
森の風の記憶 

Presented by 諸塚村観光協会「まちむら応縁倶楽部」 

４月の出来事 

４月１５日 諸塚クロスカントリー大会 

４月２８～２９日 第７２回エコツアー「諸塚でやま学校しよう！」 

４月２８～２９日 日本山岳会宮崎支部「子ども登山教室」 

諸塚の四季 Ｖｏｌ.ⅩⅩ スローフード(そこでしか味わえないもの！) 

先日、ある大学の先生が地域ブランドの調査で諸塚に来られま

した。特産品の取材もあり、地元の加工グループにお願いして早

朝からの仕事の後、お疲れのところを対応していただきました。 

鮮度の高いものを村外に届ける特産品を扱う仕事はとても厳

しい。早朝、いや夜中に仕込んで、朝配送して午前中に店頭に並

ばないと流通は相手にしてくれません。人気が高く、他の真似で

きない商品を主力につくっていても、独自の販路が小さく、系統

出荷の流通に頼らざる得ないため、夜中に起きたりして生活のリ

ズムを変え、あらゆる局面で無理をしてしまう。スローフードを

支えるのは、厳しいビジーライフになってしまう構造です。 

地域資源ばやりで、なんでも加工品にして販路に乗せたいと考

えがちです。しかし、その過程で流通という大きな関所がありま

す。しかも、現代日本では、ユーザーが流通を超えるだけのモチ

ベーションをまだ持っていない。コマーシャルの偏った情報で左

右されるユーザーがまだ多い。納豆捏造の罪は、テレビ局だけの

責任とは言い切れない気がします。 

スローフードは都会では食べられない、「山村でしか味わえな

い」もの、つまり山村でつくり都会から食べにきていただくもの、

地域外に出さないものが中心になると良いでしょう。流通品も必

要でしょうが、完成品でなく素材を提供し「ほんものに近い味が

自分で作れる」キット的なものにとどめ、レベルアップしながら

徐々に浸透を図るなど抑制の効いた

スタンスもいいでしょう。それによっ

て流通を突破した、自分たちのペース

の持続可能な村づくりができるので

はないかと感じました。（矢） 
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お祭りでの手作り料理 



いつもより早い午前１０時にしいたけの館２１に集合。諸塚神社（立岩地区）

秋季大祭に向かいました。２０分のドライブ、谷添いの藤の花がちょうど見頃で

した。会場では神楽が始まっており、来賓用の予約席でしばらく郷土芸能を楽し

みました。お弁当を頂き、箸をつけようとしたところ、「お昼はね、みんな一緒

にいただくとよ」と、地元の方のアドバイス。なるほど、地域には地域の習わし

があると改めて感じました。 

午後の部までしばらく時間があったので、昨年廃校となった立岩小学校や、集

落を流れる川や野山を散策しました。 

午後には、団七踊り鑑賞。この伝統芸能は諸塚村では３地区に残りますが、肝

心のその謂われを聞かれ、案内役がわずかな知識を伝えましたが、ちゃんと調べ

ておけば楽しみも２倍になったのでは、と反省したところです。    

祭りの締めでは、餅まきがありました。餅まきというのは、なぜか子供から高

齢者まで、男も女も盛り上がるんでしょうかね？いろんな場所で見ますが、私の

以前からのプチ不思議です。 

地元の方がこれから「なおらい」という酒席

に突入するところ、ツアーの一行は、地元の西

川文麿さん夫婦の案内で、山道を筍掘りに向かいました。竹山はきれいに整地さ

れ、ちょうど良い具合の筍が、頭を出していました。西川さんの指導で、全員で

挑戦、上手に掘り起こしていました。よいお土産になりました。 

夕方には、宿泊先になる桂地区の「学びの館」に車で移動。諸塚村の「すぐそ

こ」は、４～５㎞先のことだと実体験していただきました。しばし休憩の後、地

元婦人のご指導で、みんなで夕食の準備。わずかな時間で、山菜をメインの夕食

ができました。竹の箸、竹のコップも登場し、地元勇士の見原さん、黒木観光協

会長、地元ご婦人方も参加し、楽しい会食となりました。個人的には、高校以来、

数十年ぶりというご対面もあり、和やかな時間を過ごすことが出来ました。 

 ９時前頃には全員で片付け、就寝の準備をし、一応は解散。数名がお隣の甲斐

さん宅におじゃまし、お世話になりまし

た。今回がエコツアーのデビューとなっ

た今年の森林ボランティアの木村君が、

男の子のいない甲斐家への養子へとか

なり誘われていました。５人姉妹のどの

子に決めたかな？（松） 

 やま学校日記 
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第７２回 エコツアー  受講生 １４名 

平成１９年４月２８日（土）～２９日（日）   

和やかな時間が過ぎます！ 
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２日目は、早朝に起床して全員で朝食をつ

くって食べ、部屋の掃除までしてから学びの

館を後にしました。 

目的は、神山・諸塚山の山登りですが、通り

道は眺めのいい尾根筋の林道「諸塚山スカイ

ライン」を通って、新緑の山々の中をのんびり

とドライブしました。途中にある矢村地区で

樹齢６００年ともいわれる「矢村杉」にも立ち

寄りましたが、その巨大さに、皆さん口をあんぐりとして見上げていました。林

道では、町から来た山菜採りの人も多くいました。 

諸塚山に着くと、登山道入り口の駐車場は

満杯。アケボノツツジがちょうど見頃を迎え

ており、たくさんの観光客が詰めかけていま

した。諸塚山岳会の尾形仁巳さんの案内で山を登っていくと、たくさんのカメラ

マンがアケボノツツジの撮影スポットに陣取っていました。花は美しく咲いて

いましたが、昨年に比べると付きがまばらなようでした。花を鑑賞した後は山頂

を目指しました。山道では、ウグイスなどの野鳥が澄んだ歌声を聞かせてくれ

て、登山の疲れを癒してくれました。山頂には１時間弱で到着し、持ってきた加

工グループ「どんぐりハウス」特性の竹皮弁当を開いて食べました。最近では時

代劇でしか見ない、おむすびやおかずを竹の皮で包んだ弁当は好評でした。 

２日間良い天気に恵まれた今年度第１回目のやま学校でした。初めて参加さ

れた方も多かったのですが、エコツアーでの再会を楽しみにしています。（直） 

またお会いしましょう！ 

エコツアーの皆さま、遠い山里ま

でおいでくださいましてありがとうございました。大変お疲れ様でした。諸処の

行事等で地区民全員での交流が出来なかったことを申し訳なく思っています。

満足のいく対応も出来なかったことが残念で、もっと時間にゆとりがあったな

らばとも思いました。 

また、訪れるのが２度目だという方もおられてとても親しみを感じ、思わず

「お帰りなさい」と言ってしまいました。皆さま、山が美しく水がきれいな自然

の山里にまたお越しください。お待ちしています。 

やまの声 世話人 甲斐 房子 

まちの声  受講生のみなさんの感想です 

★空気の味が違っていました。 

★諸塚山では、野鳥が歓迎してくれたような気がしました。 

★山で食べる（竹の皮の）お弁当がおいしかった！ 

かい ふさこ  桂地区 

元村長の甲斐重勝氏の奥さん。学びの館の管理を始め、エコ

ツアーでは地区のとりまとめ的な役割をお願いしています。 



マメ知識 ～イタドリは痛み取りのこと 

 今回取り上げるのは、３月から４月にかけて

の山菜で、諸塚の人はほとんど取らずに、よそか

ら来た人が喜んで取って帰るものです。その名

は「イタドリ」、諸塚では「さど」と呼びます。

村中の道端、山の中、どこでも見掛ける植物で、

今の子供はどうか分かりませんが、私どもはか

つて小学校の帰りに空腹を紛らすために道端の

ものを折って皮を剥いてかじっていたものです。そんな経験をされた方は結構

多いのでは？まさに道草食いをしていたものです。 

茎は空洞になっていて竹のように節があり、折ると「ポキッ」とみずみずし

い音をたてますが、その味はただただ酸っぱくて、噛んでほとんどは吐き捨て

る感じでした。 

 それほどなじみのある植物ですが、料理して食べるようになったのは、最近

になってからだと思います。エコツアーの受講生は、道端にたくさん生えてい

るのを見ると、いてもたってもいられなかったそうです。実際多くの村外者の

方々が、車道の脇に車を停め「さど」を取っているのを春になるとよく見掛け

ます。高知県では特によく食べられているようで、はえてきたそばから無くな

るそうです。私にとっては、あまりにも多く自生することと、小さい頃の酸っ

ぱい思い出もあり、いまだに不思議な気がします。 

 そんな「さど」も最近では村内でも食べられ出しました。食べ方は、皮を剥

いて塩でもみ、一晩置いてあく抜きをしたものを洗って、醤油、砂糖等で炒め

ます。強い酸味の元の一つはシュウ酸で、大量に摂取すると健康を害するおそ

れもあるようですが、ゆでると酸味が飛んでしまうので、あら塩で塩もみする

と酸味を残したままシュウ酸をあく抜きすることが出来ます。他にも漬け物に

するなど、いろいろ食べ方はあるようです。 

 諸塚村でも、町から山菜を求めて来る方が最近増えています。山主さんが山

をきちんと管理しているから山菜という森の恵みが生まれる訳ですが、自分た

ちが食べる前にしかも多くは見ず知らずの方に取られることになるのです。

「招待して思う存分取ってもらう山を用意しては」という意見もあります。無

用なトラブルを避け、山を活かす事にもつながります。お互い尊重しあいなが

ら、楽しみながら山村振興策にもなる、そんな取り組みとして考える時期に来

ているのかもしれません。（直） 

若葉をもんで擦り傷などで出血した箇所に当てると、多少なりとも止血効果が

あり、痛みも和らぐとされているようです。これが「イタドリ」という和名の

由来でもあるそうです。方言の「さど」については、さーどーでしょう～。 

諸塚を食べる！(20) イタドリ(さど) 
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イタドリ 



平成１９年５月３日（木）～４日（金） 

ほんものの木の家づくりを希望する街とほんものの素材を生産する山とを

つなげる諸塚村木材産地ツアー。先日４９回目が行われました。今回は、８年

前に産直住宅を建てられた宮崎県高鍋町の陶芸家・甲斐英俊氏の主宰される

「唐木戸陶苑」の陶芸教室の皆さんでした。甲斐さん夫婦以外、ほとんどが今

回が諸塚デビューとなりましたが、現在産直住宅を建築中のＮさんだけが偶

然ですが陶芸教室生で、３度目の諸塚です。 

初日は、絶好の天気で、木材加工センター

見学、山菜採りと順調に進み、森の古民家

「へいだの里」で交流会をし、楽しい夜にな

りました。 

翌日は、あいにくの雨となりましたが、森

の国しいたけ団地でのシイタケ採りを楽し

んだあと、飯干神社の春祭りに参加しまし

た。エコツアーと同じく郷土芸能「団七踊り」のある祭りです。 

お昼は、踊りを見ながらお弁当でしたが、地元の方からたくさん差入れをい

ただき、皆さん食べきれないほどでした。 

唐木戸陶苑の甲斐様とのご縁ができてから、この出会いがさらに広がって

今回のツアーになりました。皆さんと一緒に楽しみながら、有意義な時間と場

所を提供できればと始まったこの木材産地ツアーですが、次回で５０回を迎

えます。次はあなたの諸塚デビューの場になるかもしれません。 
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トピックス：「諸塚村木材産地ツアー」 

付録：団七踊りについて 

 団七踊りは、諸塚村の立岩、飯干、黒葛原の３地区に残っています。仙台を

舞台にした敵討ちの物語です。元々は江戸時代に福島県から延岡藩に移封さ

れてきた大名・内藤家の家来が伝えたものといわれ、内藤藩に所属していた諸

塚村にも伝わったようです。男女３人組の１３段に渡る組踊りで、７・７調の

筋書きの口説に乗せ、太鼓に合わせ勇壮に踊ります。段が変わる毎に太鼓の音

も変わり、手振り足運びの変化の多い踊りです。（「諸塚村史」より） 



諸塚の祭り(２０)エコツアー 

第８回九州玉入れ選手権大会第８回九州玉入れ選手権大会    
『先着100チーム限定』出場チーム募集開始！   

いよいよ、玉入れの季節です。今年も優勝賞金一般部門

３０万円、レディース部門１０万円を用意しました。”３

０万円”に目が眩んで、いえいえ単純に金額ではなく、み

んなで手の届きそうな“夢”を楽しみながら、一緒に籠に

玉を入れるという単純なゲーム＝玉入れに魅せられて 

はや８年、初心者も、ベテランも、みなさん奮ってご応募

ください！   

 

九州玉入れ選手権大会ｉｎもろつか 

日 時：平成１９年６月２４日（日） 

   午前９時３０分開会式/午前１０時００分開始   

場 所：宮崎県諸塚村民体育館             

賞 金：（一般部門）優勝300,000円 

   2位100,000円、ベストタイム賞20,000円 

    （レディース部門）優勝50,000円 

参加要項：①選手・・・登録８名以内・競技選手６名 

       ②年齢・・・中学生以上とします 

     ③参加費・・１チーム８，０００円 

④ル ー ル・・・６名の選手で合計１００個（アジャタボー

ル×９９個、アンカーボール×１個）の

玉をバスケットに入れるまでの時間を

競うタイムトライアルスポーツです。 

⑤申 込 み・・６月日までに、申込み用紙を事務局まで郵

送または、FAXでお送りください。 

☆お問い合わせ先：全日本玉入れ協会九州協会 

          事務局（諸塚村役場内） 

宮崎県東臼杵郡諸塚村大字家代2683番地 

TEL 0982-65-1111  FAX0982-65-0032 

編集後記 

まちむら応縁倶楽部の常連のSさんが、椎葉で取ったイタヤカエデの樹液と、それ

を煮込んだメイプルシロップを持って、やま学校に参加されました。樹液は、かす

かに甘みのある、とてもおいしい水のようでした（アルコールを飲んでいた私には

甘みがよく分かりませんでしたが）。樹液で「園の露」を割ると何ともさわやかな

味わいでした（贅沢の極み）！ エコツアーの交流は、こちらが勉強になることば

かりですが、山だけでなく、町、海、川が交流で相互に活性化されることで、エコ

ツアーも続いていくのかもしれません。 (直) 合併によって”村”の名が次々と消

えています。現実の“ムラ”はそのまま残っているのですが、国や県が直接に関わ

らない集落群が全国の過疎地に生まれています。残っている村と名のつく自治体

は、九州では僅か２０です。もの珍しさからか、最近「村」目当ての各方面からの

打診が多く入っています。自分たちは何も変わっていないのに、”村”という

名前だけをたどってくるような問合せに惑わされず、ここはしっかり地に足を

つけて、プラスに捉える“村”ブランドの視点の確立が必要でしょう（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３～４日 

  第 48 回木材産地ツアー 

５月５～６日 第 73 回エコツアー 

 「諸塚でやま学校しよう！」 

５月６日「諸塚スローフードの旅」 

５月１３日 諸塚村産直住宅 

 鹿児島市Ｏ邸上棟 

 宮崎県高鍋町Ｋ邸上棟 

イベント情報 

昨年の優勝チーム｢熊本国民学校｣ 


