
森の風の記憶 

Presented by 諸塚村観光協会「まちむら応縁倶楽部」 

先月の出来事 

１２月２２日宮崎市「海幸山幸」もちつき大会 

１２月２４日クリスマスコンサートｉｎしいたけの館２１ 

１月３日 第６０回諸塚村成人式 

１月６日 消防出初式 

１月２７～２８日森林・木材認証フォーラムｉｎ諸塚 

１月２９日 諸塚村産直住宅第８６号 

宮崎県国富町Ｔ邸完成式  

  

諸塚の四季 Ｖｏｌ Ⅴ 縁は異なもの味なもの 

年明けのイベントの影響で半月遅れの通信誌ですが、皆様あけましてお

めでとうございます。今年も何卒よろしくお願い申し上げます。 

 「まちむら応縁倶楽部」は、旅や農産物、家づくりをとおしての都市と

山村の出会いを縁にして、モノの関係から人と人との関係に進化させよう

という試みで、縁に応える関係づくりを始めて今年で８年目です。 

少し古い話になりますが、宮崎県延岡市の江戸時代の領地７万石のうち

２万石が飛び地の大分県にあったという新聞記事を目にしました。その中

には某局の連続ドラマの舞台になっている湯布院も入っています。延岡の

人たちの祖先は、大分と同じ釜の飯を食べていたことになります。 

実のところ、諸塚村も元延岡藩で、もともとは古代からの独立国・高千穂

郷にあったのですが、戦国期に領主・三田井氏が大友氏と島津氏の覇権争

いで滅ぼされ、延岡藩に編入されています。とはいっても、諸塚村は田ん

ぼがほとんどなく、その当時わずか３３０石で、藩にとってはお荷物にす

ぎなかったと思いますが、意外な縁に驚きました。 

その縁か、江戸末期に延岡藩が、大分・安心院の賀来飛霞という本草学者

を、諸塚含めた高千穂地方に地域資源調査に派遣しています。その記録「高

千穂採薬記」は、調査記録というだけでなく、山深い農家の食事事情、古

代から伝わる民話などを詳しく記録していて、スケッチは撮影したように

精度が高く美しいものです。江戸末期の生物や風俗文化を記録した第一級

の文献となっています。南高千穂郷・諸塚村にも一番最初に４日間滞在し

ています。食物では、高千穂ノリ（川ノリ）やシイタケ、エノハ（ヤマメ）

などが書かれています。特にシイタケは、朝昼晩にいつも出されて、とて

も大きなものを食べたということです。（これらは賀来飛霞たち公務の役

人のもてなしの食事で、このような貴重な換金作物は、地元の口には入ら

ず、通常トウキビ、アワなど雑穀を主食にしていたそうですが･･･） 

その当時に山を歩いた学者の気持ち、それを迎えた住民の気持ち、思い

が縁を結び、今の我々の生活があります。 
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 大豆応縁倶楽部は、諸塚村七ﾂ山地区の農産加工グループが、棚田の休耕田を利用してつくっ

た無農薬大豆を会員の皆さんにできた分だけおわけするトラスト方式のオーナー制度です。 

 大豆は、味噌、醤油、豆腐、納豆など日本の食文化には欠かせない食材ですが、日本の国内受

給率はおよそ３％です。輸入品の８０％を占めるアメリカ産大豆はその５０％が安全性が議論

されている遺伝子組み換え大豆になると言われています。 

 諸塚は、休耕田の耕地自体が少ないので会員数も限られてきますが、今年は３５名分の耕作地

で大豆を作っています。７月の種まき、８月の草取りのあと、収穫祭を昨年１１月に行いました。

今年は、大きな台風が来襲し、大豆の出来具合が心配されましたが、台風時期以外は天候に恵ま

れ、まずまずの出来具合のようです。 

 今回は、大豆の脱穀のほか「草団子つくり」を

実施しました。ツアーに参加された会員は、常連

のＴさん夫婦、大分からＭさん一家、宮崎から

Ｍさん親子とバリエーションの豊富な強力メ

ンバーでしたので、昼の作業は順調にすすみ、

特にお子さんの活躍が目立ちました。やっぱり

こどもは小さいうちに自然の中で活発に育て

ないといけませんね、大きくなって社会でバラ

ンスを崩してしまわないように…。 

恒例の交流会は、地元も七ツ山集落の強力メ

ンバーが参加され、面白い話題が飛び交い、こ

ども達にはやや遅い時間になってしまいました。普段なかなかなくなった、テレビも見ないで

語り合う貴重な時間を楽しみました。 

収穫量で皆さんにおわけできる量が決まりますが、大豆は天候に左右されやすいナイーブな

作物なので、毎年天候が気になります。これが農の醍醐味でもあり、気候や季節感を感じにくい

都会の生活を見直し、「今年は雨が多い」とか「あたたかい」とか、自然を見つめながら生活を

するきっかけにもなるのではないでしょうか。 

今年で６年目ですが、あと収穫の分配とその大豆を使った味噌仕込みの大仕事がのこってい

ます。また昨年仕込んだ一年仕込みの味噌の会員への配布がそろそろできそうです。会員の皆

様楽しみにしていてください。 

 農作物とその加工で広がるご縁の輪がこれからも続きますように…。 

やま学校日記 

Page 2 森の風の記憶 

大豆応縁倶楽部 第６期「収穫祭」 

平成１７年１１月２６日(土)～２７日（日） 



まちの声 大豆応縁倶楽部会員のコメント 

むらの声 今月の世話人 甲斐 真由美 

★無農薬大豆の安心感と、田舎味噌の美味しさを毎朝味わっています。受け取りの際は、休日で、雨にもか

かわらず対応していただき有難うございました。今年度もよろしくお願い致します（Ｕさん 北九州市） 

★今、本物の無い時代。本物を目指しチャレンジ！（Ｍさん 宮崎県都農町） 

★いつもおいしい味噌と楽しいイベントをありがとうございます。諸塚の元気の源をいつも感じます（Ｙさ

ん 日向市） 

★今年も美味しいお味噌を心待ちにしています（Ｋさん宮崎市） 

★南日本新聞に諸塚村のことが載っておりましたが、はるかに

共感を感じました（Ｋさん 都城市） 

★今後もつながりを持ち続けていきたいと思います（Ｍさん 熊本市） 

★種まき、作業等行けませんで申し訳ありません。今年もよろしくお願いします（Ｆさん 福岡県大野城市） 

★食の安全、食料自給率の低下等不安材料がたくさんあります。少しでも解消になるよう農業を応援したい

（Ａさん 延岡市） 

★山の緑、澄んだ空気、汚染のない食を有り難く味わっています。今年もよい年であります様祈っています

（Ｋさん 宮崎市） 

★この大豆は大変美味しいです。安全、安心＋美味は最高（Ｍさん 宮崎市） 

★今年は是非参加をと願っています（Ｕさん 日向市） 

★昨年の大豆では、お味噌にしていただいたのですがとても美味しくて、求めていた味にやっと出会ったと

思いました。今年の参加待ち望んでいました。時間が許せば作業にも参加したいです（Ｋさん 長崎市） 

★昨年度は一度も参加出来ませんでしたが、今年は参加出来ればと思っています（Ｔさん 宮崎市） 

★ここ２～３年自分で仕込んだ味噌を食べています。大豆まで自分で…なんてうれしいですね（Ｍさん 宮

崎市） 

★温暖化等で農業は大変でしょうが、私達消費者におい

しい物を届けて下さい。買い支えたいと思っています（Ｙ

さん 熊本市） 

★楽しみにしています。大豆を使った料理のレシピをいろいろ教えてください（Ｇさん 佐賀市） 

★今年度も申し込みますのでよろしくお願い致します。少し

ごぶさたしていますのでまた行きたいなあと思う今日この

頃です。（Ｏさん 延岡市） 

★集落の皆さまのご健勝を祈っております（Ｏさん 宮崎市） 

★昨年は天候の不順に悩まされましたが、今年は順調にいく

と良いですね（Ｓさん 日向市） 

★七ッ山の工場では、お茶と漬物、そして楽しいお話を有難う

ございました。味噌は濃厚で美味しかったです。元気になっ

て倶楽部の行事に参加したいと思います（Ｍさん 延岡市） 

★数年前にツアーに参加してから諸塚村ファンです。このつ

ながりを切りたくない為に申し込みます（Ｙさん 福岡市） 

★農作業をお手伝いする前からもうすでにおいしいお味噌を

楽しみにしています（Ｍさん 大分市） 

 諸塚の山は地域資源・宝の山です。これからも、
先輩方の持つ技術や味の記憶を、若い人たちに少し

ずつ、確実に伝承していきたいと思っています。まちと村が一緒になって楽しめる地域づくりをし

ていきたいと考えています。まちの方々が村に遊びに来やすい環境をつくり、その応援も得なが

ら、私たちが生きている自然環境を美しいまま次世代へ送っていけるようがんばっています。 
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かい まゆみ 諸塚村七ﾂ山婦人加工グループ代表 
加工特産品の商品開発・販売をする、行動力と指導
力を併せ持つリーダー。大豆応縁倶楽部代表。エコ
ツアーなど体験活動でも中心的指導者として活躍。  
 

諸塚の元気の源を感じます！ 

 また行きたいなと思う今日この頃です  



マメ知識 ～ブランド牛は諸塚出身かも？ 

新年明けましておめでとうございます。今年も皆様に諸塚村の安全で美味しい料理や

食材を紹介させていただきますので、よろしくお願いいたします。  

さて、今年最初にご紹介させていただくのは、諸塚村の４大

基幹産業の一つを支える、諸塚牛です。 

本村の畜産は一般的なものの他に、第３セクターのウッドピ

ア諸塚が管理する畜産振興センターで、肥育や畜産農家へ飼育

を委託するもの。それから、「林間放牧」といって、人工林に

牛を放牧して下草を食べさせて育てる方法と大きく３通りあ

ります。中でも特徴的なのが「林間放牧」で、人工林に牛を放

牧して下草を食べさせることで、下草狩りの労力と飼料費を軽

減させることを主な目的として行われています。４３の畜産農

家があり、約４３０頭の牛が飼われていますが、その中の約２

５％が林間放牧牛です。しいたけの館２１の「どんこ亭」のメ

ニューに、林間放牧牛の肉を使った“シイタケ野牛丼”があり

ますので、機会がありましたらご賞味ください。 

諸塚の美味しい水と空気の中で育った牛たちは、宮崎牛など

のブランドで県内外の店頭に並びます。基幹産業としての強化

を目指し、農家あたりの飼育頭数を増やすことや、林業との複合

経営がしやすい体制づくり、そして良い牛づくりに、行政と生産

農家、農協が一体となって努力を続けてきたことが実を結び、品

評会での入賞率が近年は高くなっています。一時期は輸入牛肉

に押されて、せり市での牛の値が低迷した時期もありましたが、

米国産牛肉のＢＳＥ問題等で、食の安全がクローズアップされ

るなか、実直に良質の牛づくりを続けてきた生産地には追い風

となっているようです。 

輸入牛が多く入るようになり、現在では昔

からは想像できないほど牛肉を食べる機会が増えましたが、一頭一

頭手間暇かけ、丁寧に育てられた諸塚牛（宮崎牛）を食べていただき、

本当の国産牛のおいしさを改めて確認していただきたいと思いま

す。 

肉牛生産の仕事は、大きく子牛を産ませる繁殖と子牛を育てる肥育に分けられますが、そ

れぞれ餌や施設など育てる技術が違いますので、おいしい肉をつくるために分業が行わ

れています。今は、肉牛の多くが南九州で繁殖されています。諸塚も、繁殖牛（雌牛）と

子牛の生産地です。諸塚で生まれた仔牛が、有名産地に引っ越して大事に育てられ、松阪

牛、近江牛、佐賀牛となって皆さんの食卓に上っています。 

諸塚を食べる！（５）   森が育てる諸塚牛 
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森のエコスクールでも 
牛の世話をしました 



諸塚に泊まる（５） 
「諸塚山渓流の里」 

施設情報 

諸塚村から五ヶ瀬町に抜ける国道５０３号線の一番奥に

ある飯干地区の集落内にあり、耳川の支流七ﾂ山川渓谷沿い

にあるキャンプ場です。飯干地区は、高千穂郷の中心であっ

た神山・諸塚山の麓に位置し、 

諸塚山は、標高１３４１Ｍで、飯干集落から車で１０分ほ

ど上流の六峰街道沿いに登山口があります。別名を大白山と

もいわれ、イザナミ、イザナギの御陵があるという伝説があ

ります。二上山、祖母山と並び古くからの山岳信仰の地で、

諸塚山上の諸塚神社の御祭神は二十八神あり、高天原時代の

神を全部祀っていて、このようなお宮は他に例がないといわ

れます。 

国有林を含む山中には、アケボノツツジの群生地や広大な

天然ブナ林はじめ１４７種の植物が確認されています。特に

５月のゴールデンウィーク中に見頃を迎えるアケボノツツジは、とても美しく見応えがあり、

写真家や自然愛好家など多くの方が人里離れた山中に集まります。 

毎年３月の第１日曜日は日本一早い山開きが行われ、今年で

２１回目となりますが、時々雪がちらついたり樹氷の残る山

頂が、２０００人もの登山愛好者でいっぱいになります。 

 ログハウスは、ゆかりの神様の名前がついています。 

●「イザナギノミコト（伊弉諾尊）」 

神話の中で最初に夫婦神として登場する男神。伊弉冉尊とあ

わせて夫婦の愛情を司る神。 

●「イザナミノミコト（伊弉冉尊）」 

神話の中で最初に夫婦神として登

場する女神。伊弉諾尊とあわせて

夫婦の愛情を司る神。 

●「アマツヒタカヒコホノ ニニギノミコト（天津日高日子番能 邇邇藝尊）」 

「天照大御神」の孫神。その命を受け”日向の臼杵の郡の高千穂”

に降り（天孫降臨）、「木花之佐久夜毘売」と結ばれる。その子神

が「火照尊＝海幸毘古」「火遠理尊＝山幸毘古」、曾孫神が「神倭

伊波礼毘古尊＝神武天皇」といわれる。 

「諸塚山渓流の里」ログハウス 

 諸塚村大字七ﾂ山 飯干地区 

 定員５名用（３棟） 専用浴室・専用便所・専用台所・布団一式・炊事道具一式付 

利用料 １泊 １０,０００円／人 備品リース料１００円／人 

 ※別途：ストーブ用薪、石油ストーブ管理料が別途時価で必要になります。     

 手続き チェックイン  １５時～１７時 チェックアウト １１時 

  予約・問合先 諸塚村観光協会（しいたけの館２１） 

  ℡ ０９８２－６５－０１７８ Fax ０９８２－６５－０１８９ 
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諸塚の祭り(５) 夜神楽 

 神楽の語源は、「神座（かみくら）」から転じた説が一

般的ですが、神楽の記述の最古は、高千穂神社の「十社大

明神記」（１１８９）で、そのころの高千穂地方（諸塚村

を含む）には、すでに存在していたようです。 

神楽は、もともと社寺が保持し、修験者たちが担ってい

ましたが、幕末から明治初期にかけて、時代の変化と共に

社寺の影響力の衰退と修験道の廃止とともに民間に流布

し、住民主体に変化していったものと考えられます。 

庶民に普及するにつれ、本来の宗教的修験道的な色合い

が薄れ、庶民の文化を支える農林漁業と密接に関連するよ

うになります。分類すると、その地域の文化によって山岳

神楽と農耕神楽、漁師神楽とに大きく特徴づけられます。

また冬の夜神楽の形態は、春の昼神楽と違って宮崎県では

県北部の山間部にしかありません。これらの地域は、その

神社が鎌倉期に熊野神社に寄進されたこともあって、地域

信仰に熊野信仰が色濃く反映され、諸塚山や二上山では山

岳修験者信仰が盛んに行なわれたようです。その過程で神

楽が伝承され、県北部に限定して夜神楽が伝わっているも

のとされています。先ほども記述した最も古い神楽の記録

があることからも、それが証明されます。 

諸塚神楽は、同じ高千穂地方の中でも異色で、その大き

な特徴は他に類のない２００体を越す神楽面が残ってい

ることです。神楽のはじめに行う「舞入れ」では、神面が

一同に並んで道神楽が舞わ

れますが、他の神楽では見

られない圧倒的に壮観な舞

です。これは、明らかに修験

道神楽のなごりです。一部

神道化も見られますが、こ

の原始神楽の原形を残す多

くの面と壮観な舞い入れが

諸塚神楽の大きな特徴で

す。 

編集後記 

新しい年を迎え皆さんいかがお過ごしでしょうか。今年も皆さんに楽しんでいただける

文章が作れるよう努力しますのでよろしくお願いします。個人的には、おみくじが大吉

だったので今年は良い年になるかな。と、期待しているところです（もちろん自分自身で

も努力せねば）。皆様方のご指導をよろしくお願いいたします。（直） 

お正月は、昨年の反動か、久しぶりに穏やかでした。しかし、世の中の変動は激しく、新

聞各紙の新年特集は「経済再生」「人口減社会」。年開けてすぐの某社長逮捕、耐震強度

偽装、輸入牛肉問題etc．．．。私たちには、映画を見ているような出来事が続きま

すが、決してよその国のことではなく、その影響は現実社会に表れてきます。経済

だけでなく、命を守るためにたしかな目でしっかり見つめていく必要があります。
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 

【２月の予定】 

２月４～５日 南川神楽 

 エコツアー「諸塚でやま学校しよ

う！」   

 諸塚村木材産地ツアー 

 フォレストピア・森林文化セミ

ナー 
２月１０日 
 諸塚村産直住宅１０１号 
    宮崎市Ｙ邸上棟 

２月11～12日 戸下神楽（大神楽） 

 大豆応縁倶楽部 

   「味噌仕込みツアー」 

 諸塚村産直住宅９４号 

  長崎県大村市Ｎ邸完成見学会 
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