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Presented by 諸塚村観光協会「まちむら応縁倶楽部」 

７月の出来事 

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 

諸塚の四季 Ｖｏｌ.ⅩⅩⅢ 「懐かしさ」が生み出すもの 

梅雨入りの後、雨らしい雨もなく空梅雨かなと思いきや、中旬

から雨続きで、最後には大型台風までやってきました。 

そんな雨模様の金曜日に、商工会有志による「懐かしの映画ポ

スタービアガーデン」が行われました。 

実は、諸塚村にも昭和３０年代には映画館がありました。諸塚

村で電気店を経営されているＹさんが、その頃の映画館の興行主

です。数年前に 

「家に昔の映画ポスターがいっぱいあるとよ」 

という話を聞いて 

「ポスター展をしたら絶対人が集まりますよ」 

と話していたのですが、それがついに実現したものです。 

Ｙさんは、平成１７年の台風災害で被災されていて、その大事

なポスターの大半を流されてしまいました。しかし一部は残って

いて、今年赴任された商工指導員のＳさんが口説いて今回のポス

ター展になりました。マニア垂涎のものもあるようです。 

今回は、ポスターより「飲みたくて」集まった方が多かった？

様ですが、人の数はともかく、実際その映画館で映画を見た方が

その思い出を語れる場になることを期待します。諸塚にも先人が

築いた誇るべき歴史があることを少しでも多くの方が知れば、こ

の企画も成功といえるのではないかなあ。 

やはり何をするにしても、”人の気

持ち”が大事だなと思います。次回

はもうちょっと大きな場でやりた

いなとみんなで話をしました。 

乞うご期待！（矢） 
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自然派の家づくりを求める方と山へと向かう建築家、工務店、職人たち、そして住

み手が求める木材を提供する林業の村がタイアップし、本物の家づくりに挑戦する

ネットワークの木材産地ツアー。今回ツアーは記念すべき５０回目で、ＦＳＣ森林認

証の家づくりをすすめる「生地の家」職人‘ネットワークと連携した地球に優しい「国

際森林認証の家づくりの旅」の企画です。 

諸塚村産直住宅第２号の施主Ｍさん一家も参加されたほか、主催者の一人である松

下生活研究所が、今年から開発を始めるキットによるセルフビルドの家づくりを検討

中の方もこられていました。また、玉名市の市民グループ・エコショップ「ちゃぶ台」

からも５名参加していました。代表のＫさんとは昨年玉名市のフォーラムでご一緒し

ていますので、懐かしい再会でした。 

  初日は、諸塚木材加工センターで見学をしまし

た。葉枯らし自然乾燥の木材製品のできる工程を

確認していただき、その後にしいたけの館２１で森林と住まいのセミナーとして、ビ

デオ映像を見ながら家づくりの話をしました。 

  夕方には、地元から加工センターから松田係長と福田職長も加わって、どんこ亭で交

流会を行いました。家づくりの話だけでなく、ちゃぶ台の方から無農薬栽培の難しさ

の話が出ると、阿蘇のＯさんが実践しているアイガモとコイの「恋愛農法」の秘訣を

語っていただきました。農業も林業も生産者にとっても、食べる方、住まい手にとっ

てもお互いが見える関係がその健全性を担保する鍵ではないかと改めて感じました。 

お泊まりは森の古民家「やましぎの杜」で、夜遅くまで話が弾んでいました。 

  諸塚村木材産地ツアーは、木材生産現場見学はもちろんですが、都市と山村との交流

によって、夜神楽、文化祭、地元の祭り等の山村文化も楽しむツアーですので、翌日

は、村内の農園でブルーベリー摘み体験をしました。ちょうど旬で、鈴なりになった

実に皆さん喜んでいました。 

そのあと天空の森「池の窪グリーンパーク」のハーブレストラン「まあ夢」で昼食

をとりお別れとなりました。 

  ツアーを始めて１１年目に迎えた５０回目ですが、今回も楽しい出会いがあり、そし

てこれからも良い出会いができることを祈って、森づくりの努力を続けていきたいと

思います。（矢） 

 やま学校日記 
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第５０回 諸塚村木材産地ツアー  参加者２１名 

平成１９年７月２１日（土）～２２日（日）   

お互いが見えることの大事さ 
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アメンボ気分でスイスイ！ 

木材産地ツアーの皆さんを加工センターで案内していますと、皆さん真剣な

まなざしで質問されます。たとえば、FSC森林認証制度のこと、ＣｏＣ認証のこ

と、葉枯らし木材のことなど、いろいろな質問があります。やはり事前に勉強を

していないとうまく説明できないと思うことも多いです。 

家を建てるのは「男の義務」とか「私の人生の夢」など言われるお施主様がお

られましたが、その義務や夢の実現に少しでもお役に立てればと思っておりま

す。顔の見える家づくり、これからも頑張ります！ 

やまの声 世話人 松田美利 

まちの声 参加者のみなさんの感想です 

◎（Fさん：熊本市・学生）諸塚村木材産地ツアーに参加

させていただきました。丁寧なお手紙とツアー写真入

りのオリジナルカレンダーの送付を、ありがとうござ

います。驚くとともに、大変うれしかったです。カレ

ンダーは早速、部屋で使いたいと思っています。 

丸々２日間、案内やお世話をしていただきありがと

うございました。森林認証のことや諸塚村のことを知ることができ、充実した２日間

を過ごすことができました。さまざまな人と知り合ってお話できたことや、古民家に

宿泊できたこともうれしい体験でした。一方でまだまだＦＳＣの基準のことなど、勉

強不足だと感じる点もありました。もっと森や木材についてのことなどを勉強しなけ

ればと感じています。また、諸塚村を訪れたいと思っています。これからもどうぞよ

ろしくお願いいたします。 

◎（Tさん：玉名市・会社員）ツアーではお暑い中、諸塚村のいろいろな所のご案内や説

明をしていただきありがとうございました。諸塚村の様々な取り組み、特に村民の生

活を基盤にして、なおかつ世界に通用するような森林認証の取り組みなど、本当に参

考になりました。また生きている木材の話も始めて聞き、少しでもそのような木材を

使った住宅が増えていけばいいと思いました。今後とも関心を持っていきたいと思い

ます。本当にお世話になりました。 

◎（Kさん：熊本市・大学職員）ツアーでは、大変お世話になりました。諸塚村を肌で感

じ、自然が非常に身近であることを強く感じました。その中で生きるために、森と、

木と深く関わってきたのであろうと思います。 

また、耳川広域森林組合の松田さんからも、大変ためになる話しを聞かせて頂きまし

た。まず、第２工場を見て、その広さと取り扱う木材の大きさに驚いていました。そ

して第１工場では「元々こちらが工場であり、小さい材を扱います」と説明を受け、

諸塚はいきなりドーンといったのではなく、小さいことからコツコツ始めたのであろ

うこと、ただ大きな方針として「産直」をかかげ、色々手を尽くして、今進んでいる

ことであろうと思いました。また、何よりあの高山地に集落が貼りつくように存在す

る風景に、感動しました。私が学生に伝える言葉に色々な思いがこめられ、そして真

実味が出てくると思っています。 
まつだ みとし  諸塚木材加工センター加工係長  

この春から加工センターの事務方の責任者になりました。

と言いつつ、現場も大好きな諸塚村産直住宅の要です。 



マメ知識 ～驚きの効能！ 

 空梅雨も後半は長雨に加え、台風４号の影響によりか

なり雨量となりました。水が欲しいときには降らず、田植

えをあきらめた地区もあると聞いています。自然の力に

は及びません。しかし、今回の主役の『にら』は何事もな

かったかのように風に揺られています。雨に濡れても気

持ちよさそうです。沖縄から北海道まで全国的に、どこの

家庭でも「さえんば」（家庭菜園）があればたいがい植え

られています。 

 そもそもは、古くから東アジアの各地に自生し、特に中

国や東南アジアでは古代から栽培され、日本では「古事記」

や「日本書紀」にも書かれ、「万葉集」では《久々美良（くくみら）》として記

されているようです。この《みら》がなまって『にら』になったのだそうです。

別名『起陽草』の名で、古くからスタミナのつく野菜・野草として扱われていま

した。また俳句の世界では春の季語とされ、「韮の花」は夏の季語とされていま

す。 

 丈夫でつくりやすく、４月から９月に収穫できます。切っても切ってもまた新

しい葉が伸びてきます。これから先だと『花にら』としても楽しめます。多くの

栄養素を持つので、夏場でも冬場でもどんな季節でも、色々な料理に使うことの

できる万能な野菜。また、加えるだけで料理に深みが増し、アクセントにもなり

ます。また、使い分けることで、各種類のにらの美味しさ、そして料理の美味し

さを引き出せます。 

 お待たせしましたレシピを紹介します。といってもニラレバや卵とじではあ

りません。素朴な、ちょー簡単な料理方法です。３㎝くらいにザクザクと切り、

醤油とあえます。これで一品できあがり！炊きたてのご飯にのせても良し、豆腐

にかけても良し、そのまま酒の肴にも・・・最高です。『にら』だけじゃと思わ

れる方は、鰹節やちりめんじゃこを混ぜ込んでも美味です。それから束ねて炭火

等で焼いて食べてもいけます。また『花にら』はさっと炒めて塩こしょうで、天

ぷらもおいしいくいただけます。と我が家で食する方法です。とにかく、栄養

たっぷりの『にら』を食してこの夏を乗り切ろうではありませんか！（聖） 

『にら』の、強いにおいは、にんにくやねぎ、玉ねぎと同じ硫化アリルという

物質だそうです。胃液の分泌を促し内臓の働きを活発にするらしく、また豊富

に含まれるカロテンとビタミンC、Eはガンを撃退する働きや、ビタミンB1の吸

収を高め新陳代謝を活発にするそうです。血行を良くし、胃腸の機能を整え、

風邪を予防し冷え性の改善にもつながり、ガンの予防に高い効果が期待．．．

こりゃ、すごい効能ですね。 

諸塚を食べる！(2３) にら 
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ニラの花 



平成１９年９月１日（土）～２日（日） 

家族や、お友達と、森の魅力を感じよう！ 

「カヌー体験」や「森のフルコース」など、森に住む人たちと一緒に、豊かな自

然を体いっぱいで感じ、森の恵みにどっぷり浸っていただく体験ツアー。 

 

 場 所：諸塚村（柳原川、耳川、池の窪グリーンパーク） 

 宿 泊：池の窪グリーンパーク内 本格ログハウス 

 参加料： 大人５，５００円 子供３，５００円  

 内 容：９月１日（土）  

「カヌー教室」諸塚村の川をカヌーでツーリング。経験豊富なガイドがサ

ポートします。初めての方やお子さまでも安心です。 

１０：００ 集合・受付（しいたけの館） 開会行事移動 

  １０：３０ カヌー教室 

  １２：００ 昼食  

「交流の夕べ」山田シェフによる森のフルコースや田舎料理、山料理。 

地焼酎もお楽しみください。「森の演奏会」緑地広場で子供たちとカント

リーミュージックを楽しみましょう。 

  １３：３０ カヌーで耳川下り（別メニューで、森めぐり、料理教室もあります。） 

  １７：００ 夕食準備（池の窪グリーンパーク） 

  １８：００ 交流の夕べ（森のフルコース、森の音楽） 

２日（日） 

   ８：００ 朝食（ハーブレストランまあ夢）～９：３０ 解散 

    ご希望の帰宅コースの観光地などご紹介いたします。 

※「雨天の時は？」プールでミニカヌー教室、古民家・お寺・遺跡めぐり、

森の料理教室などを計画しています。 

○お申し込み・お問い合せ：諸塚村しいたけの館２１ 

  ＴＥＬ ０９８２－６５－０１７８ ＦＡＸ ０９８２－６５－０１８９ 
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トピックス：「五感のつどい」 主催：フォレストＰＩＡ  

フォレストＰＩＡとは？ 
 宮崎県北の高千穂町、日之影町、五ヶ瀬町、諸塚村が協調して行う地域づくり活動の核とな

るリーダー集団で、山村と都市との交流などを通じて、森林と人が共生する森林文化圏を目指

しています。今回は、諸塚村のメンバーが中心になっています。 



諸塚の祭り(２４)焼き畑体験ツアー 

「焼き畑に『そば』をまこう！」「焼き畑に『そば』をまこう！」    
～さえんば応縁倶楽部のご案内～ 
さえんば応縁倶楽部のツアー第１回は、焼き畑にそば

をまきます。そこで、会員の方々だけではなく、ひろくご

参加いただけるよう「焼き畑体験ツアー」として募集しま

す。前日焼いた山肌に、そばの種をまいていきます。昔な

がらのそば作りを体験してみませんか。   

期 日：８月１８日（土）  

場 所：諸塚村 飯干地区                          

参加料：大人２，０００円 中学生以下１，５００円                  

（会員大人１，０００円 中学生以下５００円） 
 ※昼食、おやつが付きます               

日 程：１０：００集合・受付（しいたけの館２１） 

  作業開始 注意事項説明を受け入山、そばの種まき 
１２：００昼食 みんなで山仕事気分でお昼ご飯 

 地元で作った、素朴で美味しいご飯をいただきます！ 

１３：００作業 ～１５：００終了予定  

 漬け物とお茶で、山仕事のお茶のみを体験しましょう。  

 諸塚の山師とホットな話で盛り上がりましょう！ 

※山に入りますが、傾斜も緩やかですので、子ど

もさんでも参加できます。トイレ等の対応も

できますので、お気軽においでください。 

応募締切：平成 19年 8月 12日（日） 
問合先：諸塚村しいたけの館２１ 

       ℡0982-65-0178 

編集後記 

初めまして、7月異動で担当になり、ようやく1ヶ月が過ぎました。行事が入ればカ

メラを片手に出かけます。古民家の対応やツアーの準備と、今まで机に向かった仕

事しか経験のない私には、全てが未知の世界です。環境もよくて、楽しんで仕事を

させてもらっています。どうぞよろしくお願いします。(聖)  先日某ＴＶ局で１週

間諸塚特集が組まれました。ありがたいですが、往復5時間のスタジオまで生出演

の話が多く、出演交渉が難しい。頼めばOKの方も多いが、山は今一番忙しい時期

で、あまり無理は言えない。ディレクターとMCが諸塚にやってこられ、ちゃんと

諸塚のことも調査済みで「こういう企画で、この方とこの方に出てもらえる良

いですね...」遠くて忙しいのはお互いです。いいことをしようという前向きの熱

意と期待に応えられるよう、頑張ります！（矢） 
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【８月の予定】 

８月５日 

 諸塚夏祭り「ぎゃあな祭」 

８月１８～１９日 

 さえんば応縁倶楽部 

 「焼き畑そば蒔き」ツアー 

８月１９日 ふれあい釣り大会 

９月１～２日 エコツアー 

 「諸塚でやま学校しよう！」 

 フォレストＰＩＡ「五感の集い」 

イベント情報 

山に撒いた「そばの花」 


