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６月の出来事 

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！」 

諸塚の四季 Ｖｏｌ.ⅩⅩⅡ 山茶を守る！ 

先日、ある出版社から文献に掲載する「山茶」の写真が欲しい

という依頼がありました。お茶は、中国から栄西禅師が伝えたと

言われていますが、かつて諸塚とその周辺を含む高千穂地方のお

茶は「山茶」といわれ、蒸さずに炒ってつくる独特の製法「釜炒

り茶」が主流でした。山茶は、山を伐ると生えてくるので日本の

在来種のお茶という説もあります。戦時中は、茶園の多くが食料

生産のためにつぶされましたが、山林の焼き畑でつくられる山茶

の釜炒り茶は重宝されたようで、作家の壇一雄氏は「日向の山茶

に勝るものなし」と愛飲したそうです。 

立岩のＭさんが「うちは山茶を飲んでいる」と言っていたので、

カメラを持って現場に向かいました。Ｍさんの山茶畑は、県道下

の急な斜面につくった小道を歩いて降りた川岸

近くにありました。「山茶は川の水分がないと美

味しくない」から、不便でも川沿いに自生する茶

を摘むそうです。途中で会った同じ集落のKさん

が、「あそこの茶は道がないから、生葉を運ぶの

が大変じゃっちゃが」といって笑っていました。 

でも、手伝いにきてくれた人が歩きやすいよう

に、Mさんが小道に階段状の段をちゃんとつくっ

ていて、杖までおいてありました。 

歩きながら山茶の味を想像して

みました。美味しいもの、伝統的な

もの守っていくのはとても大変な

ことです。（矢） 
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山茶の風景 



 今回の受講生は、小学生も４人も加わりました。最初は「古代米の田植え」で

す。場所は、しいたけの館２１のほたる橋エコパークの田んぼ。やま学校講師、

甲斐善幸さんの指導で、田んぼの隅で育てた苗を束にして、田んぼに張ったひも

の印どおりにゆっくり植えていきました。初めて田んぼに入る方、久しぶりの

方、様々でしたが、泥の感触を楽しみながら作業しているようでした。休まず

いっきにやってしまったので、１時間ほどで田植えは終わりました。   

  田んぼの泥を落としてから、森の古民家「へいだの里」に向かいました。荷物

を置いて新茶で一服し、「梅干し作り」のために、すぐ下の松永さんの梅をちぎ

らせてもらいました。今年は梅の裏年で、実のつきが悪いということでしたが、

上の方の実を竿で落としたりして十分な収穫がありました。  

 松永さんには、梅の加工品や干し柿の砂糖漬

けなど珍しい物を見せていただき、試食までさ

せていただき、アイデア次第で様々な食べ方が

あることに皆さん感心していました。その後、梅干し作りの講師・平田カツ子さ

んに教わって、梅のへた取りをして、あく抜きのために水に漬け込みました。  

 夕食は、平田さん指導で、竹の子と豚肉の甘煮、そうめん、竹の子の山椒味噌

和え、酢味噌和えなどを作りました。小学生の４人の子ども達も夕食会場の準備

や配膳を積極的に手伝ってくれて感心しました。夕食の交流会は、観光協会長黒

木重人さんにも参加して、賑やかでした。    

 夜８時には、田植えをしたのビオトープに「蛍鑑賞」に行きました。以前は河

川で蛍の乱舞が見られましたが、平成１７年の台風で蛍も流され、以前の状態に

戻るのは時間がかかりそうです。しかし、ため池のビオトープでは、数十匹の蛍

が優しい光を放つ様子を鑑賞することが出来ました。へいだの里に帰ってから

は飲み直し？ということで「いろり」の周りや露天風呂のある離れで遅くまで話

が弾んでいました。 

 ２日目は、早朝に起床して散歩した方もいたようでした。朝食後は、平田さん

指導で「梅の漬け込み」をしました。梅１㎏あたり150gの塩

を使い、たらいの中で手揉みをすると、梅の水分が出てきて

どんどん湿ってきまし

た。漬け込んだ梅は、それ

ぞれで用意した容器に１

㎏ずつ入れて持ち帰りま

す。自宅で土用干しした

り、シソを入れたりして

美味しい梅干しを作ると

いいですよ。  

 やま学校日記 
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第７４回 エコツアー  受講生 １６名 

平成１９年６月９日（土）～１０日（日）   

泥の感触を楽しみます 
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梅を漬け終わったら、へいだの里を出て、

「カヌー教室」の会場に移動しました。幸い日

本晴れで、絶好のカヌー日和でした。通常な

ら、しいたけの館２１下の柳原川で行います

が、台風で上流の砂利が流れ込んでいて深さ

が足りないため、４㎞ほど上流で行いました。 

カヌー（カヤック）の講師は諸塚カヌークラ

ブ会長の甲斐誠さん。暑いとはいえ、６月初旬

の川の水はまだまだ冷たく、絶対にひっくり

返りたくはない状況でした。大人はおっかなびっくりで乗っていましたが、子ど

もたちは、さすがに怖いもの知らずで、すぐに慣れてスイスイ漕いでいました。

大人達もなかなかまっすぐ進まずにぐるぐ

る回っていましたが、徐々に狭いところか

ら広く深い場所に移動して、川の中に魚を

見つけたりしながら、アメンボ気分を楽しんでいるようでした。 

楽しい時間はあっという間に過ぎ、お昼食にどんこ亭でランチバイキングを

食べ、しばし休憩したのちに解散しました。   

初参加の方が多かったのですが、皆さん積極的に動いて協力していただいた

ので、終始和やかな雰囲気で進みました。小学生の子供たちも、普段からお手伝

いしているようでほんとうに感心しました。また、皆様に近いうちに諸塚でお会

いできることを楽しみにしております。ありがとうございました。  

追伸．Sさんご夫妻にワイン、焼酎を差し入れいただきました。ありがとうご

ざいました。                         （直） 

アメンボ気分でスイスイ！ 

へいだの里へおいでの皆様、何も

無いところへ「ようこそ。」 ありがとうございました。梅ちぎりも大変でした

が、皆さん満足されて帰られたようでほっとしています。またお会いできるか

な、と期待しています。よろしかったら、またどうぞおいでください。 

やまの声 世話人 平田カツ子 

まちの声  受講生のみなさんの感想です 

★田んぼの泥の感触、カヌーの水面からの風景や風…感じました。 

★全然知らない人との交流が出来てよかった。 

★自然の中でいい時間を過ごせました。  ★ いろんな体験を満喫しました。 

★初めて経験することが多くて楽しかったです。 

★ たくさんの人との出会いができました。 ★田舎はいいな～  

★ カヌーは川の流れに乗って優雅な気分でした。 

★ いろいろな年代の方との交流が出来てよかった。 

ひらた かつこ  へいだの里の世話人  

普段からへいだの里の管理や、やま学校運営に協力して

いただいています。自宅はへいだの里の上にあります。 



マメ知識 ～驚きの効能！ 

今年は例年より梅雨入りが遅いうえに、梅雨入

り宣言後はあまり雨が降らず、諸塚村内でも田ん

ぼの水が不足気味で、田植えがなかなか出来ない

ところもありました。ここしばらく雨続が続き、

ほっとしましたが、今度は布団が干せる梅雨の晴

れ間をねらう今日この頃です。 

 前置きはさておき、今回紹介しますコンニャ

ク。以前は完全に脇役だった感がありますが、おやつのゼリーや健康食品とし

て注目されるなど、今ではマイナーなイメージも薄まったように思います。お

店で買うのが当たり前の今日、以前は諸塚では割と普通に各家庭で作られてい

ました。コンニャク芋をミキサーに掛け、とろとろになったところに、かまど

の灰や石灰を入れて混ぜたて固めます。子どもの頃のおなかがすいて、ミキ

サーに掛けたばかりのコンニャクは何故かとっても美味しそうに見え、思わず

つまみ食いしたら、繊維や何かでのどがいがいがするは、かゆいはで大変な思

いをしたことがあります。皆様もご注意ください（誰もせんか）。 

 原産地はインドシナ半島らしく、渡来説は様々なようですが、縄文時代にサ

トイモなどと共に渡来したという説があるようです。昔は上流階級の食べ物

だったようで、鎌倉時代には仏様の供物にした記録や、室町時代に

は高級食材として間食に食べられたとか、寺院から武家や公家へ

お歳暮用に使われたという記録もあるようです。原料のコンニャ

クイモが山間地の涼しい場所を好み、材料になるまでに通常３年

かかり、手間暇かかることや、カロリーが低いことも高級食品だっ

た理由の一つかもしれません。 

諸塚村の特産品加工グループ「南川食品加工グループ」では、村

内で生産されたコンニャクイモを原料にコンニャクの生産卸しを

行っています。諸塚村はまさにコンニャクイモの生育に適した土

地で、使われる水も美味しいので、出来たコンニャクはぷりぷりし

ていて、煮しめ、煮物に最適なのは言うまでもありませんが、刺身

にするとそのおいしさがより実感できます。 

昔から民間療法に用いられていたコンニャクですが、昔の人は「胃のほうき」

とか「腸の砂おろし」などと呼んでいたそうで、大掃除でほこりをたくさん吸っ

た後は、体内の毒さらいにコンニャクを食べる習慣があったようです。最近の

研究でもダイオキシンやP.C.Bの体外排出に有効であることが確認されている

ようです。驚きの効能です。 

諸塚を食べる！(2２) こんにゃく 
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できたてのコンニャク 

コンニャク芋の花 



平成１９年６月３０日（土）～７月１日（日） 

先日、諸塚志伝会主催の山林塾が開催され、２８名が参加されました。 

今回は「竹を活かそう」ということで、竹炭焼き体験や竹を伐って箸や器の作り

方を体験したほか、竹でご飯を炊く「かっぽ飯」、竹で野菜と猪の肉を炊き込む

「かっぽ猪」を作りました。小さな子供達も一生懸命楽しんでくれました。 

 詳しくは、諸塚村のＷｅｂでも公開予定ですが、翌日に参加者のＮさんから感

動のメールをいただきましたので、その一部を紹介します。 
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トピックス：第15回山林塾「自然と遊ぶ知恵を学ぼう」 

２日間お世話になりました。天気にも恵まれ、楽しみだったタケノコ掘りも 
違った形でできたので最初から最後までものすご～く楽しかったです。  
 山の男衆のお話は、村では普通の話でも 私たちにはとても興味深く、また、特
に「ハチ」談義になると、南米男がサッカーを語るような勢いでお話をされるの

で、あんまりハチを食べようとは思わない私でも、そんなに美味しいなら食べて

みようかな、とちょっとだけ思ったりしました。（ちょっとだけです。実際ハチ

なしそうめんくらいしか食べれんと思うけど・・・。）  
夜の飲み会での話も、将来村を守っていく子供たちに対しての教育のことと

かを話されていて、でも、それが部外者が聞いててもちっともつまらない話では

なく、こんな飲み会は今の私の周りではありえません。  
 あとは、「どんな企画がいいか？」って聞かれましたが、「ハチ企画」や「花

火を上から見よう」とかっていう偉大な発想は私にはできません。なので、皆さ

んが自分たちが楽しめる企画をしていただいて

それに乗っかるというのがいいかなと思います。  
 ししも、鹿も、初体験でした。諸塚すごいとこ

ろです。また遊びに行きますので、またなんか

やってくださいね！！！ 



諸塚の祭り(２３) 

「池の窪で夕涼み！」「池の窪で夕涼み！」    
～ハーブレストランまあ夢の 

  営業時間延長のご案内～ 

標高８００ｍの高原にある天空の森「池の窪

グリーンパーク」の中にハーブレストラン「まあ

夢」があります。本格的な角ログハウスお店で、

公園内の菜園で育てたハーブをふんだんに使っ

たハーブ料理やハーブティーを楽しめます。店

内のウッドデッキは、クヌギ林の中にあり、森林

浴を楽しんだり、涼しい風を楽しみながらくつ

ろげるスペースです。 

「まあ夢」では、昨年に引き続き、夏休み中の

毎週金曜日の夜は、営業時間を延長して、この

ウッドデッキを開放します。森のビアガーデン

としてビールを楽しむも良し、５種類のトッピ

ングが楽しいオリジナルハーブカレー、四季を

飲む季節のハーブティー、そしてケーキ工房の

美味しいオリジナルハーブケーキも人気です。 

 

期 日：平成１９年７月２０日(金)から 

    ８月２４日(金) までの毎週金曜日   

      PM８：００まで営業します！ 

問合先：諸塚村しいたけの館２１  

      ℡0982-65-0178 

   およびハーブレストラン「まあ夢」 

    ℡0982-65-1230 

編集後記 

先日熊本大学T教授の出前講座があり、飲み座でT先生から、「今日本で最低限の食

生活をしてる人でも、徳川家康よりいい食事をしている。」という話が出ました。

普段の食事で、3品も4品もないと満足しないようになっているのは先進国の庶民

の食卓としても異常ということで、改めて世界中から食材を買いあさっているとい

う日本の現状と照らし合わせて、考え直さないといけないなと思う、思うだけじゃ

なくて行動しないと、としばし反省でした。(直) 私事ですが、7月1日付の人事異

動でエコミュージアム館長を外れることになりました。６年超の歳月でたいしたこ

とはできませんでしたが、多くの皆様との出会いがあり、目に見えないけれど、

とても大きな財産をいただきました。これから、私に代わる新館長の手腕でエ

コミュージアムの新しい活力が生まれることに期待したいです。（矢） 
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【７月の予定】 

７月１４～１５日 

 第７５回エコツアー 

  「諸塚でやま学校しよう！」 

７月２１～２２日 

 第５０回木材産地ツアー 

７月２０日～毎週金曜日 

 まあ夢「池の窪で夕涼み」企画 

イベント情報 

竹づくしの料理「諸塚竹御膳」 


