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Presented by 諸塚村観光協会「まちむら応縁倶楽部」 

５月の出来事 

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・宮崎県高鍋町Ｋ邸上棟 

諸塚の四季 Ｖｏｌ.ⅩⅩⅠ 自然の恵みを活かす（大きな流通と小さな流通） 

若手新聞記者Ｋさんの依頼で林業家のＭさんを訪ね、山の話を聞き

ました。豪放磊落なＭさんの話にＫ記者は驚いたかもしれません。 

地元紙が久々に林業をテーマに連載特集を組む取材です。特集の主

題を、山VS大規模流通の枠組として、センセーショナルな取り上げ方

を考えているようです。実際には山は蚊帳の外で、既存流通ＶＳ大規

模流通の戦争に利用されているだけなのに...。 

Ｋ記者が流通業者から「定時定量高品質の流通システムに山が対応

できるかがカギ」といわれたそうです。私は、「定時定量までは良い

ですが、定品質ですよ」と正しておきました。 

流通は、数量の限られる高品質なものは扱えません。欲しい時にす

ぐに用意できないからです。いつも同じ品質のものを用意するのが流

通のマナーです。いわゆる大きすぎる鯛はいらないという話しです。 

山も時間を掛ければ高品質の素材はちゃんと用意出来ますし、お客

様によってはそれまで待てる方もいます。かつては、問屋さんと雑貨

屋などがその役を果たしていましたが、スピード勝負の近代流通の最

も苦手とする分野となりました。だから“良い”自然素材は少量高品

質の小さな流通が得意です。諸塚の産直住宅も小さな流通です。 

Ｍさんの庭先でタケノコが干してありました。今年は豊作で、イノ

シシも食いきれないほどです。諸塚では重要な食物で、各家庭で保存

用に干して一年中重宝されます。天日で干しますの

で、味も冷凍保存の輸入品の比ではありません。手間

は掛かりますが、自然の恵みを生かす智恵です。でも

大きさが揃っていないので、市場では流通しません。 

食べ物も木材も、流通の都合で輸入品や加工品と、

ほんものとの二極化が進んでいますが、時代は急激

に流れても、変わってはいけないもの、守らなければ

いけないものが、まだここには残っています（矢） 
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庭先の干しタケノコ 



時折小雨が降る中、ドタキャンもあり今回はちょっと寂しいやま学校でした。 

やましぎの杜に着くと、ぱらぱらと小雨降る中でしたが、世話人の諸塚のお茶

名人・橋本敬一さんに摘み方を教えてもらって始めました。本当は雨降りにお茶

を摘むと乾燥もしにくいので良いお茶を作るのは難しいのですが…。また、今年

は３月に霜の被害を受け、お茶の生長はよくありませんでしたが、比較的生長の

良いところを選びながらの茶摘みでした。ウグイスなどの野鳥のさえずりを聞

きながら、１時間ほど摘みました。各人の茶

摘みカゴの半分ほどで、大釜がある「したし

ぎ」に集まり、釜炒り作業にかかりました。 

薪で暖めた釜に茶葉を入れると、ぱちぱちと焼けるような音がします。焦がさ

ないように熱さに耐えながら、休み無くかき混ぜて乾燥させていきます。ここが

一番油断できず、きついところです。茶葉にまんべんなく火が通り、色が変わっ

たところで竹のむしろに移し、団子状にして丹念に揉みます。次に揉んで固まり

になった茶葉をほぐしながら炭火で乾燥させます。葉が少し固くなったところ

で、本来なら再度大釜に移して仕上げ業なのですが、次の日にしました。 

夕飯までは少し時間がありましたので、ベテラン受講生Ｓさんの提案で竹の

子掘りをしました。いつもなら猪が食べたおこぼれを人間が掘るのですが、今年

は竹の子が豊作で人間も食べきれないほどです。（もちろん地主の許可を得て）

掘って皮を剥いて、釜でゆがきました。 

 会食には、観光協会長・黒木重人さんと、昔話の語り手・成松清則さんが参加

しました。受講生Ｏさん夫妻が持ってきてくれた桜のシャンパンや地焼酎を飲

みながら和やかに進み、一段落すると諸塚史談会の会員で、趣味も短歌や踊りと

幅広い成松さんの「古老の昔話」です。最近研究している「ひょうすぼ」、いわ

ゆるカッパの話や調査していることを聞きました。諸塚にも様々なカッパ伝説

があること、独自に聞き取り調査したことなど大変興味深い話が聞けました。受

講生からも、いろいろとんに質問が出て、自然の奥の深さに感じ入りました。 

 やま学校日記 
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第７３回 エコツアー  受講生 ６名 

平成１９年５月５日（土）～６日（日）   

野鳥のさえずりを聞きながら… 
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２日目も小雨が降ったりやんだりでした

が、釜炒り茶の仕上げを行いました。昨日ある

程度乾燥させたものを再度釜に入れて混ぜ、

ゆっくり乾燥させていきました。橋本さんの

熟練の手さばきに見入るばかりで、お手伝い

程度の作業でした。量が少なかったので仕上

げまでちゃんと出来ました。 

やましぎの杜を発って、途中でウッドピア

諸塚の釜茶工場を見学しました。雨天のため

工場は稼働していませんでしたが、担当の見原敬子さんに全自動化されている

工場の中を説明してもらいました。手作業のお茶づくりの後なので、それぞれの

工程をどのような機械が加工するのかな

ど、興味深く見学。最後に香りの良い新茶も

ごちそうになりました。 

釜茶工場見学の後は、家代地区金鶏寺で法話と座禅のご指導を住職の岩切正

道住職にお願いしました。凛とした空気の中で、座禅は10分ちょっとの時間でし

たが、初心者には十分な修行になりました。座禅の後は法話を聞き、読経を全員

で行いました。その後は平成14年に新築されたお寺の内部を案内していただき、

お茶などもごちそうになり、とても癒された気持ちでお寺を後にしました。昼食

は、池の窪のハーブレストラン「まあ夢」で、ハーブカレーを食べました。 

帰りは、雨の中でしたが家代の観音山で記念撮影。しいたけの館２１で完成し

た釜茶を分けて解散しました。 

２日間雨模様でのやま学校でしたが、少人数でかえって大きな支障はなくス

ケジュールを進めることが出来たことは幸いでした。雨の中参加いただいた受

講生の皆さんにも感謝したいと思います。ありがとうございました。（直） 

熟練の手さばきに見入りました！ 

やま学校のツアーの受講生は、各

体験で山の人々との交流を持ち良いものを学んだり新しい発見をしているよう

です。それと同時にやまの方もいろいろな発見をしているようで、そうしたお互

いの“気づき”が諸塚のやま学校の魅力かもしれません。 

やまの声 世話人 木村陽之助 

まちの声  受講生のみなさんの感想です 

★座禅は普段経験できない非日常の時間を楽しめました。 

★初体験ばかりで知り得た諸塚の暮らしや文化は宝物になりました。 

★古民家の暮らしの心地よさ、時を忘れました。 

★トイレお風呂がきれいに（整備）されており気持ちよく利用できました。 

★五右衛門風呂に入れて最高！ 

きむら ようのすけ 「緑のふるさと協力隊」６代目隊員  

NPO法人地球緑化センターのボランティア。宮崎市出身。 

やま学校は全部参加したいと頼もしい意気込みです。 



マメ知識 ～内蔵も美味です！ 

諸塚村には、村内を経て日向市美々津から日向

灘へと注ぐ耳川を大川とする急流の１０河川が

流れています。昔はアユの宝庫で、急流に生息す

る美味の魚として県外にも出荷されていました。 

しかし、昭和の初めから耳川流域に次々に発電

用のダムが建設され、特に昭和３１年最下流の美

郷町に魚道のない大内原ダムが造られてから、魚

の遡上が遮断されて激減し、渓流の魚は放流魚が中心になっています。さらに

近年の大型台風の影響で、土砂が大量に河川に流れ込み、生物の生息域がさら

に狭められた状況で、以前の状況に戻るには数年はかかりそうです。 

諸塚村内では、毎年アユを約３００㎏、ウナギを約２００㎏、ヤマメの稚魚

を約７万尾などを、村漁業協同組合で放流しています。毎年の解禁を心待ちに

して九州各県からも多くの釣り客が訪れます。 

６月のアユ解禁になると、今度はウエットスーツを着て数人で川に漂う？姿

が見られます。その多くは「ちょんがけ」をする人達です。竿の先に針をいく

つか付けた道具で、潜りながらアユを引っかけて捕る漁法です。普通何人かで

する追い込み漁ですが、名人は１人１日５０匹以上捕る人もいるようです。 

子供の頃、捕った魚は川辺の焚き火で、塩を振って食べるのが美味しいよう

に感じましたが、今は内臓を取り出して一夜干しにした物が一番美味しいと思

います。子供の頃の夏休みは、毎日のようにエノハ（ヤマメのこと）など釣り

や、「金つき」と呼ぶ、先の方が三つ叉になったモリで潜って捕っていました。

真夏でもとっても水の冷たい渓谷では、２０分も潜ると寒くて唇が紫色になる

ものでした。時には「みなし」と呼ぶ、刺すととっても痛い「アブ」の大群に

襲われたりもしましたが、水中でエノハを見つけて急いで息継ぎして、そっと

下流側から近づき岩の隙間などに隠れているエノハをしとめる緊張感は、他で

は味わえないおもしろさでした。若い方は、女性も一緒にキャンプしたとき、

この金つきの技を見せると、ヒーローになれますので申し添えます。 

 今では養殖も普及し、川魚が食べれる機会が増えましたが、諸塚の急流で

育った魚は小型でも美味しいという噂です。おいでの際は、釣り竿持参か（遊

漁券購入もお忘れなく）、宿で魚料理を堪能するのはいかがでしょうか。（直） 

アユの内臓を塩漬けにした物を「うるか」といいます。白子や卵巣を使った物

を「子うるか」、内臓を使った物を「にがうるか」、身を使った物を「身うる

か」といい、好みでこの３つをブレンドする人もいるようです。「にがうるか」

は少しくせがあり好き嫌いが分かれるかもしれませんが、どれも酒のつまみと

して珍重されています。名人と知り合いになって分けてもらいましょう。 

諸塚を食べる！(2１) 淡水魚 
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鮎の串焼き 



平成１９年５月３０日（水）１９：００～２０：００ 

６月２４日（日）に行われる第８回九州玉入れ選手権大会の話題は前号でお

伝えしましたが、その前哨戦となる「もろつか玉入れ選手権」が行われました。 

今回は、九州玉入れ選手権での村内チームのレベルアップを図るための村

内チーム限定大会で、かつ全国の市町村がスポーツ活動と奉仕活動の参加率

を競うチャレンジデーのひとつです。参加は１５チームで、夕方７時から１時

間ほどの短い時間でしたが、熱の入ったゲームが展開されました。 

最初は、皆さん玉の入れ方を思い出すように、そして決勝へ体力を温存する

ようなゆっくりした滑り出しでしたが、徐々に熱が入り、チーム数は少ないで

すが、決勝へは１分を切らないと進出できないくらいの盛り上がりでした。 

優勝は、チーム「柳原商店」、二年連続優勝ですが、記録が２９秒台という

すばらしいタイムをたたき出しました！ 

 本番の九州大会での村内チームの活躍が楽しみです。 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

   九州玉入れ選手権大会 

   ６月２４日（日）開催 

    優勝賞金３０万円 

職場や家族で参加してみませんか！ 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

お問い合わせ 

ＡＪＡＴＡ九州協会事務局 

０９８２－６５－１１１１ 
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トピックス：「もろつか玉入れ選手権」 



諸塚の祭り(２１)山林塾 

｢自然｣と遊ぶ知恵を学ぼう！｢自然｣と遊ぶ知恵を学ぼう！    
～第１５回山林塾２００７（夏）のご案内～ 

便利さ快適さが優先され、生活に自然や季節感が失われつ

つあります。気がつけば、自然や生物もいつのまにか本来の姿

を失っています。諸塚志伝会では、子供の頃遊んだ懐かしい自

然の生態系を取り戻し、森と人とが共生できる社会づくりに

取り組んでいます。人があるがままの自然を見つめ、それを尊

重しつつ、よそから余計なものを持ち込まない生活をする風

景と日本人のこころ＝ふるさとの復元を目指します。 

第１５回山林塾は、「竹」にこだわります。竹を伐り、その

竹を使ってタケノコご飯を炊き、竹箸や竹の器で食べ、竹炭焼

きもします。みんなで山の幸を楽しみながら、昔から日本人の

生活に重要な役割を担っていた竹を再評価する試みです。是

非ご参加ください！   

 

期  日：平成１９年６月３０日(土)～７月１日(日) １泊２日   

   ６／３０ １３：００ しいたけの館２１集合 

参加資格：どなたでも自由参加できます。 

     お子さんとその家族も大歓迎！ 

  ※インストラクターの参加も期待しています。 

定  員：２０名程度 

 ※先着順となりますのでご容赦ください 

場  所：諸塚村森の古民家「やましぎの杜」 
（19世紀民家のリニューアル施設。囲炉裏､カマド､ゴエモン風呂） 

内  容：竹を活かす！～タケノコ掘り、竹のご飯、竹の鍋料理、 

              竹の焼き菓子、竹の食器つくり、竹炭焼きetc… 

参加費用：5,000円/人（１泊３食付）※１家族４人目から無料 

持 参 物：作業着(長袖長ｽﾞﾎﾞﾝ),着替え,帽子,水筒,作業手袋,長靴, 

※詳細は参加決定後にご連絡します 

主  催：諸塚志伝会  

後  援：諸塚村・宮崎県森林の案内人の会 

申込期間：平成１９年 ６月２５日まで  

申 込 先：諸塚志伝会事務局(諸塚村しいたけの館２１) 

        ℡0982-65-0178 

編集後記 

茶摘みが終わり、５月末から６月頭にかけては田植えの時期になります。我が家の

茶畑は天気の都合もありますが、平日に両親で作業を終え、田の代掻きも親父がい

つの間にか終え、田植えも平日に終えてしまいそうな勢いです。土日であれば私の

猫みたいな手も貸すことが出来るし、農作業経験の少ないかみさんも手伝わせたい

のですが、うちの両親はまだまだ元気なようで、あてにもしてないようです。喜ん

でいいのやら… (直)  先日、現場の帰りに立派な石垣があり、思わず写真を撮りま

した。諸塚村は、平地が非常に少ないので、昔から田んぼや宅地は石垣を築いてつ

くります。ですから、いたるところに美しい石垣があり、高いレベルの石工の技術

が残っています。是非近いうちに、村内の石垣の歴史の整理をしたいと思っていま

す。写真を撮ったところも古いのかなと思ったら、その家のＮさんに聞くと「最

近父が築いたばかり」とのことです。さすが、まだ残るこの技術を次の世代に

伝えたいものです。（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 

【６月の予定】 

６月３～４日トクノ・スクール 

６月９～１０日 第 74回エコツアー 

 「諸塚でやま学校しよう！」 

６月２４日 

 第８回九州玉入れ選手権 

６月３０日～７月１日 

 第１５回山林塾「竹を活かす！」 

  

イベント情報 

竹づくしの料理「諸塚竹御膳」 


