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〜次回の観光協会協力イベント〜
夏のフットパスイベント

“6 月 1 日朱太川水系でのヤマメ釣り解禁”

こちら黒松内町文化部 Vol.1

第 6 回通常総会が無事終了しました
先月 25 日に、令和 4 年度通常総会が執り行われました。
第４回、第５回の総会は、新型コロナウィルス感染症感染拡大防止のため、
ご来賓の招待や総会後の懇親会を差し控えていましたが、本総会では鎌田満黒
松内町長、新川雅幸企画環境課長をご来賓にお呼びすることができました。
来賓あいさつで鎌田町長より「コロナ禍にあって観光業、飲食業は大変厳し
い状況にあるが、本町の観光振興において更なるご支援をお願いしたい」とい

〜陶芸クラブ〜
今年度からの新コーナー。黒松内で活動し
ている文化系サークルを取材します。第一回
は “陶芸クラブ” です。
ページ 2

フットパスクラブ通信 Vol.13

今年度も黒松内フットパスクラブ始動！最
初の定例点検では、しりべし学園の生徒さん
たちと一緒に寺の沢川コースを点検、補修し
ました。
ページ 2

じり通信 No.24

うお言葉をいただきました。
また、昨年より観光協会会長に就任された小谷孝夫会長からは「皆さんで団
結してコロナ禍の厳しい局面を乗り越えていきましょう」というご挨拶があり
ました。
総会には多くの会員の皆様方にご出席を頂き、議題に提出させて頂いた令和
３年度事業報告・収支決算報告、令和４年度事業計画（案）
・収支予算（案）が、
いずれも満場一致で承認されました。
令和 4 年度は、前年度に引き続きインバウンドの集客において苦戦すること
が予想されます。しかし、9 月以降のインバウンドの予約・問い合わせが東南
アジア圏のリピーターを中心に増加しており、本町の特徴を活かしたイベント、
国内外の誘客事業等の回復に向け、着実に準備をして参ります。また、コトと
して素敵な思い出をお持ち帰りいただくだけでなく、モノとして黒松内のお土
産をお持ち帰りいただくために新商品の開発を進めます。総会後の懇親会でも
お披露目させていただいた「朱太川産鮎の骨酒」をはじめ、黒松内産蕎麦を活
かした新商品の企画も進行中ですので、乞うご期待ください。
新年度も皆様方のご支援ご協力をいただきながら各種事業を展開して参りま

文：山本竜也
地方史研究家の方々のインタビューを続け
る筆者。来年にはインタビューをまとめ、世
に出す計画をたてている。
ページ 3

くろまかない飯

レシピ : ラーメン松龍
コーナーも 2 年目に突入しました。2 年目
の最初はみんな大好き “ラーメン松龍” の歌
子さんにチャーハンのレシピを教えてもらい
ました。
ページ３

フットパスの輪 Vol.1

初回は黒松内フットパスクラブの辻野治子
会長に寄稿していただきました。今後道内外
のフットパス関係者にリレー形式で執筆して
頂く予定です。
ページ 4

＜＜協会主催・協力イベント＞＞
夏のフットパスイベント

8 月６日（土）、７日（日）

熊本県から合同会社フットパ
ス研究所代表、井澤るり子さん
をお招きして行います。
６日に講演、パネルディスカッション、ワー

すので、どうぞよろしくお願いいたします。
（事務局長・本間）

クショップを、７日に実際にフットパスを歩く
イベントを行います。
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今回から始まった新企画「こちら黒松内町文化部」。黒松内町の文化団体
の魅力を紹介するコーナーです。
第１回は＜樻焼

陶芸クラブ＞。代表の丸山澄子さんにお話を伺いました。

今は 100 円ショップでキレイな陶器が売っているけど、自分の手
で世界に一つしかないものを作れることが陶芸クラブの魅力です。
もちろん形や色が思うようにいかない時もあるけど、うまく出来た
丸山さん

時は最高に嬉しいですね♪
陶芸を始めると日常生活で目にする陶器にも興味を持ち、世界が広

がって楽しくなりますよ。

こちら
黒松内町
文化部

あとクラブのみんな仲が良いのでお話ししながら楽しく出来ますし、わからな
いことがあれば親切に教えてくれます。私たちと一緒に陶芸をしませんか（笑）

缶 芸クラブ

＜陶芸クラブ概要＞
お問い合わせ先：
ブナセンター 0136-72-4411
現在会員数 10 名
入会対象者：だれでも OK ！
活動日：毎週木曜日 13 時 30 分〜 16 時 30 分
年会費：１０００円
粘土代：１ｋｇ５００円（粘土１ｋｇ：湯呑だと３つ作れる量）
＜事務局＞お話しくださった代表の丸山さんは８６歳。しかしお年を感
じさせないお元気な方でした。クラブ開設当初から 26 年続けている陶芸
は若さの秘訣になっているかもしれません（事務局・古本）

フットパスクラブ通信

Vol.13

第１回コース点検 with 余市養護学校しりべし分校
スノーシューを履いて森林を歩く時期が終わり、トレッキングや
ウォーキングが行えるようになった頃、黒松内フットパスクラブは各
コースの点検を始めます。昨年からは、その活動の一環で余市養護学
校しりべし分校の生徒さん達とも共同でフットパス整備を行ってきま
した。今回は生徒 4 名を含めた 9 名にご参加いただき、フットパスク
ラブからは 6 名が参加し、総勢 15 名で作業を行いました。
点検内容は黒松内温泉ぶなの森からスタートし、寺の沢コースを通
りながら “コースを示す支柱” のチェックを行い、役場で折り返して
スタート地点に戻りながらゴミ拾い、という行程でした。支柱の点検
ではペンキ塗りや古くなった矢印の交換作業を生徒さん主体で行って
いただきました。また、作業を行いながら交流を深め、とても楽しい
時間を過ごさせていただきました。
点検後、生徒さんの挨拶の中で「今年もフットパスイベント用の景
品を製作します」との嬉しいお話が！完成を楽しみにお待ちしており
ます！
（事務局・岡本）
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No.24 「地方史を調べてきた人たち」 文：山本竜也

先日、札幌から旭川まで日帰りで往復した。目的はひとつ。北海道で女性史研究を最初に手掛けた人に会うためだ。
名を高橋三枝子さんという。1972 年に北海道女性史研究会を立ち上げ、明治生まれの女性、開拓一世の女性、
和人が入っ
てくる前の時代を知るアイヌの女性らに会い、『北海道の女たち』などの著作にまとめてこられた。聞き取り調査をも
とに本を書いてきた私にとっては大先輩にあたる。インタビューしたいと手紙を送ったところ、訪問の許しを得るこ
とができた。
主婦だった高橋さんがどうして女性史研究を始めたのか。取材はどう進めたのか。録音したのか。メモしたのか。
それをどう文章化していったのか。本はどのくらい売れたのか。私の質問のひとつひとつに丁寧に答えてくれた。今
年で 99 歳になるという年齢を感じさせない記憶力である。聞き取り調査のコツを「みんな、話したいこと、聞いても
らいたいことを内に持っているの。黙って相手の話すことに耳を傾ける。そうしたら、しゃべってくれるんだよ」と
明かす。その言葉に深く頷いた。
いま、道内各地の地方史研究家たちに取材を続けている。どうして調べ
るようになったのか、何を明らかにできたのか、どんな手法を使ったのか、
これからの課題はなにか。古地図、鉄道、空襲、炭砿、産婆、方言、古文書など、
それぞれの分野で成果を上げた人たちの話だから非常に面白い。私一人で
聞いているのがもったいない。これまで 10 人あまりに会ったが、あと 10
人ほど会いたい人たちがいる。皆さんへのインタビューを一冊にまとめ、
来年には世に出すつもりだ。
山本竜也さんの既刊「南後志に生きる」観光協会でも取り扱っています→

ノ
くろまつない飯
ノ

〜歌子さん流シンプルチャーハン〜
【

・たまご

１個

・コショウ（適量）

材

黒松内の料理人にまかないレシピを教えてもらう企画！
第５回目はみんな大好きラーメン松龍。
歌子さん流シンプルチャーハンの作り方を教えてもらい
ました。

料（１人前） 】

・おろしにんにく（適量）
・おろししょうが（適量）

・バター（適量）

・ラード（あれば）

作

り

・ごはん

茶碗１杯分

・塩（適量）

方

①卵１個を器に割り入れて溶く。
②卵の中にコショウ、おろしにんにくをお好みの量入れる。
③卵の中におろししょうがもお好みでちょこっと入れる。
④温めたフライパンにバター、ラード（あれば）を少し入れる。
⑤フライパンに③の溶き卵を入れる。
⑥お茶碗１杯くらいのごはんをフライパンにいれて煽って炒める。
⑦塩をふりかけて味を整えたら完成！
歌子さんのワンポイントアドバイス
塩のかわりに塩ラーメンスープの素があればそれで味を整えても OK
最初に溶き卵に調味料をまぜあわせておくのがポイント！
最初に卵に味をつけるアイデアは今まで気が付かなかったので目からウロコ！でした

歌子さん

早速私も試してみたいと思います（事務局・澤田）
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文：辻野

治子（黒松内フットパスクラブ会長）

「フットパス」ということばについては、Ｂ２の読者の方々には、もう説明もいらないかと思いますが、イギリスの
歩く文化から発祥した、
「歩くための径」です。イギリスでは、このフットパス（歩くための径）が、国中に網羅されていて、
総延長、なんと２４万㎞とか。
今では、北海道内の市町村あちこちに、それこそ、全国にも、このフットパスがありますが、黒松内町のフットパスは、
その先駆けといえます。まだ、どこにも、フットパスがない時、エコネットワークの小川巌さんが、「黒松内町の観光
を魅力的に、活発化するために、作ってみたら」と提案してくださったのが、始まりです。２００４年のことです。
多くの苦労がありましたが、もうすぐ、２０年！

今では、
「チョポシナイコース」、
「西の沢コース」、
「寺の沢コース」､「森

林公園コース」の４コースが整備されてます。それぞれ、特徴があります。全コー
ス制覇を目指して、皆さん、歩きに来てくださ〜い。８月には、フットパスで、
町を元気にした熊本の魔女さん ( ほんと、魔法をかけたように、町を元気にしたん
ですよ）をお招きしてのイベント。１０月は、黒松内の美味しいものを食べながら、
フットパスを歩く「グルメフットパス」（マラソンの補給所のように、コース途中、
途中に、美味しいものが待っている夢のようなフットパス）。黒松内オリジナルの
イベントでお待ちしてます。
さて、これから、この連載は、リレー形式で、道内各地 ( 道外も ) のフットパス
の魅力をお伝えしていきます。次は、今、最高に活発なニセコフットパスの代表、
工藤達人さんです。達人さん、どうぞ、よろしくお願いいたします。

黒松内岳山開きレポート
黒松内岳も新緑が芽吹き、登山シーズンとなってきた頃。今年度も恒例
の黒松内岳山開きの登山イベントを開催しました。当初は 5 月 28 日の開
催を予定しておりましたが、悪天候のため 6 月 4 日に順延し開催となりま
した。
参加者は 24 名、山岳ガイドはノースランドの辻野健治さん、治子さん
ご夫妻で出発！…とその前に、登山口で辻野健治ガイドお馴染みの「健ちゃ
ん体操」を行い、身体をほぐしてからいざ登山。コースは毎年迂回路を通

↑登山道のエゾカンゾウ

りますが、今年は道が何か所か崩れているため直登ルートを登りました。
道中、芽を出し始めたギンリョウソウ、大きなサルノコシカケ、シラネ
アオイ、エゾカンゾウ等の様々な植物が顔を出しており、参加者の目を楽
しませました。
8 合目からはロープを伝って登る箇所となり、一人ずつゆっくりと登り
無事に山頂まで辿り着きました。山頂はあいにくの曇り空のため景色を見
下ろすことは出来ませんでしたが、記念撮影をしたり、各自で持参したお
昼ご飯を食べたりと、しばし登頂した達成感に浸ることができました。
下山時には山菜を採りながら進む参加者も見受けられ、終始登山を楽し
みながら皆様無事に下山する事ができました。

（事務局・岡本）

↑山頂での記念写真
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