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２月の出来事 

２月３～４日 南川神楽  第４７回諸塚村木材産地ツアー 

       第７１回「エコツアー諸塚でやま学校しよう！」 

２月９～１０日 第３回「森林・木材認証フォーラム」  

２月１０日 恵後の崎神楽 

２月１３日 福岡県Ｈ村の諸塚村視察研修受入  

２月１７日 諸塚村産直住宅 第１３２号宮崎市Ｎ邸上棟 

諸塚の四季 Ｖｏｌ ⅩⅧ  まず普遍的な取り組みを！ 

先日、諸塚村に某雑誌の取材班がこられました。地域資源を活用し

た取り組みの特集で諸塚のエコツーリズムのを取り上げるそうです

が、その中で記者に面白いコメントをいただきました。 

「諸塚のツーリズムはとてもいい取り組みなのですが、他の地域も真

似して始めたら、なかなか難しくなるのではないですか？」 

 ちょうど同じコメントを、産直住宅を始めたばかりの１０年前に、

当時取材にこられた新聞記者からも聞いたのを思い出しました。 

「他の木材生産地が諸塚のまねをして同じような産直住宅を始めた

らどうしますか？」 

 そのとき、若かった私は生意気にもこう言ったのを覚えています。 

「都会の方が木の家づくりを求めているということで、そうなるなら

我々の読みが正しいということであり、むしろ望むところです。」 

 確かにその後、他の木材産地とも協力しあいながら、活動していく

うちに、木の家づくりの取り組みが各地で主流になり、なんとかわた

し達も皆さんから評価いただけるような家づくりのお手伝いができ

るようになりました。 

 自分のことだけ考えず、山を守るため、みんなが幸せになるために

何が必要なのかを利害を超えて話し合うこと、皆ができる普遍的な取

り組みを山とまちが連携して行うことの大切さを示唆しています。 

 今回も生意気に答えてしまいました。 

「時代が諸塚のような素朴なツーリズムを求

めているということで、そうなるなら私たち

の読みが正しいということであり、むしろ望

むところですね。」 

 果たしてどうなるでしょうか？ （矢） 
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今月のやま学校受講生は、村内、宮崎県内と福岡、そし

てなんと仙台！からの参加もありました。  

 １日目は、まず田舎豆腐づくりです。宿泊場所でもあ

る「へいだの里」を会場に七ッ山婦人加工グループの甲

斐種子さんと橋本さんのお二人が講師です。 

 前日から水につけておいた大豆をまずミキサーでつ

ぶの感じがなくなるまでくだいて、一度おけの中に移

し、おけにたまったところで、大釜のお湯の中にくだい

た大豆を入れ、焦げ付かないように交代でかき回しま

した。そのうち沸騰してあふれそうになったところで、

釜の縁から水を注いでしずめたら、今度はひしゃくで

木綿の袋に注ぎ込み、袋をきつく絞って汁を絞り出す

とそれが豆乳です。飲んでみると大豆の甘みがありま

す。絞りかすの「おから」は、なんだか懐かしい味がし

ました。 

 豆乳に、「にがり」を入れてかき混ぜると次第に固

まってきます。それを型枠に入れて重しを乗せて２０分ほど置けば豆腐のできあがり

です。できたての暖かい豆腐は、そのままで甘みもあり、とてもおいしいものでした。      

 へいだの里の世話人でお隣の増田さんから、おやつにと「ぜんざい」を差し入れて

いただき、みんなでいろりを囲んで食べました。自

家製の小豆がしっかりしていて、おいしいと大変

評判でした。  

 一服して落ち着いた後は、夕食の準備です。メ

ニューは、猪鍋と、おからと野菜を炒めたもの、増田さんのシイタケ南蛮でした。猪

肉はなんと前日に猟師さんがしとめたものを、解体しているそばからもらったもので

新鮮そのもの。料理する前から食べるのが楽しみでした。 

 鍋がぐつぐつと煮えて料理がそろうと、早めの夕食交流会、新年会でしたが、おい

しい料理と焼酎が入ると話も弾み、あっという間に神楽鑑賞の時間になり、あわてて

バスに乗り込みました。 

 南川神楽のある小払（おばらい）地区の入口でバスを降り、歩いていくと太鼓の音

が聞こえてきて期待が高まります。舞台の神高屋（みこや）の周りにはすでに多くの

観客が集まっていました。焚き火越しに舞が幻想的に

映ります。交流会場として設けられた脇宿（接待小屋）

に入って、地元の方と焼酎を酌み交わしていました。 

 午前様にならない時間で鑑賞を終えましたが、後ろ

髪を引かれつつ帰りのバスに乗り込みました。へいだ

の里に帰り着いてからも遅くまでいろりを囲んで話が

弾んでいました。 

やま学校日記 
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第７１回 エコツアー 

平成１９年２月３日（土）～４日（日）    

なんだか懐かしい味でした！ 
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 ２日目は、へいだの里で朝ごはんを食べてから、水源

の森づくりのための植樹をする池の窪の山林に向かい

ます。池の窪周辺の山は、天空の森「池の窪グリーン

パーク」のすべての水をまかない、さらに諸塚村の中心

部の水源地でもあります。「黒の谷」というこの山の谷

の豊富な水は下流の日向市の水がめである耳川にも流

れ込んでいます。 

 今回植樹をするところは、民有地でスギを植えてい

ましたが、台風被害もあって最近伐採されました。しかし、山主さんの理解が得られ、

水源の森として広葉樹を植える予定です。その一部で今回のやま学校の植林体験をしま

す。植えるのは落葉広葉樹の代表格ケヤキ１００本です。 

 スギの枝などが残っている山肌を掃除する「地拵え」という作業から始まります。講

師は、やま学校ではすっかりおなじみの、森の案内人・甲斐耕平さんです。最初に効率

よく地拵えする方法を教わってから、全員の連携で作業を行いました。初心者には

ちょっと酷な内容だったかなと最初ちょっと思いましたが、どうしてどうして、みんな

手際がよくそれほど時間もかからず無事にできました。 

 一服してから、横に並んでケヤキの苗を１本１本丁寧に植えていきます。地面が柔ら

かかったので鍬で掘るのは比較的楽でしたが、傾斜での慣れない作業で皆さんきついは

ずなのに、文句も言わずに一生懸命に植えていただきました。これから１０年近くは下

刈りなど手が掛かり、ちゃんとした山になるまでにはさらに長い長い年月が掛かります

が、将来は立派な水源の森となることを願います。  

 体験終了後は、秋政展望台で景色を眺めたりしてか

ら、ハーブレストラン「まあ夢」で昼食となります。

食後のハーブティーを楽しんで、古本店長からハーブも受けました。 

春のような穏やかな天候の中でのやま学校で、作業もスムーズに運びました。新年度

のやま学校も天候に恵まれるように皆さんと一緒に祈

りたいです。              （直） 

立派な水源の森になれ！ 

まちの声  受講生のみなさんの感想です 

寒暖の差がはげしい田舎の「やま学

校」での豆腐づくりが、和やかななかにできたことをうれしく思います。皆さんの協力

があってのことでした。家庭のミキサーで作り、ザルに流せば、手早くザル豆腐１品が

出来ますので、ぜひおためしください。夜の交流会までご一緒できなかったことが残念

でしたけれど、山の春はこれからが本番で、山菜がおいしい季節になります。また会え

る日を楽しみにしております。 

やまの声 世話人 甲斐 種子 
かい たねこ  七ﾂ山婦人加工グループ 

同グループの中心メンバーで、大豆応縁倶楽部でもお世話

になっています。明るく元気に指導いただきました。 

★へいだの里の「いろり」がよかった。  

★牡丹鍋最高！猪に感謝します。 

★久しぶりの諸塚でほっとしました。 

★今度は木の伐採、集材作業も見てみたいですね。   



マメ知識 ～大豆の栄養をまるごと活かしています！ 

２月のやま学校では、初めて豆腐づくりに挑

戦しました。七ッ山婦人加工グループの方々に

教えていただいたお陰で、大変おいしい豆腐が

出来ました。できたての暖かい豆腐のほのかな

甘みは、とても幸せな気持ちにさせてくれるも

のでした。また、絞りたての豆乳も久しぶりに

味わいましたがこれも心温まる味わいでした。 

 昔はどこの家庭でも手作りの豆腐やこんにゃくを当たり前のように作っていたよ

うです。今でも作っているところは多いと思いますが、そのことを町場の人に話すと

驚かれます。豆腐はそのまま食べたり、煮物に入れたりの他に、厚揚げにして煮しめ

の具としたり、田舎では欠かすことの出来ない食材です。 

 諸塚村で豆腐を販売用に作っているところは、七ッ山婦人加工グループ、小原井福

和会、松村豆腐の３つです。もろっこはうすや諸塚村内の食料品店で取り扱っていて

いずれもしっかりした木綿豆腐です。絹ごし豆腐はあのプリンのような食感と、味が

淡泊な気がして木綿の田舎豆腐に慣れた口にはどうしても物足りなく感じてしまい

ます。ちなみに絹ごしとは実際に絹でこすのではなく、圧力をかけずに容器にためた

ままで固まらせる作り方、というのは皆さんならご存じですね。 

 原料である大豆の自給率が３％という現実は以前にもご紹介しましたが、諸塚村

でも少ない畑でそう大量に出来るはずもなく、原料のほとんどは主に佐賀などの国

産大豆を購入して使っているようです。諸塚に住んでいても諸塚産の大豆から出来

た豆腐や味噌は、自家用くらいしか出来ないようです。それを考えると、大豆応縁倶

楽部では諸塚の畑でみんなで大豆を作り、味噌にしたり、豆腐を作って食べたりして

いただいており、運営サイドが言うのもなんですが、うらやましいですね～。 

 豆腐を作ると、絞りかすのオカラができますが、野菜と煎ったり、ハンバーグやお

好み焼きにしたり、サラダにしたり、様々な活用法があるようです。余談ですがうち

で昔牛を飼っていたときはお隣（50ｍ）に豆腐屋さんがあっ

て、ほかほかのオカラを一斗缶でもらってきて牛に食べさせ

ていました。その残りを食べていたような・・。豆腐屋さん

も助かっていたようです。 

 諸塚にお越しの際は、もろっこはうすで諸塚豆腐をお求め

ください。               （直） 

畑の肉と言われる大豆ですが、タンパク質の含有量は牛肉の２倍といいますから驚き

です。豆腐は９５％という消化吸収率を誇っており、タンパク質をはじめとした大豆の

栄養素を効率よく吸収できる食べ物です。全国一豆腐を食べる沖縄県は長寿日本一。 

豆腐を食べて健康に長生きしましょう。 

諸塚を食べる！（１８） 豆 腐 
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出来たての豆腐 



諸塚志伝会 山林塾番外編 

 諸塚志伝会は、平成８年から活動している村内のいろいろな業種・職種

のメンバーが参加した異業種交流グループです。 

 これまで、会員相互の勉強会で様々なことを議論するほか、「山林塾」

ツアーで環境教育をしたり、ビオトープづくり、薪割り応縁倶楽部、田ん

ぼつくり隊などの自主的な活動をしています。行政に頼らず山村に住む

自分たちの力で、その特色を生かして都市とネットワークする活動を進

めています。 

 先日、雑誌の取材もあって、山林塾の番外編として山の竹をそのまま活

かした体験企画を実施しました。 

 山を散策して素材を探し、その用途に合わせた竹を伐ってきて、料理を

つくって山の恵みを楽しもうという企画です。料理は、カッポシシ、カッ

ポ飯、カッポ酒をつくり、竹箸、竹皿、竹お椀、竹コップ...。そうです、

炭も竹炭です！ 

 地元の素材だけで見事な竹懐石料理が出来上がりました。特にイノシ

シ肉のカッポシシが絶品でしたね。それに地焼酎も…。 

 次回の志伝会のツアーにご期待ください。 
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期 日：平成１９年２月１８日(日) 



諸塚の祭り(18) 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宮崎県北部の３大祭り

として多くの人が集まる伝統ある行事です。 

江戸期の昔から多数の信奉者が訪れていた様

で、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記述されています。 

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19年３月２８日（火） 

 諸塚村大字家代 南川中尾 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 永田法順氏公演・もちまき 

   １３：００ アトラクション 

編集後記 

暖冬、この言葉がぴったりの今年の冬。天気の良い昼間は少し動くとＴシャツで

ちょうどいいほど。例年であれば諸塚山周辺の雪が消える時期ではありませんが、

全く無い状況です。山開きの時の除雪やら、（凍結防止の）塩化カルシウムをまく

やらの心配は無いかもしれませんが、これでいいんだろうかとも思います。(直)  

先日集会所が落成した恵後の崎集落の柿落としも兼ねた夜神楽に行きました。神楽

も集落と血縁で受け継がれているもので、基本的な構成は似ていますが、やはり集

落ごとに特徴があります。この地区の神面舞いはほとんど子供が舞います。大

人の舞は、酒と話で見ていない方が多くても、子供の面が出てくると座が一気

に盛り上がります。神楽と集落を受け継ぐ子どもたちにエールを！ (矢) 
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【３月の予定】 

～３月末日 

企画展「諸塚でヤブツバキを鑑る」 

３月４日 日本一早い！ 

      諸塚山山開き 

３月１０～１１日 

大豆応縁倶楽部味噌仕込みツアー 

３月２５日 家代観音祭り  

３月２８日 吉野宮神社大祭 

       「座頭神祭」 

 

イベント情報 

五味太郎作絵本「吉野宮物語」 


