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塾長 井上 智子 

 

■ 塾長コメント ■ 

2 年目の活動のポイントは、いかに多くの

人に「長崎のびわ」の活用法を知ってもらえ

るかというところから始まりました。しかし

2016 年の大雪によりこの年のびわの収穫は、

ほぼ難しい年になりました。「多方面からび

わの活用方法を探る」ことが塾の目的でした。

その一つには、もちろん「食」も入っていま

した。一般の方の参加を呼び掛け、びわを使

ったクッキングを塾では考えていましたが、

残念ながら実現できませんでした。ただ塾で

わかったことは「びわを使った食は、ほとん

ど試されている」ということです。唯一「び

わ納豆」 (びわの葉には納豆菌が存在しま

す。)は、広く知られていない状況ですが、菌

を扱うことになるので、発酵に携わった方を

講師に招き、導いていただきながら作るのが

一番良い方法と思いました。この「びわ納

豆」は、今後セミナーとして行えれば面白い

と考えています。 

いろいろな方面から、長崎の「びわ」を考

える「長崎びわ感動塾」。 

長崎には、「大薬王樹」(何らかの薬効を持つ

色々な植物の中でも、特に王様のような樹で

あること)と釈迦の時代から云われている素晴

らしい植物があります。それが「びわ」です。 

また、びわの葉のことは「無憂扇(むゆうせ

ん)」(病で憂うことがない様にびわの大きな

葉を扇のように使い癒したと云われていま

す。 )とも呼ばれます。もう一つ、「びわの

木」は、乾燥させると強度が増し、丈夫で長

持ちすると言われています。このことから

「びわの木」で作った杖は「長寿杖」等とも

呼ばれ、縁起物とされており、そのほかに、

木刀にも加工されています。びわの特産地で

ある長崎から、このような雑学も広めていき

たいと考え「長崎びわの雑学 100 問」を作

りました。  

今後も卒業塾として長崎の「びわ」の可能

性を探り「感動」していきます。長崎伝習所

のこの塾がご縁で出会った長崎の「びわ」が

大好きな皆様、お力をかして支えてくださっ

た皆様、本当にありがとうございます。心よ

り感謝いたします。今後も「びわ感動塾」は

成長を続けていきます。 

                               

 

■ 塾の目的 ■ 

長崎は、びわの生産が日本一であり、特産

地でもあります。しかし残念ながらこの「び

わ」の認知がとても低いと考えました。特に
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県外においては、長崎イコール「びわ」には

ならないのです。美味しい「食」の時期は、

初夏に限られてきます。 

では「食」ももちろんですが、「健康」や

「美」などは、どうでしょうか。いろいろな

観点から「びわ」を勉強し、長崎から発信す

ることにつきます。ネット社会の現代におい

ては、日本中、世界中に情報を拡散していく

ことができます。この長崎の特産地に住む私

達だからできること。この塾では、長崎がび

わの伝来の地であること、素晴らしい宝の植

物であること、いろいろな用途に活かせるこ

と、そして大変美味しい果物であるというこ

とを広く知っていただくことを目的としてい

ます。 

また、高齢化が進む時代において生産者の

方は毎年とても大変なご苦労をされて、美味

しいびわを作ってくださっています。そして、

びわは、常に進化していろいろな品種のびわ

が出回っています。その美味しさもぜひ多く

の人に知っていただき「感動」していただき

たいです。 

 

 

■ 塾の研究・活動内容 ■ 

今年度の前半の「核」は、「びわの葉エキ

ス」でした。まずびわ畑に行き塾生自ら適し

た葉を摘む。そこからスタートです。雨が降

る中、たくさんのびわの葉を考えながら摘み

ました。(※本来ならば、びわの葉は、11 月

ぐらいが良いと云われています。)できるだけ

新しい葉でエキスを作りたかったので、1 週

間後にエキス作りの作業に入りました。 

8 月にはこの「びわの葉エキス」を使った

石鹸作りを行いました。年度の後半は、「長

崎びわの雑学 100 問」作りがメインになり

ました。同時に「びわ染め」「びわの葉エキ

ス入りハンドクリーム」「リップクリーム」

を作りました。 

 

■ 塾活動の成果 ■ 

改めて「長崎のびわ」の素晴らしさを再認

識する事ができ、また新しい発想での提案を

市民の方に発信できました。塾生、一人一人

が「びわ伝道師」になれました。 
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長崎びわ感動塾 活動記録 

日  時 場  所 内   容 

平成 28 年 

5 月 16 日(月) 長崎県勤労福祉会館 長崎伝習所「塾」開所式、第 1 回 塾会議 

5 月 25 日(水) 
長崎市市民活動センター 

ランタナ 2F 会議室 
定例会 今後の活動について 

6 月 30 日(木) 三和～千々～茂木 びわ畑視察 びわの葉を採集 

7 月 6 日(水) 長崎市中央公民館 「びわの葉エキス」作り 

8 月 3 日(水) 長崎市中央公民館 「びわの葉エキス入り石鹸」作り 

10月 31日(月) 
長崎市市民活動センター 

ランタナ 2F 会議室 

定例会 今後の活動について再確認 

「長崎びわの雑学 100 問」」作り 

11月 16日(水) 
長崎市市民活動センター 

ランタナ 2F 会議室 

伝習所まつりについて 

「長崎びわの雑学 100 問」作り 

12月 14日(水) 
長崎市市民活動センター 

ランタナ 2F 会議室 

びわ染めについて 

「長崎びわの雑学 100 問」作り 

平成 29 年 

1 月 18 日(水) 
Nagasaki ハウス 

ぶらぶら(茂木) 

「びわの葉染め」 

「びわの葉エキス入り石鹸」作り 

2 月 16 日(木) 
Nagasaki ハウス 

ぶらぶら(茂木) 

「びわの葉染め」 

「長崎びわの雑学 100 問」作り 

3 月 1 日(水) 
長崎市市民活動センター 

ランタナ 2F 会議室 

伝習所まつり準備作業 

「びわの葉エキスハンドクリーム」作り 

3 月 14 日(火) 
長崎市市民活動センター 

ランタナ 2F 会議室 

伝習所まつり準備作業 

「びわの葉エキス入りハンドクリーム」作り 

3 月 20 日 

(月・祝) 
ベルナード観光通り 伝習所まつり 
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5 月 開所式＆定例会 

今年度の塾の方針や目的を共有し「長崎の

びわ」に対する熱い想いについて話し合いを

しました。 

 

6 月 びわ畑に行きびわ葉をたくさん採取 

小雨の降る中、「びわの葉エキス」に適したび

わ葉を懸命に採取。たくさんのびわの葉をつ

みました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 月 「びわの葉エキス」作り 

6 月に採取をしたびわの葉でエキスをつく

りました。作業はびわの葉を選別し、よく洗

い、葉の裏毛を歯ブラシでこそげとっていき

ます。この様に書くと、とても簡単に思える

かもしれませんが、これは根気がいり、とて

も大変な作業でした。 

塾活動の中で塾生が場を共有し、協力して

作ることの大事な部分に気付かされました。

一人ではなかなかできるものではないのです。

その甲斐があってたくさんの「びわの葉エキ

ス」を作ることができました。このエキスは

熟成させて、びわの石鹸などに使います。 
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8 月 「びわの葉エキス入りの石鹸」作り 

講師の方を招いて、びわの葉エキス入りの

石鹸づくりセミナーを開催しました。 

7 月に作ったびわの葉エキスを使い、アロマ

や保湿にハチミツも入れて、全身に使える「び

わの葉エキス石鹸」を作りました。 

このセミナーには、一般の方も参加してお

り、参加をした子どもからは夏休みの宿題に

ぴったりだと大変喜ばれました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 月～2 月「びわの葉染め」 

長崎ハウスぶらぶら様(茂木)でびわの葉染

めのハンカチ等を作りました。 

このびわの葉染めのハンカチは、伝習所ま

つりの際の「びわ雑学 100 問」のクイズイ

ベントの賞品にしました。あわせて伝習所ま

つりで配布するびわの葉エキス入りの石鹸や

ハンドクリーム等も作りました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「長崎びわの雑学 100問」作り 

長崎の人なら知っていて欲しい、マニアッ

クな問題を含む「長崎びわの雑学 100 問」

を莫大な資料を基に塾生と作りました。 
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≪塾生感想≫ 

【びわ石鹸作り】 

自分達で作ったびわの葉エキスを使用して、

アロマも取り入れた石鹸作りをしました。び

わの葉エキスは殺菌作用があり、美肌効果も

あるので、毎日使う度に手が美しくなった気

がします。皆さんにも是非お勧めの逸品です。 

(山口 律代) 

 

【びわ収穫体験】 

６月 13 日、千々(長崎のびわの産地・茂木

地方)へびわの視察に行きました。約 180 本

の 10 年植びわの木がありました。 

7 月の例会で使用するびわの葉エキス作り

に使うびわの葉を採り、びわ畑を見学してび

わを収穫する予定でしたが、2 月上旬の長崎

地方で初めての大雪の 2 日間で、びわの木は

大雪に埋れて、びわの実は冷温になってくさ

って、収穫の季節になっても露地びわ(ハウス

びわ以外)は、ほとんど実がなりませんでした。 

昨年もびわ畑に視察に行きましたが、出発

する時、雨が降っていなかったのに、びわ畑

に到着して大雨になり、目の前のびわの木に

いっぱいびわの実がなっているのに、少量し

か収穫できませんでした。来年に期待したい

です。           (三宅 忠夫) 

 

【びわエキスチンキ作り】 

驚き！びわの薬効は 3000 年前から、仏典

の中に万病を治す植物として、記録されてい

る。びわの葉は古い葉がよく、うぶ毛をとり、

鋏で小さく切り、葉の芯をとり、袋に切った

葉を詰め込む。ビンに入れ、ウォッカを注い

でびわエキスの完成。 

(三丸 正紀) 

 

【年間を通して】 

「びわ塾」が始まった。葉っぱやタネを活

用するという。今まで「ゴミ」でしかなかっ

たのに、びわの葉に擦り傷、切り傷、火傷、

痛み止め等の万能薬の元が溶け込んでいると

思うと信じられない。 

また、びわ茶やびわ種の蜂蜜漬けを作って

は健康維持のために飲んでみている。 

その他、湿布、薬湯、石鹸、染物等、本当

に役に立つびわである。びわの奥深さを知る

ことができました。 

ビバ！びわ！ビューティフル！ 

(田中 憲一) 

 

【年間を通して】 

他県から長崎に転居してきたばかりの私に

とって、びわは、旬の時期に巡り合えれば美

味しく食す程度のものでした。 

ところが、その可愛らしい実だけではなく、

葉にも種にもありがたいパワーを持っている

こと、そして、長崎の人たちの「びわ愛」に

触れ、感動の１年間を過ごしました。 

人と植物のほんのりあたたかさを感じさせ

る共存がこの長崎に息づき、さまざまな可能

性を広げていければ、素敵でしょうね。 

(永松 良子) 
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長崎びわ感動塾 

塾長 井上 智子 

1 赤城 久仁枝 21 三宅 忠夫 41  

2 芦塚 理沙 22 山口 律代 42  

3 井上 隆雄 23 吉村 淑子 43  

4 緒方 富昭 24 脇山 祐三子 44  

5 小川 秀樹 25  45  

6 北尾 治 26  46  

7 角本 淑子 27  47  

8 田代 雅美 28  48  

9 田中 憲一 29  49  

10 谷口 市郎 30  50  

11 出口 光子 31  51  

12 富永 則子 32  52  

13 中川 貢 33  53  

14 永松 良子 34  54  

15 畑 千晶 35  55  

16 樋口 明子 36  56  

17 平川 茂子 37  57  

18 松竹 繁 38  58  

19 松田 陽子 39  59  

20 三丸 正紀 40  事務局員 
農業振興課 

宮本 圭 
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