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Presented by 諸塚村観光協会「まちむら応縁倶楽部」 

11月の出来事 
11 月 3 日 諸塚村産直住宅 延岡市 U邸上棟  

11 月 4 日 第 30 回宮崎県育林祭 11 月 7 ～ 8 日視察 (ＪＩＣＡ) 

11 月 17 日 第４回駄賃付け唄全国大会 

11 月 18 日 第５８回諸塚村民文化祭 

11 月 21 日 視察 (福岡県黒木町) 11 月 22 日 調査 (国土交通省) 

11 月 24 ～ 25 日 第 77 回エコツアー「諸塚村でやま学校しよう！」 

諸塚の四季 Ｖｏｌ.ⅩⅩⅦ  増やせ！小さな学校を 

先日、熊本での「住まいの予防医学セミナー」に参加しました。

最初のＫ大医学部Ｈ教授の基調講演では、化学物質の体に与え

る影響の研究成果と、シックハウス調査の事例紹介がありまし

た。興味深かったのはいわゆるシックスクールの事例でした。 

Ｋ県の小学校で校舎改修後、教室の内装材の化学物質で、女子

児童がシックスクールになったそうです。インクの化学物質で

本が読めない、石けんが使えないなどのアレルギーマーチ（アレ

ルギーの頻発症状）に襲われ、登校さえ出来なくなりました。 

その後、その児童が過疎地の全校児童１０名の学校に転校し

たところ、半年後には完全に回復したそうです。理由はいくつか

あるようですが、少人数でクラスになじみやすかったこと、音楽

が好きでみんなに教えることで自信が持てたこと、自校調理で

減農薬野菜などの給食あったことなどがあげられていました。 

過疎地の小学校存続問題で、いつも一番に言われるのが「児童

数が少ないのは教育に良くない」という理屈です。しかし、よく

考えてみれば、いじめ、非行、目が届かない...大規模な学校こそ

教育上良くないことの方が一杯です。むしろ、合併するより既存

の大規模校を小さく分割する方が、教育の難問題は解決するの

ではないでしょうか。コストや人材の問題は大人の都合です。 

小さいことは、子どもに

とって充分メリットになり

えるのではと思います。

（矢） 
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みんなが主役！荒谷小の全校児童 



今年最後のエコツアーの初日は、蕎麦の脱穀と蕎麦打ちです。やましぎの杜の

「したしぎ」の庭にシートを敷き、戸板を立てかけ、そばの脱穀が始まります。

まず、あやし（脱穀のこと）の名人・甲斐光さんより蕎麦について説明です。蕎

麦は、種をまいて75日目に口にすることができる、昔の蕎麦作りの様子などを話

していただきました。昔は山に食べ物が沢山あり、猪が村里におりてくることは

なかった話には興味深く聞き入ったやま学校生でした。先日刈り取って小屋に

干してあった蕎麦を運び、あやし方のはじまりです。シートの上に立てて並べ昔

ながらのめぐり棒という道具であやします。案内人の光さんが作っためぐり棒

は大活躍です。蕎麦も良く乾いていて簡単にあやすことができました。次は実の

選別でしたが、荒ごみをとり『とうみ』にかけて蕎麦の実だけにしていきます。

子ども達も楽しく参加しました。石臼を準備し粉にしましたが、かなり根気のい

る作業でした。何度も何度も石臼をまわして、何度も何度もふるいにかけてまた

ひいて。子どもたちの活躍もあって、ようやくそば粉のできあがりです。 

 次は、十割蕎麦打ち。七ッ山加工グループ

甲斐真由美さんが世話人です。蕎麦粉は挽

きたてが美味しいと、甲斐光さんがやま学

校生のために事前に挽いた新鮮なものです。そば粉にぬるま湯を入れながらこ

ねていきます。水加減がなかなか難しく、またこね方も力がいる作業でした。程

よい固さになったら麺棒で伸ばしそば切り包丁で切っていきます。こねて、伸ば

して、切って茹でて、それぞれの思いが詰まった蕎麦のできあがりです。石臼で

ひいた粉でも挑戦したら、コシは一番の蕎麦が出来上がりました。石臼のそば粉

の『そばぎゃあ（そばがき）』は最高でした。小さい頃の記憶と違った味でした。

引き立ての美味しさでしょうか！ 

 夕食は、みんなで忘年会です。メニューは、かけ蕎麦、水炊き、人参と水菜の

あっさりサラダ、蕎麦だんごの味噌焼きなどなど。タレは、立山キミ子さんが仕

込んでくれました。いりこだしに鶏肉、ゴボウとしいたけが入ったもので、大変

好評でした。受講生の差し入れもあり、世話人の皆さんも参加して盛大な忘年会

となりました。 

 やま学校日記 
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エコツアー「諸塚でやま学校しよう！」 

平成１９年１１月２４日（土）～２５日（日）   

こどもたちも活躍しました！ 
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２日目は、水炊き汁のおじやと漬け物の

朝食のあと、カズラ細工体験です。「なか

しぎ」の縁側で、世話人・甲斐耕平さんの指導でしたが、時期の良い頃に採って

干していたものを水でもどしたカズラが材料で、耕平さんの軽トラックに満杯で

した。始めに作り方を解り易く書いたプリントで説明がありました。長いカズラ

の細い根や幹などを剪定ばさみできれいに切り、それを約４０cm程の長さ１３本

にし、それで土台を編んでいきます。ここが１番重要で、はじめは皆さん戸惑っ

て「先生、先生」と聞いていました。土台ができると、あとは会話もないくらい

の集中ぶりで、ナベシキからカゴ、さらに取っ手をつけるなどそれぞれ個性が

あって皆さん満足のいく作品ができていました。（陽） 

個性的な作品が出来ました！ 

「蕎麦あやし」では、「お姉さん！写真撮らせて」と

おだてられ、めぐり棒を持ってポーズをとりました。 

夜は、昔ながらの「そばのたれ」をつくりましたが、

皆さんに喜んでもらえて嬉しいです。 

 来年も是非「やましぎの杜」においでください。 

やまの声 世話人 立山キミ子 さん 

たてやま きみこ 「やましぎの杜」世話人  

やましぎの杜でのツアーや宿泊者のお世話も、定期的な

施設の維持管理をお願いしています。実は、やましぎの

杜は、生まれ育った我が家でもあります。 

★ 前回以上に、さらに楽しかった 

★ 初体験がたくさんあって驚きばっかりでした。特に子どもにとってはお泊まり

で集団生活は大家族みたいで良かった 

★ ツアーに参加すると友達が増えるのがいいです 

★ やっぱり諸塚のそばはうまい！ 

★     安らぎの場となりました。こんな生活もあることを多くの人に知らせたい 

まちの声  受講生のみなさんの感想です 



マメ知識 ～食べて健康美！ 

今日は、久しぶりに何も行事のない土曜日で

した。天気もまあまあ、布団を干して洗濯機をま

わして、途中だった衣替えを終わらせる絶好の

休日！と、母から「久しぶりに家におるが、いの

す（ゆず）でも搾って皮を切っとくと助かるが。」

そうか！いのす．．．今月の主役が決定です。 

「ゆず」は、みかん科の常緑植物。日本の代表的

調味用柑橘です。また柑橘類の中では最も歴史

が古く、原産は中国、日本では奈良時代に既に栽

培されており、江戸時代には柚子のしぼり汁が料理に使われていた記録があり

ます。古くから重宝されていたようです。 

こんなことわざを見つけました。「桃栗3年、柿8年、あほうの柚は13年」もう

ひとつ「桃栗3年柿８年、枇杷は9年で生りかかり、柚の大馬鹿16年」。柚子は大

人の木になるまでにかなりの年月がかかるようです。しかしその分、木としての

寿命が長く100年以上も活躍する木もあるそうで、庭木としても植えられている

ようです。 

ゆずが白い花を付けるのは5月から6月にかけて、7月頃から実をつけ、8月から

１０月頃には青ゆずとして寿司の上にのせたり、大根葉の漬け物に搾って利用

されます。また青い皮を削って料理に添えると、香りでおいしさが増して何とも

言えません。青ゆずもさることながら、熟した黄色いのもなかなかのものです。

捨てるところが全くありません。我が家では、まず半分に切って絞り器で搾りま

す。搾った汁は冷蔵庫で保管し料理に、中のワタはジャムに、皮は細切りにして

塩漬けに、種は焼酎に漬けて化粧水に！食べてよし、塗ってよし。そして入って

もよし。 

 数年前のこと、お風呂にはいるとゆずがたくさん浮かんでいました。冬至にか

ぼちゃを食べることは知っていましたが、「ゆず湯」を知らなかった私は凄く感

激し、長風呂がチョー長風呂になったのを思い出しました。「ゆず湯」は血行促

進、冷え性・腰痛・神経痛を和らげ、肌をスベスベにする効用があります。冬至

といわず、いつでも浮かべて入りたいものです。（聖） 

ゆずの効能にはびっくりです！有機酸類が多く含まれていて疲労回復、肩こ

り筋肉痛を予防します。種の周りのヌルヌルは血糖上昇の予防毛細血管の働き

を良くし小じわやシミ、そばかすを防ぐ優れ効果も。予防と治療と兼ね備えた

ゆず。とにかく調べたところ何にでも効くのです。 

花言葉は「健康美」。からだの中から外から美しくなりましょう！ 

諸塚を食べる！(2７) ゆず(柚子 いのす) 
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ゆずの甘煮 



今年は、１０月末まで暖かくて、紅葉が遅かったのですが、その分１１月

からの冷え込みの寒暖差が激しく、かえって紅葉はきれいに色づきました。 

 諸塚の針葉樹と広葉樹のバランスのとれた混交林の織りなすモザイク林

の美しさは格別です。また、渓流沿いと奥地の岩山（童子）の石灰岩に張り

付く原生林の紅葉も見物です。 

 諸塚村には、童子と言われる岩山が５ヶ所あります。修験者の修行窟を童

子と呼ぶそうですが、それが地名になっているのは全国でも珍しいそうで

す。諸塚山は、もともと英彦山、阿蘇山と並ぶ修験者の地だったそうで、そ

の名残のようです。 
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トピックス：モザイク林の紅葉 

小原井童子 



諸塚の祭り(２７)特産品の販売会 

九州山脈・宮崎県の大自然の渓谷に囲まれた諸塚の地

は、椎茸栽培の発祥の地と言われています。当時、名人と

呼ばれた茸師は栽培原木になるクヌギ選びからこだわり

続けたと言われています。先達のその思いを受け継ぎ、長

い歳月を要するクヌギ作りから種菌の植え込み、伏せ込

み、採取、乾燥、出荷まで一個一個の椎茸をお作りしてお

ります。霧深い奥山で育まれたこの椎茸を「霧六峰」と名

付けました。 

さらに、信頼の証しとして、世界で初めて村ぐるみでの

ＦＳＣのＣｏＣ認証（流通の認証）を取得しました。ＦＳ

Ｃのシールのついたシイタケは、世界的に認められた安

心・安全の食材として皆様にお届けすることが出来るよ

うになりました。 

年末には、各地で販売会が行われます。シイタケの他、

特産品をたくさんお持ちしますので、皆様ぜひお越しく

ださい。 

12/８～９ 耳川流域地場産品販売会  

           宮崎市高千穂通 

12/９ 宮崎の元気フェア  

           宮崎観光ホテル 

12/13～14 楠並木物産展 

           宮崎県庁前楠並木通 

12/16 海幸山幸ふれあい日向市 

           宮崎県日向市駅前 

12/21 「海幸・山幸」年末感謝祭 

           宮崎市「海幸・山幸」 

お問合先 もろっこはうす  

       ℡０９８２－６５－０２６４ 

編集後記 

先日、山口県宇部市のフォーラムに事例発表で参加しました。前任者に３０人く

らいでした！と励まされ？いざ出発。実は一人で県外に出たことがない私でし

た。電車と新幹線、乗り換えが心配でしたが、何のその！一人旅の良さを実感し

ました。事例発表は・・・ななんと３００人を前にしてで、緊張に緊張でした。

（聖）志伝会の仲間と地元の小学生向けに体験指導教

室をしました。炭焼きや竹で焼いたチクワづくり、空

き缶でのご飯炊き体験です。子供達へのメッセージ

は「工夫すれば諸塚にあるモノで楽しいことが一杯

できるよ！」です。 (矢) 
Presented by 諸塚村観光協会

「まちむら応縁倶楽部」 
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【１２月の予定】 

12 月 2 日 諸塚村駅伝大会 

12 月４日視察 (鳥取県) 

    視察（中国考察団） 

12 月８日  

 諸塚村産直住宅宮崎市Ｋ邸完成  

宮崎市販売会 (もろっこはうす) 

12 月１３～１４日 

 宮崎市楠並木販売会  

12 月１５日  

 諸塚村産直住宅 

  熊本県山都町Ｋ邸上棟  

12 月２１日 ふるさと物産館 

 「海幸・山幸」年末感謝祭 

12 月２５日 

クリスマスチャリティーコンサート 
 

イベント情報 

ふるさと物産館
「海幸・山幸」 


