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父から息子へ



何かに導かれて
たどり着いた場所
鹿児島県出水市大川内地区にあ
る東雲の里 ( しののめのさと )。
出水市街地から車で 30 分ほど
走った標高 400m ほどに位置す
る中山間地。
6 月になると広大な敷地の中に
あじさいが咲き誇る。日本最大
級のあじさい園だ。
園主は、陶芸家でもある宮上誠
さん。もともとは市街地で看板
屋を営んでいた。そんな宮上さ
んが、何かに導かれるようにこ

ろう。来ていただいたお客様に
心からおもてなしをする姿勢が
印象的だ。東雲の里に訪れた際
は、園内を散策するだけではな
く、ぜひ宮上さんご夫婦と話を
してみていただきたい。
これまでご夫婦が二人三脚で営
んできた様子が伝わってくる。
これだけの広大な敷地を、一個
人で作り上げ、管理し、これか
らも維持していかなければなら
ない。そこには多くのドラマが
あるはずだ。それを聞いてしま
うと、きっと魅了されまた訪れ
たくなるだろう。

ンしますから～」 と言ってしま
う始末 ( 笑 )
それだけ、覚光さんが東雲の里
の後継者になってくれることが
嬉しかったのだろう。
覚光さんに、いつから東雲の里
を継ごうと思っていたのかを尋
ねると「子どもの頃からです！」
と即答。「洗脳されました ( 笑 )」
と。その隣で宮上さんが「洗脳
成功 ( 笑 )」とにやり。
もし、後を継ぐ者がいなければ、
これまで宮上さんが 25 年かけて
作り上げてきたこの東雲の里は、
1 年もたてばただの藪になって

の場所にたどり着いた。
「よし、ここにしよう！」
意を決して山主を探し出し、自
分の夢を語りつくした。宮上さ
んの思いをぶつけられた山主は
半ばあきれながらも、「それで、
あんたいくら持ってんの？」と
切り出し、あとは宮上さんの望
み通り、この山を手にすること
ができたそうだ。
そしてこの場所を「東雲の里」
と名付け、山を切り開き、雨の
日も風の日も、草を刈り、あじ
さいを 1 本 1 本植えていく。そ
のうち音を上げていなくなるだ

生そば草の居、始動
2017 年 4 月、東雲の里の園内に
待望の蕎麦屋 「生そば草の居」 が
オープンした。

「蕎麦屋を作るのに 25 年かかっ
た」と言う宮上さん。どういう
ことかと思って尋ねると、もと
もと蕎麦屋をやりたいという思
いがあったという。蕎麦屋とい
うのは雰囲気が大事。そのため
にまず 25 年かけて蕎麦屋の庭を
作った。そしてやっと蕎麦屋を
オープンすることができたんだ
と力説（笑）冗談交じりに言う

宮上さんだが、雰囲気が大事と
いう言葉通り風情のある蕎麦屋
になっている。
そして、この蕎麦屋の蕎麦を打
つのは宮上さんの長男覚光さん。
3 年間修業を積み、満を持して
のオープンに期待が高まる。
実は、真里子さんと覚光さんは、
ひっそりと始めたいタイプ。事
前告知もあまりせずスロース
タートを切りたかったそう。
しかし宮上さんは違ったようで、
はやる気持ちが前面に出てしま
い、かなり前から来園されるお
客様に 「来年、蕎麦屋がオープ

しまう。当然そんなことにはし
たくない。きっと幼いころから
父がそれを伝え、息子がそれを
受け止め、今があるのだろう。
この地で生まれ育った覚光さん。
父の思いを引き継ぎこれからも
ここで生きていく。そして将来、
新しい家族が増え、今度は覚光
さんの思いがまた次の世代へと
引き継がれていく。そうやって
これからも東雲の里は生き続け
るだろう。東雲の里の 50 年後、
100 年後がどうなるのか楽しみ
だ。これからの東雲の里にも注
目していきたい。

ろうという周りの予想を裏切り、
自分の信念を貫き通し、自分が
思い描いているものをコツコツ
と作り上げていく。
数年がたち、6 月になるとあじ
さいの花が咲き誇り、そこに人々
が集うようになる。噂が広がり
マスコミにも取り上げられるよ
うになる。今となっては、出水
になくてはならない観光名所と
なっている。
宮上さんが個人で始めた東雲の
里。これだけの存在になったの
は、やはり宮上さんと奥さま真
里子さんの人柄と言っていいだ

展望所と
生そば草の居の離れに「展望所
と」と書かれた場所がある。展
望所なのでもちろん絶景。そこ
には座席がある。「展望所と」の
後に続く言葉をあえて書いてな
い感じが何とも言えない演出だ。



器はすべて陶芸家でもある宮上さんが作ったもの。お料
理に添えられるつまものは園内のもの。あじさいの時期
にはあじさいが添えらお料理を彩ります。
こだわりぬいた手作り。すべてがオリジナル。すべてが
東雲の里。この場所で、この空気に包まれて、お蕎麦を
いただく。「五感で味わう」を体験できる場所です。

生そば草の居 の 3 つの味わい　　　　　　　　　

かけそば

ざるそば おろしそば

き



物販

祭

陶芸

生そば草の居の店内では物販もやっています。
お野菜などは近隣の地域でとれたもの。もちろ
ん採りたて！上場高原のお茶やシイタケもあり
ます。地域の生産者とのつながりを感じます。
その他にも、手作りのお菓子や、藍染など、こ
だわりの作品などを取り扱っています。物販コー
ナーも一見の価値ありです。

園内には、宮上さんの作品を展示・販売してい
るギャラリーもあります。ぜひ立ち寄ってお気
に入りの 1 点を探してみてください。
陶芸家として作業をしている姿も見せていただ
きたいと思ったのですが、そこは NG。残念で
すが、それだけ集中して思いを込めて作品作り
をしているということですね。

季節ごとにいろいろな顔を見せてくれる東雲の里。特におすすめなのが 4 月、6 月、
11 月の 3 シーズン。まず見ていただきたいのはやはり 6 月のあじさい。訪れた際は、
ぜひ園主の宮上さんと話をしてみてください。必ず「ここは京都のようだ」と紅葉
もすすめられます。6 月、11 月を制覇したら、きっと 4 月の枝垂桜も見たくなりま
すよ！

　
　

　
　

　
　

   6
月あじさい祭り　

　
　

　
　

   11 月  紅葉祭り

　
　

　
　

　

　4 月枝垂桜祭り　
　

　
　



※入口までは、急な坂道
　　（次ページの 1～ 5）
　　になっています。
　　坂道の入口付近にも
　　駐車場があります。



編集後記
このたび、「いずみんと」の第 1号を発行することになりました。お手に取ってくださった皆さま、ありがとうございます！

出水のヒト・モノ・コトを記事にした情報誌を作りたい！と以前から思っていたのですが、 いざ作ってみようとすると、取材どうする？

印刷どうする？そもそもどうやって作るの？といろいろわからないことだらけで、なかなかはじめの一歩が踏み出せない状態でした。

これまで目にしてきたステキなフリーペーパーなどを参考に、ちょっとハードルを高めてしまっていた気がします。作るからにはい

いものを！という思いはありますが、まずは今の自分にできる範囲で始めてみることにしました。必然的にそれほどハイスペックな

ものはできません。でもスタートはこれでよいと考えています。そして少しずつ成長しながら続けていきたいと思っています。

記念すべき第 1 号は、東雲の里を取材させていただきました。園主の宮上誠さんは、私が出水に U ターンしてきてから、初めてじっ

くりと出水のことについて話を聞かせていただいた地元の方です。東雲の里の今、そしてこれまでとこれからを多くの方に知ってい

ただいたうえで訪れていただけることを願っています。

次回予告などしたいところですが、今のところ未定です。かなり漠然とですが、秋冬ぐらいにはツル関係の記事を書きたいと思って

います。日々出水で暮らす中で今後取り上げていきたいことを探していきたいと思っています。皆さまからの情報もお待ちしており

ます。Facebook、インスタグラムなどで、いろいろ情報交換できるとうれしいです。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
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                                                                                           nabetomana.com

1. ここから登っていきますよ！　この上に第 1・第 2駐車場がありますが、
　体力のある方は、ここから歩いてみましょう！

2. 結
構な上り坂です。

　心配な方は杖を使ってくださいね！

3. 川柳でも読みながら、

　ゆっくりと！

4. 疲
れたら

　ベンチで一休み。

　あと半分ぐらい！

5. 入口に到着！

　さあ、ここからです♪

　（左記 MAP の
入口）

東雲の里
〒899-0341
鹿児島県出水市上大川内 2881
0996-68-2133
開園時間：9:00 ～ 17:00 
入園料：500 円 ( 中学生以上、あじさい・紅葉時期 )
定休日：不定休 (あじさい・紅葉時期は無休 )
WEB：http://www.nippon-no-ajisai.net/

生そば草の居
(住所・電話は東雲の里と同じ )
営業時間：11:30 ～品切れまで
定休日：木・金 (あじさい・紅葉時期は無休 )



ツルがくる町、いずみ


