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塾長 佐藤 恵 

 

■ 塾長コメント ■ 

最初は正直どうなることかと思いつつ始ま

った塾活動でしたが、いろいろな方々に助け

ていただきなんとか二年間の活動をやりとげ

ることができました。 

素晴らしい方々との貴重な出会いや得難い

体験などが塾活動を通じてあったのに、私の

力不足で、一人ひとりの塾生に伝えきれなか

ったのが、心残りです。 

この二年間の体験を今後、有意義に活かせ

ていけたらと思います。 

お世話になった方々、塾生の皆様、本当に

ありがとうございました。 

■ 塾の目的 ■ 

環境問題抜きには、これからの社会につい

て考えることは不可能になってきている状況

の中、市民が関心をもってもらえるような切

り口で、地元長崎での実践例を紹介したり、

気軽に環境活動に取り組めるようなきっかけ

づくりをすることを目的としています。 

 

■ 塾の研究・活動内容 ■ 

まず、初年度に「緑のカーテンコンテス

ト」(緑のカーテン：夏の暑い日差しを窓辺に

つる科の植物を育てることで遮り、冷房の使

用を抑えることで省エネが期待できる)を主催

したことが、その後の活動の広がりにつなが

っていったような気がします。 

ゴーヤやへちまなどの緑のカーテンに適し

た植物を家庭からでた堆肥で育て、収穫した

実を「エコクッキング」により調理し、出た

ゴミはまた堆肥化する、という「家庭ででき

る緑の循環」をテーマに、昨年度はぼかしに

よる生ごみたい肥化に自治体ぐるみで取り組

んでいる横尾西自治会の農園を見学しました。  

今年度は講師を招いての「エコクッキング

教室」を開催しました。また昨年度にひきつ

づき、今年度も伝習所まつりで緑のカーテン

に適したのつる植物の種の配布も行いました。 

緑のカーテンのつるを這わせる為に、増え

すぎて困っている「竹」を利用した竹組み作

りにも取り組みました。 

竹に関しては、竹林で竹を切り出す作業を

実際にやってみたことにより、竹林管理の難

しさを実感することができました。 

この冬は、竹林の持ち主の方の御好意で竹

炭作りも体験させてもらいました。 

本来は有用植物である「竹」が「竹害」扱

いされている現状の中、まずは竹に触れ合う

機会を増やし、良さや性質を知ることが第一

歩です。現状の問題点を少しでも解決すべく、

今後も有志で取り組んでいく予定です。 

また、竹だけでなく、人工林の荒廃も問題

になっていますが、地元の木材のみを使い、

伝統工法で家づくりをされている大工さんが

長崎におられることを知り、詳しくお話を伺

いたいということで、長崎の森林や自然に関

わりのある方々にもお集まりいただき「長崎

の住宅と森づくりフォーラム」を開催しまし

た。 

地元長崎での森林の現状を知っていただき、 

持続可能性に基づいた、本当に人間にとって

住みよい住宅とはなにかを考えるよい機会に

 



なったのではないかと思います。 

今年度の研修旅行では、雲仙の伝統野菜を

育てている岩崎政利さんの農園、その野菜を

中心に加工・商品化している守山女性部加工

組合さんの作業・直売所などを見学しました。  

土地になじんでいる伝統野菜は強靭で農薬

の必要がないこと、自家採種することで、よ

り土地に適合した美味しい野菜が採れること

など、改めて「昔ながら」のものの大切さや

まっとうさを感じました。 

二年間の活動を振り返ってみて、環境問題

の中でも「緑関係」のテーマに偏った気もし

ますが、塾生の関心や提案に基に、実際に汗

を流し、失敗など経ながら体得したことも多

いので、広くはなくても深さのある活動がで

きたのではないかと思います。 

 

■ 塾活動の成果 ■ 

なんといっても、昨年度、塾主催で始めた

「緑のカーテンコンテスト」が、今年度から

市の環境保全課主催になったことだと思いま

す（塾は共催という形で参加）。 

市からの広報に加えて、環境保全課で希望

者向けに種を無料配布した効果もあり、参加

数が段違いに増えたこと、公的施設、企業や

学校など団体の参加など、行政が関わったこ

とによる活動の広がりが実感できました。 

また、塾からの提言に基づき、実際に市役

所の庁舎でも試験的に二ヵ所で緑のカーテン

を実践していただいたことで、市民の方々に

興味をもっていただくきっかけになっただけ

でなく、市が環境に取り組む姿勢のアピール

にもなったのではないかと思います。 

斜面地が多い長崎では、緑のカーテンでの

日よけ効果はかなり期待できると思います。  

また、景観上、緑が多くなることは観光地

としての印象の向上も期待できるのではない

でしょうか。 

生ゴミを堆肥化することが、より一般化で

きれば、斜面地でのゴミ回収の負担が、わず

かでも軽減できるかもしれません。 

また、無農薬で育てて収穫したゴーヤやヘ

チマ（若い実は食べられます）の美味しさを

知ることで、地産地消や無農薬野菜への関心

が高まる人もいるかもしれません。 

「緑のカーテン」の実践ひとつで、いろい

ろな可能性や広がりが期待できます。 

せっかく行政へバトンタッチできたのです

から、いい意味で「利用」していただけたら

と思います。 

 

12 月の研修旅行の際、雲仙で伝統野菜の

自家採種をしている農家の岩崎さんから、交

配種ではない、在来種の種の大切さを教えて

いただきました。 

そこで、今年度は、伝習所まつりで市民の

皆さんにお配りする種は、在来種で消毒をし

ていないものを探してきました。 

今年度で塾として種を配布することは終わ

りますが、緑のカーテンを楽しんだ後は、ぜ

ひ、種を採取して、来年、再来年と繰り返し、

また、お知り合いにも種を配ってもらって、  

年ごと、地域ごとに緑を広げていっていただ

けたらと願っています。 

 



緑のカーテンコンテスト２００９ 

 主催：長崎市環境保全課 

 共催：長崎伝習所「エコ名人を探せ！」塾 

◆市民協働について 

昨年度は当塾が主催し、スタートした「緑

のカーテンコンテスト」ですが、今年度は市

の環境保全課が主催となりました。 

塾としては共催という形で関わることにな

りました。 

昨年度、塾で実施した際の反省点や改善し

た方がいいと思った点（栽培の相談窓口が必

要なこと、市民投票、審査、表彰式は少なく

とも秋口までには終了させた方がよいことな

ど）を、環境保全課の担当者の方々との話合

いの席でお話したところ、意見をくみ上げて

実行していただけることになりました。 

共催という形で塾が関わることとして、 

具体的には、 

○審査・表彰式に参加すること、 

○より市民の皆さんへ理解と関心をもっても

らうべく、緑のカーテン用のつる植物(ゴーヤ

やヘチマ)から収穫した実を使った「エコクッ

キング」の講習会を行うことなど 

ということになりました。 

市に主催が移ったことにより、結果的に 

・種や肥料の配布が大々的に行われた 

・みどりの課との連携で市民が栽培にとりく

みやすくなった 

・コンテストの参加募集に関して、広報なが

さきなどを通じてより多くの市民に伝える

ことができ、塾主催のときに比べると参加

がかなり増えた 

・団体、特に学校や幼稚園、保育園などの教

育施設や、企業にも参加してもらえた 

など、運動の広がりを実感できて、うれしく

思います。 

◆緑のカーテンコンテスト審査 

応募締め切りが９月３０日、その後、環境

保全課と塾による予備審査を経て絞りこまれ

た応募作を、10 月 17 日の「ばってんリサ

イクル」会場でパネル展示し、一般投票を行

いました。 

 

☆熱心に説明文を読んでいただいています☆ 

 

☆親子連れも投票に参加☆ 

その後、本審査(塾より 3 名、市地球温暖化

対策実行計画協議会より2名、市の環境部長、

環境部理事、環境保全課長の計 8 名)を経て

市民部門、事業所部門(公共施設含む)、学校

部門の各部門上位 3 位までの入賞作、各部門

最高得点の最優秀賞が決定しました。 

ちなみに審査方法としては 

「緑のカーテンの育ち具合」・「緑のカーテン

の美しさ」・「栽培の工夫」・「取り組みの意気

込み」の四点を判断基準としました。 



 

事業所部門最優秀事例：西公民館様 

 

市民部門最優秀事例：嶋恭英様 

 

学校部門最優秀事例：川原小学校様 

◆市庁舎の緑のカーテン 

また、塾として、市庁舎への緑のカーテン

の実施を提言し、21年度の新規事業として、

本館西側と別館南側の一部で実施していただ

けることになりました。 

苗植えや水やり、ゴーヤの収穫などに長崎

幼稚園さんが参加したり、他にも長崎自然共

生フォーラムさんにも栽培に関わっていただ

くなど、市と市民が協働で取り組むよい事例

になったのではないかと思います。 

6月1日の苗の植え付けには市長をはじめ

長崎幼稚園の園児さんたちも参加しました。 

 

その後も、環境保全課により、成長過程が、

課のホームページで画像付きで随時紹介され、

すくすく成長した朝顔やヘチマが立派な緑の

カーテンとなったことは、市民に「緑のカー

テン」ひいては環境問題に関心をもってもら

う良いきっかけとなったように思えます。 

日よけ効果はもちろん、市として、環境問

題に取り組む姿勢のアピールとしても有効だ

ったのではないでしょうか。

 

☆市庁舎別館南面の緑のカーテン☆ 



平成２１年９月２６日 

エコクッキング&スローフードのお話 

  *料理研究家黒川陽子先生を招いて* 

昨年度からひきつづき、緑のカーテンに可食

つる植物を用いて生ごみをたい肥化する「家

庭でできる緑の循環」を提案・普及していく

ことを目的として、サブタイトルを「緑のカ

ーテンを食べちゃおう！」としてみました。 

 

 

長崎市出身で首都圏でスローフード運動の中

心となって活躍されている黒川陽子先生に趣

旨をお伝えし、ゴーヤやへちまを食材とした

料理の調理と試食だけでなく、スローフード

運動の歴史・趣旨や現状のお話、食材の正し

い保存方法やゴミの少ない調理法の提案など

もしていただけることになりました。 

 

基本的なことですが、食材に応じた正しい保

存方法を知り、実践することは、エコクッキ

ングの第一歩です。



和気あいあいと皆で調理しました。 

 

 

残念ながら緑のカーテンで収穫したゴーヤ

ではなく(すでにゴーヤの収穫時期は終わっ

ていました…)今回は八百屋さんで調達しま

した。 

 

できあがり！ 

（右：ゴーヤとなすのみそ炒め 左：ヘチマ

と春雨のサラダエスニック風） 

ヘチマと春雨のサラダエスニック風 

材料：２人分 

ヘチマ (薄切り)           80g 

鶏肉ミンチ (炒めます)         80g 

春雨                               40g 

きゅうり (千切り)            １/2本 

玉ねぎ (薄切り)              1/4 個分 

ピーナッツ (みじん切り)       30g  

塩                   少々 

ナンプラー                少々 

スィートチリソース        大さじ２ 

作り方：①ヘチマは薄切りにしたら、塩を振

り、しばらく置いておきます。 

     水分が出てきたら軽く絞ります。 

    ②鶏肉は、熱湯でさっと茹でたら、

お酒をふり、春雨は熱湯で 3 分ほ

ど茹でたら、 

     しっかり水気を絞ります。 

    ③玉ねぎは、薄切りにしたら水にさ

らしておきます。 

    ④ボウルに春雨を入れたら、適当な

長さにはさみで切ります。 

     ナンプラーをさっと混ぜ合わせま

す。 

    ⑤④に①のヘチマ、鶏肉ミンチ、き

ゅうり、玉ねぎ、ピーナッツを加

え、スイートチリソースで和えま

す。最後に、塩で味を調節します。 

     お好みで、柑橘類の汁を絞っても

よいでしょう。  

※ピーナツを砕くのは少し面倒ですが、これ

があるとないとでは大違い。ぐっと本格的

な味になります。 

※調理に使用したヘチマは食用として市販さ

れていないので、大村の「とりかぶと自然

学校」の農園よりご提供いただきました。 



ゴーヤとなすびのみそ炒め  

材料：2人分 

ゴーヤ             1/2 本 

なすび         1/2 本 

厚揚げ          50g 

豚細切れ         40g      

味噌         大さじ１ 

テンメン醤      大さじ１ 

酒            少々 

 

作り方：①ゴーヤは半分に切り、綿を取り、

薄切りにしたら、塩を振り水分が  

     出るまで、しばらく置いておきま

す。その後、水洗いして、よく水

を絞っておきます。 

    ②なすびは乱切りにして、同じく塩

を振り水分が出たら、水分をふき

取ります。 

    ③厚揚げは、薄切りにします。 

    ④豚肉は、軽く塩をして酒をふりか

けておきます。 

    ⑤鍋に水分をふき取った豚肉を入れ

炒めたら、なす、ゴーヤと入れて、

最後に厚揚げを入れたら、お酒を

ふり、蓋をしてしばらく煮込みま

す。 

    ⑥水分が出てきたら、テンメン醤と

味噌を合わせたものを入れ、全体

に混ぜて、 

     塩で味をととのえて仕上げます。 

 

※味噌炒めにすることで、ゴーヤの苦みが 

それほど気にならず、おいしくいただけま

す。 

 

 

参加者の感想（アンケートより抜粋） 

◆野菜について知らないことがこんなにあっ

たのかと思い知りました。 

(６０代 女性) 

◆野菜の保存方法等、勉強になりました。 

(２０代 女性) 

◆家庭菜園を始めて４～５年経ちますが、 

野菜作りにも、改めて関心が持てました。 

(５０代 女性) 

◆(スローフードの種の方舟運動の話を聞い

て)種が原点だと思いました。エコしているつ

もりでしたが、奥が深いですね。 

(５０代 女性) 

◆楽しかったです。今日の知識を実践してい

こうと思います。 

(40代 女性) 

◆ゴーヤが苦くなくて味噌炒めがおいしかっ

た。ヘチマが美味しく食べられ、美しくなれ

そう！ 

(５０代 女性) 

◆スローフード運動への理解が深まった。 

この運動を広げるための仕組み作りや学びの

場を作りましょう。 

(６０代 男性) 

 

 

※調理の合間に黒川先生から以下のワンポイ

ントアドバイスがあり、それも好評でした。 

 ☆卵を割るときは、器や流し台の角ではな

く、平らな所で割ると、綺麗に割れる。 

☆かぼすやレモンなどのかんきつ類を搾る

場合は、あらかじめ、台などの上で転が

して柔らかくしてから切って搾ると、沢

山果汁がとれる。 

 

 



竹切り         塾生：三好 定和 

三つ山の岡村さん宅は山や畑に囲まれ、ま

さに自然共生の生活のお手本です。竹林をお

持ちと伺って無理矢理お願いするも快く了承

いただき感謝申し上げます。６月２８日（日）

総勢８名で竹切りに初めて挑戦するも思いの

他竹の枝払いに体力を要しました。さらに 1

ｍサイズに切断するも予想以上の時間を要し、

竹林管理の苦労を身にしみて感ずることがで

きたことは有意義なことでした。そして満載

のキャリーに感謝。 

竹組みアーチ 

竹組みアーチの特徴は、短く扱い安い材料

で、アーチや棚のグリーンネットが作れるこ

とです。力学的にも圧縮に強いところが面白

い。少し下からの吹き上げには注意が必要な

感があります。風にゆれるしなやかなネット

は風情がありそうです。丸竹によるグリーン

ネットは固く強いヘチマやゴーヤの大きな棚

にも利用できそうです。 

 

 

 

 

 

搬送に活躍するキャリー 

竹組みアーチの試験組み 出来るかな～？ 

佐藤邸の割竹によるグリーンネット 

三好邸の丸竹によるグリーンネット 

(つる巻き植物には、丸竹は太すぎるた

め補助ネットも併用しています) 



竹炭つくり        塾生：三好智子 

・竹取 １月３０日、岡村さん所有の竹林に

入り竹の切り出しを行ないました。竹林に入

るのは初めてでしたので、手入れされた竹林

の見事さにあっとうされ、しばらくは見とれ

ていました。切り出してある竹を同じ長さに

(1.2ｍ、1ｍ、50ｃｍ・・・)切りそろえ４

つ割にし節を取りと、箸より重たいものを持

ったことのない身にとっての「ナタ」を使っ

た作業は、重労働でした。切りそろえた竹を

運搬車に載せ、岡村さんの自宅敷地内にある

炭焼き釜まで運んでその日の作業は終りまし

た。 

・炭焼き 2 月 13 日、切り出した竹の窯詰

め作業が始まりました。炭焼き窯の入口は、

大人がかがんで入るくらいの大きさですが、

中は畳３枚ほどの大きさなので、先日切り出

しただけの分量では、不足するのではないか

と心配しながらの作業でした。まず、竹の束

を作るために同じ長さごとに麻紐でくくりま

した。次に窯の形に合わせて、天井の高いと

ころには長い束をいれ、窯の天井と隙間のな

いように短い竹を詰めいれます。次々と岡村

さんの指示にあわせて竹を流れ作業で入れて

いくのですが、入れても入れても窯は一杯に

なりそうな状況ではありませんでした。４つ

割にしていない丸のままの竹も入れましたが、

やっぱり窯を一杯にすることはできずに、追

加で竹の切り出しを行ないました。やっと一

杯になった窯の入口を泥団子で埋めて、窯の

火入れを行ないました。その後の火の管理は、

岡村さんにおまかせ（２日ほど火の管理を一

人でされたそうです）して、バーベキュで一

日の疲れをいやしました。竹林の管理や竹炭

づくりの大変さを身をもって知ることができ

大変有意義な体験をさせていただきました。 

 

 

 

 
窯に入れる前の竹の束 

炭焼き窯の火入れ 

きちんと手入れされた竹林 

竹を同じ長さに切り揃える 



Ｈ21.12.6塾研修旅行 

雲仙伝統野菜の岩崎政利さん農園ツアー 

地産地消はもう当たり前、エコの大事なキー

ワードのひとつですが、毎日食べる様々な野

菜。美味しく食べられるよう工夫されてきた

野菜たちが、実は種を生まない野菜だという

事を知っていたでしょうか？長崎県は雲仙に、

そんな“種”の本当の意味に気付いたエコ名

人がいらっしゃいました。そこで早速、長崎

市民の皆さんと一緒に地産地消のエコを“種”

から学んできました。 

 

 

 

「その土地だけに育つ伝統野菜をたったひと

りで、７０種類を越す野菜を“原生種”から

作り、収穫・販売と同時に種を選定し残した

種から花を咲かせ、また種を採り、その種か

ら・・・と毎年野菜を作り続けている」岩崎

政利さん。寒い中でしたが、数箇所に点在し

ている岩崎さんの畠を見学させて頂きながら

お話を伺い、参加者も胸にそれぞれの思いが

湧いてきたようでした。 

また、その岩崎さんの思いと大事にしたい伝

統野菜を活用し持続させようと努力されてい

る地域の女性たち：守山女性部加工組合の皆

さんを訪ね、世界的にも認められた新ブラン

ド「こぶ高菜」等の商品と活動内容のお話を

聞き楽しいひと時を過ごしました。 

 

 

 

最後は、「ありえ酒蔵めぐり」など企画し町お

こしで頑張っておられる、撥ね木搾りの酒蔵

「吉田屋」さんを見学しました。 

 

この日出会ったどのエコ名人も誰かにさせら

れるのでなく自分の心の声に動かされてコツ

コツ具体的に活動されている印象でした。 

今世界では風力、太陽光等々次世代エネルギ

ーが模索されていますが、結局、地球を守る

世界を変える力（エネルギー）とは、人から

生まれるエネルギーなのだなぁと、私たち一

人ひとりがエコの“原生種“になれれば素敵

だなぁと思いました。(塾生 木下) 

これが、こぶ高菜です！茎と葉のところ

に高い鼻みたいにあるこぶ解りますか？ 

初めの畑で伝統野菜のだいこんを抜きな

がら詳しく説明して下さる岩崎さん 



◆参加者の感想(その１)◆ 

岩崎さんの私にとっては難しい(生物学的な)

内容にはついていけませんでしたが、昼間に

岩崎さんのビデオを見た時、色々とわかって

きました。私がスーパーで買っている野菜は

種ができないんですね。それように遺伝子を

組み替えられてる？お洋服にたとえるならユ

ニ○ロの洋服みたいなものかなと感じました。 

 

 

 

種から野菜を作り、伝統野菜を守る。また、

地域の方と協力しあい、地産地消に励んでい

る方の話を聞き、私にできることはなにかと

考えてしまいました。とりあえず今まで以上

に野菜が好きになりました。 

最近、玄米食にしてお通じもよいし、肌も乾

燥せずピカピカな気がする(私が思っている

だけ)ので、やっぱり食事って大切なんだと実

感していたところです。 

 

 

 

 

赤いだいこんもあるんですね。 

色々な名前(種類)のだいこんを次々に抜

いて見せて下さいました。 

赤いけど

大根です。 



酒屋の吉田屋さんは、おしゃれな佇まいで、

粋な喫茶室もあり、町おこしに貢献している

なと思いました。 

 

 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

酒蔵利用して週末には各種ＬＩＶＥが行な

われる。壁には懐かしいブリキの看板が。 

これも懐かしの看板、写ってないけれど

「こんちゃん」のオロナミンＣもありま

した。 

吉田屋さんの広いお庭の見える大座敷は

喫茶部になっていました。個性的なメニ

ューが色々、水出しコーヒーは、熱燗に

して温め、とっくりからカップに注ぎま

す。楽しい！ 

 

木の弾力性を利用し、重しをつけてテコの

原理（？）で絞っていきます。手づくり撥

ね木絞りの匠の技です。 



◆参加者の感想（その２）◆ 

長崎に『伝統野菜』があることを初めて知

り、伝統野菜“こぶ高菜”をこの目で見てみ

たいと参加しました。現代まで一般的に受け

継がれていなかったことにがっかりしました。

長い年月をかけて種を守り、未来につなげて

いくことの大切さと忍耐強さから生まれる野

菜達が愛おしく思えました。そして、岩崎さ

んの熱い思いが 私達の心に受け継がれまし

た。 

 

翌日、いただいた（有機野菜）人参とジャガ

イモでカレーライスを作ってみました。   

 

そしてこちらは“雲仙こぶ高菜”の漬物を

使ったパスタを作りました。 イタリアのシェ

フがお勧めしてくれたそうで、こぶ高菜の漬

物を何度も洗って塩気をぬいて粗みじんにし

てオリーブオイルで炒めただけのパスタです。 

(直売所で教えて頂きました) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

岩崎さんの畑で採れた伝統野菜づくしの

お弁当(守山女性部の方に特別に作って頂

きました。)デザートは「雲仙こぶ高菜饅

頭」。普通のお野菜として調理されていま

す。ホクホク、シャキシャキして美味しい。 

直売所にはユニークなレシピがいっぱい。

「こんにゃく」を「いなり寿司」の皮に！？ 



◆参加者の感想（その３）◆ 

今回のツアーで得た事を私なりのテーマに

沿って感想を述べさせて頂きます。 

【待つこと】 

 野菜を作付けして暫くで、いろいろと問題

点が持ち上がるが、最低１０年じっくりと付

き合うと、ある時突然！パッと良くなる！そ

の後それぞれの個性を伸ばしていく。・・・こ

れは何にでも通じることだなぁ、と思った。 

 

 

  

 

 

【循環】 

岩崎氏の師匠は雑木林と云われていたが、ま

さしく自然の森は自ら種を落として命を循環

させる。人間が滅んでも自然は泰然と生きる

かもしれないが、植物が種を残さなくなった

時、岩崎氏が云われるように人間も命を繋い

でいくこと自体が不可能になっていくのだろ

う。自然は皆の師匠です！  

 

 

長崎ハクサイ（長崎唐人菜）、源助大根、 

人参・・・さて、これは何でしょう？ 

 



【交流】 

野菜畑にいろんな土地の種が共生している姿

は微笑ましい。岩崎氏が真摯に取り組み丹精

された野菜たちを、守山女性部の方々が切磋

琢磨して商品化し、世界へむけて発信してい

かれる・・・。昔ながらの手法を守り伝え、

酒造りに研鑽され、今の時代に合った楽しい

趣向と共に人々に提供して下さる吉田屋さん

然り。街の同業・他業と共に地域活性化にも

貢献になっている。きめ細かに小さい輪で繋

がり助け合い、広く交流していく・・・今必

要な要素なのでは？物品ともども・・・？ 

今回、得るものが盛り沢山だった楽しい旅で

した。

『今、ブームなのはいいが、繋げて続けてい

くのが大切』なにも目新しいことではなく、

連面と受け継がれてきたことの延長に今があ

るのでしょうから、ただ思い出し、一人一人

が生活の中で普通に実行していくことが大切

なのかなと思います。 

 

 

 

お裾わけ頂いた、岩崎氏の野菜たち 

 

 

 

 

この酒蔵伝統の酒造りを詳しく説明して

下ったお洒落な吉田屋さん 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「雲仙こぶ高菜の再生」 

「雲仙こぶ高菜」は戦後、雲仙吾妻町の種苗

業の峰真尚さんが栽培を始め、全国に広がる

が、収穫量の少さ別野菜との交雑のし易さで、

峰さん亡き後、原種は無いと思われていた。

ところが、妻のキミエさんが自家菜園で種を

採り続けているのを、吾妻町で自家採種の有

機農業を営んでいた岩崎政利さんが発見。普

及のため「雲仙こぶ高菜再生プロジェクトチ

ーム」を作り活動を開始。 

2005年、スローフード協会国際本部から絶滅

危惧の希少食材として日本初「食の世界遺産」

に登録。2008年には最高位「プレシディオ」

に認定され、 雲仙を代表する名物となってい

る。(塾生 太田) 

 

伝統復活！昔使われていた立派な撥ね木

がそのまま残っていました。また新たな未

来へとこの土地に生きる人々の夢と誇り

も復活したのかもしれませんね。 

ここに美味

しいお酒が

絞ぼり出さ

れる。 
この土地だけに育つ伝

統野菜。ひとつひとつ

が、いとおしい。 



長崎の木造住宅と森づくりフォーラム 

 

 

長崎伝習所「エコ名人を探せ！」塾 

 

長崎で県産材を使用し、 

伝統工法で家を建てている大工 

池上算規さん、 

その設計を手掛けられている 

HAG 環境デザインの橋口剛さん、 

県庁林務課勤務で森林インストラクターの 

松尾尚洋さん、 

大村のとりかぶと山の麓で環境教育施設を 

運営されている菅洋一さん 

  

長崎の森や自然に関わっておられる方々に 

集まっていただき 

これからの長崎の森づくり、家づくりなどに 

ついての 

フォーラムを行うことになりました。 

  

ふだんではなかなか聞けない貴重なお話を 

伺う良い機会となると思います。 

お誘い合わせのうえ、ぜひご参加ください！ 

 

※以上、フライヤーより抜粋 

 

 

◆フォーラムのきっかけ 

「長崎に県産材だけを使い、伝統工法で家

を建てている大工さんがいる。」ということは 

以前、たまたまその大工さんが手がけた物件

のオープンハウスを見学する機会があって知

っていました。 

 その時に立ち話で大工さん（池上算規さん）

に、樹や材木のお話を伺い、あまりの面白さ

に一度、塾としてお話をしていただく機会を

設けたいと思っていました。 

 今回、池上さんとその設計にたずさわって

おられるＨＡＧ環境デザインの橋口剛さんに

打診したところ、講演会形式ではなく、対話

型のフォーラム形式を希望されたので、長崎

の森や自然に深くかかわっておられる、県庁

職員で森林インストラクターの松尾尚洋さん、

大村のとりかぶと山のふもとで環境教育施設

を運営されている菅洋一さんにもご参加いた

だくことになりました。 

 コーディネーターは、当塾の宮原和明さん

(長崎総合科学大学工学部建築学科教授)にや

っていただきました。 

 

 

◆フォーラムの様子 

会場：市民会館一階大会議室 

日時：2010 年 2 月 27日(土) 

   午後 1 時半から 4 時半まで 

※前半 3時までは各パネラーの方のお話 

 休憩を挟んで後半は参加者を交えての意見

交換会 



 

☆左から松尾さん、池上さん、橋口さん 

 

☆左から菅さん、宮原さん 

 

☆一般的な木組みと伝統的な木組みの違いを

説明する池上さん 

今回、池上さんと橋口さんが手がけた個人

住宅の施主の方の御参加もいただき、県産の

自然素材だけで家を建てられた経緯や、実際

にお住まいになってみての感想などを伺うこ

ともできました。 

 

参加者による質疑応答 

 

◆フォーラムを終えて 

一見緑豊かな森に見えても、手入れがされ

ず放置された人工林は下草も生えず、保水力

もない。せっかく植えた木も材木としての利

用価値も低い。林業で生活が成り立つ状況で

ない以上、森の荒廃を止めるのは難しい。 

現在の人工林の荒廃や林業の衰退、人手不

足など、行政として長崎の森にたずさわって

おられる松尾さんのお話のシビアさに思わず

考え込んでしまいました。 

そんな状況の中、木や自然をこよなく愛し

次世代に伝えていこうとしている方、伝統工

法に誇りを持ち確かな技を守り伝えておられ

る大工さん、ぜひ地元の木材で家を建てたい

と願い、手間と時間を惜しまずに人やつてを

探し、家づくりをした人達が、ここ長崎にも

いらっしゃるということは、心強く思いまし

た。 

「昔ながら」のことというのは、必ずしも

快適さばかりではなく、面倒さ、不便さを伴

うものですが、便利さ、快適さのみを追求し

てきた現代の世の中のひずみを考えると、 

多少の不便さと折り合いつつ、まっとうな事

を時間をかけてやることの大切さを改めて感

じました。 



「エコ名人を探せ！」塾 

塾長 佐藤 恵 

1 石山 義郎 21 三好 智子   

2 太田 恭子 22 森田 教子   

3 小川 珠美 23 矢野 博巳   

4 木下 志のぶ 24 山本 宗男   

5 塩川 麻保 25 吉田 雅文   

6 草原 陽香     

7 島田 和文     

8 徳島 久子     

9 冨永 則子     

10 中ノ瀬 正史     

11 長門 富美子     

12 浜田 庸男     

13 平澤 昭則     

14 平野 テル子     

15 深堀 信子     

16 松岡 綾     

17 松本 賢人     

18 丸本 和泉     

19 宮原 和明     

20 三好 定和   事務局員 
環境保全課 

浦添 佳輝 

 


