール～宮崎大学農業システム学科 

       平成１８年９月２８日（木）～２９日（金）    

いただきますの大切さを知る 
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２日目は７時に起床、立山さんにも朝食の準備に

手伝いに来ていただきました。朝食後、掃除、片付

けをして、立山さんにお礼を言ったり、記念撮影を

して、バスに乗り、畜産振興センターへ向け出発し

ました。 

センターでは、２班が合流し、牛の世話です。餌

やりと、子牛のブラッシングを交替で行いました。

最初、子牛の鼻輪にヒモを通して柵に結びつけるの

に、牛に寄りつけずみんなまごまごしていたので、

私が「こうするんだよ」と教えていると、調子に乗

るなとばかりに子牛から背中に糞をかまされてし

まいました。好「ウン」がついたなら良いですね。 

餌やりは、餌の量を牛の成長や体調ごとに決めら

れたとおりにやらないといけないので、指導するセ

ンターの職員に確認しながらの作業でした。ここで

もてきぱきとしている姿が印象的でした。 

その後は、池の窪グリーンパークに移動し、昼食と山林見学をしました。複層

林施業も、杉と檜の違いもだいたい解るようになったようでした。 

最後に、キャンプ場の広場で、班ごとに２日間のふり返りを行いました。初め

てのことばかりで、よい体験になった、という意見が多かったですが、もっと諸

塚の良さをアピールしては等の問題提起もありました。 

最後に諸塚村から「経験して理解することで初めて見える世界があることや、

今回した体験は決して特別なことではないこと、誰かがどこかで皆の代わりに

やっていることであり、林業とみんな一人ひとりも、実はつながっていることを

理解して欲しい」という話をして今回のエコゼミナールを修了しました。 

 自分を鍛え直したいときや、繋がりを確認したいときは、いつでも諸塚に遊び

に来て欲しいと思います。 

生き物と食べ物、森と家… 

みんなつながっている 

やまの声 世話人 田辺 薫 

農学部に入って半年の皆さんの目

に諸塚はどんなふうに映ったでしょうか？ 

私自身、諸塚にやってきて半年ですが日々新しい発見があります。まだまだこの村

は奥が深いです。皆さんもぜひまた山村を訪れてフィールドから多くのものを吸収

してくれたらと思います。 

今回の研修が何かのきっかけになればうれしいです。      

たなべ かおる 緑のふるさと協力隊隊員東京都出身２２歳 

大学３年の秋に「そうだ村へ行こう」と思い立ち、「緑のふる

さと協力隊」に応募。今年４月から諸塚村に派遣され、村内各

地で活躍中。ちなみに大学の専門は環境教育。将来は、まちと

むらをつなぐ仕事をしたいなあ、と模索中。 

日々の活動を綴る Blog『諸塚日記』http://furu13moro.exblog.jp/ 



マメ知識 ～クリと人との永い関係 

 芸術の秋、食欲の秋、朝晩少し肌寒いことも

ありますが、過ごしやすい季節になりました。 

 ９月はじめから秋の味覚「栗クリ」の実や「い

が」が、村内の山、道路に落ちている光景を目

にするようになり、落ちているイガグリを見つ

けると、思わず中身が入ってないか踏んで確か

めてしまいます。 

 私が小学生の頃は、道草を食って、山の中や

道ばたに落ちているヤマグリの実を拾っては、

歯で皮をむいて生の栗を食べていたものです。栽培品種より小振りなヤマグリ

の実は、甘みが強く、（お勧めはしませんが）生でかじっても甘く感じました。 

 ブナ科クリ属で、日本にあるニホングリの品種だけで200種類以上といわれて

り自生種はシバグリ、ヤマグリと呼ばれます。栽培用に植えるのは、シバグリが

改良されたもので、より実が大きくなっています。諸塚でも、小規模ですがあち

こちで栽培しています。でも、イノシシも落ちたクリをねらっており、タケノコ

と同じで、「人が早いか、シシが早いか」という争奪戦があるようです。今年は

ヤマグリがたくさん実を付けていたようですので、イノシシは栽培したクリと

ヤマグリを、たっぷり食べてよく肥えているかもしれません。 

 私の家では、クリを皮のまま蒸して食べるのはもちろん、殻と、実を覆う渋皮

をナイフで１個１個むき、水につけてアクを取り、砂糖で甘く煮詰めてお茶請け

にしたり、食後に食べたり、余ったものは冷凍して保存したりします。 

 若い人は、ケーキや天津甘栗などは馴染みがあっても、蒸しただけのクリを食

べる機会はあまりないのではないでしょうか。私は小さい頃親と山に入ったり

すると、ポケットに蒸したクリを入れておいて、時々出

しては歯で皮をむき食べた記憶があります。そんな素朴

なものが私にとってのクリかもしれません。それから俗

説ですが、あまり食べ過ぎると「おなら」が出ると言い

ますからお気を付けください。 

 今から５５００年前から４０００年くらい前の縄文時代の遺跡、青森県の三内丸山遺跡で

は、遺跡の周りの大半が栗の林だったことが分かっています。遺跡の中からも大きな栗の木

の柱や大粒の栗の実が出土しており、そのころから栗が栽培されていたのではないかといわ

れてます。研究が進めば農耕の起源は栗ということになるかもしれません。 

諸塚を食べる！（１３） クリ  
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栗の花 



さえんば応縁倶楽部 ～草取りツアー   １０月１日(日) 

さえんば応縁倶楽部の草取りツアーが行われました。 

今回は日帰りのツアー。皆さん集まって畑に行ってみると、なんともうたく

さんの大豆が付いていて、中には実の重さで倒れているものもありました。小

雨の降るあいにくの天候の中、皆さん黙々と作業をされていました。畝と畝の

間にたくさんの雑草が生えていて、その雑草

が大豆の茎と絡んでいたので、茎を折らない

ように慎重に作業をしました。 

お昼前に公民館へ引き上げ、こまめ倶楽部

の皆さんの指導のもと、昼食のだご汁を作り

です。汁に入れるだんごは地どれの小麦で、

市販のものより少し黒っぽく、こねにくいの

ですが、参加者Ｕさんのみごとな技のおかげ

でちょうどいい堅さのだんご生地が出来ま

した。その生地を一人一人好きな形にちぎっ

て鍋に入れたのですが、平べったく長いもの

から、まん丸で大きいものと様々で、とても

個性豊かなだご汁が出来上がりました。 

お昼は、だご汁をメインにして麦ご飯とこ

まめ倶楽部の自家製漬け物、そしてメンバー

の甲斐つい子さん特製のシイタケの炒め物

を美味しくいただきました。 

少し休憩して、おやつ作り体験となりまし

た。今回は『めしもち』と言って、諸塚のおばあちゃん達が食べていた懐かし

いおやつです。冷えた麦飯と小麦粉、卵を混ぜ、だんごを作るようにこねます。

そのあと竹の皮で包み蒸して出来上がり。味噌やきなこをつけて食べます。地

どれのヤマグリを皮ごとふかしたものと、ヤマグリのペーストで作った寒天を

食べました。 

さえんば応縁倶楽部２回目のツアーは、おなかいっぱいのツアーでした。 

Page 5 通刊第１３号 



諸塚の祭り(1３) 

第８回「黒岳もみじ祭」  

期 日：平成１８年１０月２９日(日) 雨天決行 

場 所：諸塚村黒岳 

主 催：黒岳もみじ祭り実行委員会 

   ０８：３０ 受付開始 
０９：３０ ウッドカット 
１２：００ 交流会     

黒岳（１，４５５.３ｍ）は、諸塚村の最高峰で、

最大規模のブナ林のあるところです。 

１時間ほどの登山コースと１時間半ほどの原生

林散策コースがあります。奥深い原生林の紅葉で

森林浴を楽しんだ後は、登山口広場で地元の特産

品で交流会が行なわれます。  

 秋の大自然と紅葉と、おいしい水と田舎料理を

味わいながら、元気な諸塚を楽しみましょう。 

 皆様のご参加をお待ちしています。 

問合先 諸塚村観光協会℡0982-65-０１７８   

編集後記 

やましぎの杜の杉皮葺きの屋根が一昨年の台風で傷み、北側の屋根は昨年葺き

直しました。残りの南側の杉皮を確保するため、シルバー人材センターにお願い

して皮むきをしてもらいました。今度は１０年以上もって欲しいねと話すと、

「今度むくときはあの世迄言いに来てもらわんと生きとらんわ。」という冗談が

出ました。皮むきの道具、皮をむく時期の見極めなど、これも一つの伝統なんだ

よなとしみじみ思いました。（直）久しぶりにお会いした方が「読んでますよ」

とか「楽しみにしています」と声をかけてくれます。ご無沙汰した分も気持ち

を込めた本誌を読んでもらえて嬉しい自分と、そういえばまだできていないと

はっとする自分がいます。今月も締め切りが.....来月はちゃんと守るぞ！（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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【１０月の予定】 

１０月１日 さえんば応縁倶楽部 

  「草取りツアー」  

１０月１２～１３日 

 延岡市緑ヶ丘小学校 

  「森のエコスクール」 

１０月２２～２３日 

 第 44 回諸塚村木材産地ツアー 

 （ＮＰＯ国産材住宅推進協会） 

１０月２８～２９日 

エコツアー｢諸塚でやま学校しよう」 

１０月２８～２９日 

 国土保全大使体験ツアー 

１０月２９日 

 第８回黒岳もみじ祭 
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