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岡山県北部 はたらく くらす いなかえーる。梅ちゃんインタビュー

今週の上山素敵フォト

6⽉月04⽇日 第22号

ほぼ週間 うえやま新聞

うえやま新聞編集長にメールバックナンバー棚田団サイト

tanadadan/Ueyama/newspaper

上山集楽サイト

スマホで聴けます。FM津山 78.0MHz  毎週金曜日 午前10時～11時番組名「上山集楽 千年田園を世界に届け！」
iPhone、iPadの方はここををクリックし
てアプリをダウンロードして下さい。

Android端末の方はここをクリックし
てアプリをダウンロードして下さい。

パーソナリティーかっちの「上山集落 千年田園を世界へ届け」

「大地の棚田日記」というこ
とで先月から毎日新聞の夕刊
（大阪）で連載がスタートし
ました。
デジタル版でも御覧いただけ
ますのでお時間あればご覧く
ださい。

大地の毎日新聞 

朝から夕方まで代掻きな毎日。ジョレンを握る手にマメがで
きたw
昨年の今頃は、マメなど無いすべすべの手でPCのキーボード
をたたいて、フロアに広がる多くのモニターの中にいたのに
今は、マメのある少し厚くなった手でジョレンを使い、谷に
広がる棚田の中にいる
#生き方は様々 #多様である面白さ #代掻き後の鏡のように水
がはった田んぼ #美しすぎて感動 #ueyama
by ひさみん

この一年で劇的に生き方が変わった 
ひさみんの一言が なんか素敵です。

UEYAMA GARLIC 
ニンニクご注文は 

Ueyama 
Garlic Night 
2017.07.22
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今週の上山フォト

続『代掻きの男』 主演：福男ヨシタカ
＃棚田＃米作り＃ueyama

50にしてこんな事に夢中になれる自分が最
幸♡
また若くしてこんな事に夢中になってるや
つの将来が楽しみ♡ by西口和雄

気になっていた金銀花？をやっと採りま
したー！
熱出てもくみっきーの世話にならなくて
も済みます。。たぶん。。笑  by美々

毎日一回誰でもできる
ワンクリック支援

【ここをクリック】       
ワンクリック→ワン支援 

NPOを応援するサイト

このサイトは社会貢
献するNPOに賛同する
人のクリック数にて
ポイントを与えその
ポイントに合わせて
寄付してくれるサイ
トです。
応援する！ボタンをクリック
するだけでポイントが貯まり、
「英田上山棚田団」を無料で
支援することができます。(毎
月最大3万円) ※応援は1人1
日1回までです。無効な応援
があった場合は再集計が行わ
れ、対象となるポイントを減
算します。右のQRコードを
読み取る「gooddo」「英田
上山棚田団」で検索すれば出
てくるホームページで下の右
のほうにある『応援する』で
毎日ポイント(20～1000)を
ゲット、ポイント数で支援額
が変わります

今日は大学生たちと人手の足りていない集
落の水路掃除のサポートへ。
そして田植え。
本日も盛りだくサンデー。by大地くん

やめて。。。
そこは。。ー 場所: Willflat

早朝田んぼに水を入れるための大芦池水落とし。雲海がすごく雲の上に集楽あ
るみたい。#drone #phantom #ueyama #phantom4 @ 美作市上山の千枚田 
by トミー の ドローン
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今週は 上山集楽のホームページから リニューアルされてから配信されている 「古老の知恵」をピックアップします。 
上山にはたくさんの 人生の大大先輩がたくさんいます。その方たちが 昔から当たり前のように継いできた知恵を教えても
らうという 内容です。 上山にいる若者がそれを聴くことの素晴らしさ、昔からの知恵の素晴らしさ、本当にいい内容です。

田畑で育つ作物に、山で採れるキノコや山
菜。身近にある食材を、長くおいしく食
べられるように工夫を施すのが、昔の女
性の大切な仕事だった。昭和11年生まれ
の高原めぐみさんも当時の食文化をよく
知る一人。 そんなめぐみさんのお宅へ、
上山に伝わる郷土食を教わりたいと梅谷
奈々さんが伺った。 
もうじきお母さんになる奈々さんは
（2017年4月現在）、自分でも保存食や
素朴なおやつをつくれるようになりたい
と興味津々。訪れた日、めぐみさんは「凍
りもち」づくりの真っ最中。 そこから話
は始まった。

――　めぐさんは、ほんとに旦那さんと仲
がいいですよね。いつも一緒にいて。 
「優しい人やからなぁ。大きな声出したこ
ともないしゆったりした人やから。最近は
お母さんがつくった昔の味が食べたくなる
みたいでな。手づくりのこんにゃくやら。最
近はお寿司もつくったよ。ここらではサバ寿
司いうてね、具の入ったご飯にサバを薄く切っ
て酢に浸けたものと錦糸卵やら生姜やらを
上に乗っけてな」 
――　食べたことはあるけど（笑）、つくれ
るようになりたいな。 
「つくってみたらええよ。うちでする時はいっ
ぱいつくるの。里に持っていったり親戚に持っ
ていってな。つくったものを美味しい美味し
いって食べてもらえるんが、私は一番嬉しい
んよ」 
――　素敵やねぇ。私らは保存食のことと
か、何を知らんのかもわからんくらいイメー
ジがわかないけど、これから知りたいなと
思ってるんです。このお腹の子にも伝えてい
きたいし。 
「今な、娘に伝えようと思って帳面に付けて
るよ。サバ寿司の作り方やなんか。奈々ちゃ
んは家も近いんやし、いくらでも教えるよ。
またいつでもおいで」

■ 子どものおやつにぴったりの「凍りもち 
――　わあ、きれいやねぇ！凍りもちです
か？ 
「そうそう。昔はようおばあちゃんが一番
寒い時期につくりよったんよ。ぺったんぺっ
たんお餅をついて、棚をこさえてな。乾燥
させるのに一枚一枚並べて。今はお餅つく
のは機械になったけどな」 
――　色が付いてるのは何が入ってるの？ 
「緑は海苔で、オレンジのは網エビ。卵も
入れてお塩や砂糖で味付けして。昔は餅米
だけのと豆くらいしかなかったけどねぇ、
最近はこうして色々つくるんよ。一つの種
類で２升ずつ」 
――　全部で８升！毎年つくるん？ 
「必ずつくるな。大抵つくっておくと、子
どもらが遊びに来たときに、焼いて食べてっ
てぱっと渡せるでしょう。余計なもんが何
も入ってないからね、いいおやつになるよ 
――　揚げるんじゃなしに焼くんやね 
「揚げてもおいしいんやろけどな。うちは
焼くな。ぷーっとふくれてな、あられみた
いな感じ。あられもちとも言うんかな」

子どもの頃ひもじい思いはしたことがない。お母さんらが工夫しとったんやろなぁ。 高原めぐみさん
教えて欲しい、むかしの暮らし

頻繁に裏返
すうちに香
ばしい匂い
がしてきた。
かじるとほ
んのり甘く
て素朴な味。

乾燥するた
めに広げら
れた凍り餅。
緑は海苔、
黄色は網エ
ビ、プレー
ンと豆の４
種類。

こういう繋がりこそが、いまの時
代に欠けている大切な部分だと
思います。  by編集長



上山集楽への行き方はGoogle map にて アクセス確認はコチラをクリックしてください

田植え体験・田舎体験・棚田観光など 楽しんで下さい。

6月17日 農業体験
今年も上山棚田大学が開講されます！1年間に田植
え編と稲刈り編の2回開講され、6月の今回は田植え
編となります。棚田団の活動も今年で10年の節目を
迎えます。
4月から新たな仲間も増え、さらなる進化を遂げた
棚田団の個性溢れるメンバーとともに田植えを楽し
みましょう♪

英田上山棚田団 6月10・11日定例活動
第205回定例活動　田植え　梅刈
り　蛍刈り
日時：6月10日(土)―11日(日)
場所：岡山県美作市上山
---------------------------------------------
■共通連絡事項
---------------------------------------------
■参加費
〇和気駅集合コース：日帰り4,000円、2日間 7,000円
〇現地集合コース：日帰り 3,000円、2日間 6,000円
〇大阪集合コース：日帰り 5,000円、2日間 8,000円

※小学生は半額、小学生未満は1/4額となります。
※2日間の参加費には食事（夜・朝・昼）が含まれていま
す。
※土曜日のお昼ご飯、日帰りのお昼ご飯は持参してくだ
さい。
※お酒を飲まれる方は、お酒代が別途500円必要です。

上山棚田大学 〜上山男子が教える田植え編〜

詳しくはこちら！ 参加の方はこちらから
「参加予定」をクリックしてください。 

NPO法人英田上山棚田団、定例活動
について詳しくはこちら！ 参加の方
はこちらから「参加予定」をクリック
してください。
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