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「いらっしゃい！いらっしゃい！」

～オススメ イベント～

3 月 9 日(金) 道の駅トワヴェールⅡにて島牧小学校 6 年生による特産品（海産物）の販売

黒松内岳山開き★6 月 10 日(日)予定

通過型から日帰り型へ 今後の課題は滞在型交流
Ｈ29 年度の体験商品販売を通じた月別集客数では、グリーンシーズン（5 月～10 月）
をはじめ、12 月は長期休暇で北海道を訪れるシンガポール人家族の集客数が昨年同様好
調だった。また、昨年不振だったホワイトシーズン（1 月、2 月、3 月）の集客数については、
昨年と比較し、2 月が 2 組から 12 組に増加した。体験種目別では、105 組中 66 組がブ
ナ林ガイドウォークへの参加となっており、ブナ林散策を主軸とし、グリーンシーズンにはランチ+

じり通信 No.7

文：山本竜也

戦争や開拓の体験者が少なくなる昨今、身近な人
に今のうちに聞いておくべき、とよく言われる。しかし、聞
くのはいいが、どうまとめればいいのだろうか。 歴史研
究者である山本氏が、自身の取材術や記録術につい
て語る。

山に登れば気分爽快

ぺージ 2
文・写真：辻野健治

「黒松内の稲穂峠」、実は魔女を封じこめる祭祀の

収穫体験、ホワイトシーズンにはランチ+餅つきやポテトチップスづくり体験といった午前と午後の

「エナヲ」を立てた場所がイナホ峠という説について、ご

体験プログラムの組み合わせによる日帰りプログラムが主流となった。本年度の一人あたりの消

当地の歴史研究者・北村英芳氏が以前ニュースレタ

費単価では、昨年の＠2,348 円から＠6,429 円に増加。また、一人あたりの平均滞在時
間では、昨年の＠150 分から＠300 分に伸びた。今後の課題としては、滞在型の体験観光
をどのように強化するかという点にある。そのカギを握るのが、農業従事者の住宅を活用した農
泊、空き家のリフォーム等による民泊の推進であると考える。（観光協会事務局）

ーの中で触れている。黒松内のエキセントレッキング・ガ
イド辻野健治が隠された秘境を求め、イナホ峠を探検
する。

新しいスタッフのご紹介

ページ 3

澤田奈那恵

札幌の大学でコンテンツデザインを専攻。3 年前、
地域おこしとして黒松内に移り住み、道の駅で就業。
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平成28年度 平成29年度
グラフＡ.一人あたりの消費単価、
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4 月 1 日より観光協会の一員となる。イラストレーター
を駆使した得意のデザイン、少林寺拳法（三段）、
パーカッション、歌声、英会話をはじめ、昨年取得した
狩猟免許を生かし、多方面での活躍に期待したい。
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ページ３

<<イベント情報>>
観光協会主催 黒松内岳山開き
開催日：2018 年 6 月 10( 日)を予定！

平成28年度 平成29年度
グラフＢ.一人あたりの平均滞在時間、

毎年恒例の黒松内岳山開きイベント。2 年連続
して悪天候の影響で、中止となった黒松内岳の
山開き。今年は、6 月 9 日のフットパスイベントと
併せて 2 日連続のウォークイベントとして開催定。
要事前予約ＴEL:0136-72-3597
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じり通信

No.7 「聞き取り取材をどうまとめるか」

文 山本 竜也

戦争や開拓の体験者が少なくなる昨今、身近な人に今のうちに聞いておくべき、とよく言われる。しかし、聞くのはいいが、どうまとめれ
ばいいのだろうか。録音やメモを前に、途方に暮れる人もいるようだ。いまからちょうど 10 年前、寿都測候所に勤務していた私は、大戦
末期に寿都湾に停泊していた輸送船が空襲により沈没したことを知った。亡くなった人もいたという。ところが、『寿都町史』を確認する
と、この被災は、わずか 4 行の記述で片づけられている。『語りつぐ北海道空襲』という本を読むと、詳細が書かれていたが、測候所に
残っていた当時の所長の証言などと食い違う部分もあった。そこで、古い時代を知る町民に会いに行き、当時の状況を聞いた。また、
廃線跡を歩いたことで寿都鉄道にも興味を持ち、元社員を紹介してもらって、華やかだった時代から悲惨な末路に至るまでの思い出を
尋ねた。
取材などしたこともない素人が興味のおもむくままに聞き、それがモノになるのか。といったことは考えなかった。メモに書き留めた記録をと
にかくパソコンに打ち込んだ。ホームページを作り、そこにアップした。いま見ると、読ませる力が明らかに足りていない。しかし、そんな拙い
文章であっても、発表の方法を教えてくれる人や、発表の場を与えてくれる人が現れた。
もし、私と同じ様な経験を持ち、まとめ方が分からずに困っている人は、はじめから良い文章を書こうとして躓いているのかもしれない。
原稿用紙にペンで書く作家は別次元の人たちである。我々の場合は、メモや録音を片っ端からパソコンに打ち込めばよい。あとからいく
らでも添削できるのがパソコンの利点である。
取材結果をすべて入力し終えると、読みやすい文章に変えていく。ルポルタージュや小説のように書く方法もあるが、はじめから挑戦
するのは難しい。一人語りの形式が良いだろう。北海道新聞夕刊の「私のなかの歴史」などがよい見本となる。
無事に書き上げた文章をどうやって世に出すか。この部分には私も悩んでいる。庶民の聞き書きを掲載してくれるような雑誌は、後志
はもちろん北海道全体を見回しても、ほとんど見当たらない。私の場合は自費出版という形に落ち着いているが、取材から発刊まで時
間がかかるのが難点である。気安く発表できる場があればなあといつも思う。それでも、簡易な製本をして、知人に配ったり、図書館に
おいてもらったりするくらいなら、敷居は低い。黒松内にも、農業・酪農・林業・鉄道・福祉・鉱業など、さまざまな分野で経験を積んでき
た人生の先輩たちがいる。
私一人で全員に会いに行くことなどできない。皆さんの歩んできた道のりを聞き書きする人が現れることを期待している。

BOOKS

「アメリカ先住民から学ぶ ～その歴史と思想～」 著者：阿部珠理

本書は NHK カルチャーラジオの番組収録（全 12 回）をまとめたアメリカ先住民の
歴史資料として内要あるテキストになっている。第 1 回「先住民からの世界への贈り物」
ではアメリカ・インディアンの農業史や思想を題材として、ヨーロッパ人とアメリカ・インディア
ンの農業・森林活用の違いを紹介している。「ヨーロッパ人は森を切り払い、開墾し、
家畜を飼うための牧草地をつくり、自然の開墾を永続的に行なった。家を建て、牧草地
を柵で囲い、暖房用の薪の消費のため、大量の木材を消費するようになると、ますます
森の伐採をした。アメリカ･インディアンも森に手を加えたが、それは最小限で、しかも自然
のサイクルを壊さないやり方だった。彼らは日光を地面に取りこむために、木の間伐をした。
東部インディアンは、樹木の樹皮を環状に剥いだり(ガードリング)、下草に火をつけて木
の下の部分を焼いて弱らせ次第に枯らす工夫をした。・・・中略・・・ 小さい植物だけを
焼き尽くすので、火入れは素早く、比較的低い温度で燃え、火は自然に消えた。この種
の火入れは、狩猟、畑地の開墾を容易にし、インディアンの移動を迅速にするのに役立
ったが、それだけに留まらない生態効果があった。」アメリカ・インディアンの自然環境を壊
さない適正利用は、恒常性に優れ、内部環境を一定の状態に保つものだったようだ。
本書を通じ、アメリカ先住民の環境思想から現代社会が学ぶことは、まだまだ沢山ある
と実感するだろう。

NHK 出版
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～山に登れば気分爽快～
秘境まだまだ！その十一 「稲穂峠・・・イナホ峠って、○○を封じるの？」
文・写真 ノースランド 辻野健治
こんにちは～ ブナの森登山ガイドの辻野です。今回もプチ秘境として、イナホ峠を訪れました。Ｂ２の 201４/12/22 発行（２
号）で北村英芳さんが黒松内今昔物語～黒松内山道こぼれ話②～のコラムの中で、黒松内の語源の別解釈として「黒松内には
魔女が棲む」説について言及しています。（※詳しくは、黒松内町観光協会のＨＰをご覧ください）そのなかで、イナホ峠についての
記述があります。 それによると、魔女を封じこめる祭祀の「エナヲ」を立てた場所がイナホ峠らしいです。松浦武四郎の『東蝦夷日誌／
山越内領篇』にも「エナヲ峠は昔、山越内・アブタの境で、アイヌがエナヲを立てた跡があり、それから６、７丁過ぎたところに境柱があっ
て、今そこを界としている」とあり、黒松内町史にも「・・分水嶺にある、狩場駐車場の東側の崖地の上、およそ３５ｍの所・・・」と書か
れています。さて、どの辺かなと思案していた時、北村さんから明治１１年の地図のコピーをいただきました。そこには、イナホ峠と記載さ
れている場所がありました。そこで、現在の地図と照らし合わせ、場所を特定し、現地に行ってみました。とりあえず、４等三角点の西ノ
沢に向かう。そこが、この辺りで一番、峠らしい地形である。中央分水嶺上ではなかった。そこは、伐採後の荒地で、白樺やハンノキが
まばらに生えていました。かなり寂しい風景なのですが、遠くに黒松内岳が望めました。アイヌの方々が、イナヲを立てられた時代は、きっ
と ブナやトドマツの森だったのであろう。しかし、今は旅人ならぬ、旅狐が頻繁に歩いている森になったようです。

スタッフのご紹介

澤田奈那恵（さわだ ななえ）

1990 年 8 月 2 日(パンツの日)、札幌市白石区生まれ
地域おこし協力隊として黒松内に移り住み、気がつけば今年で４年目。協力隊を卒
業して、今年度から新たに観光協会の職員として働くことになりました。黒松内に来たばか
りの頃は、３年という月日の長さをあまり実感できていなかったのですが、過ぎてしまえばあ
っという間の楽しい黒松内ライフでした。とはいえ、３年住んでもまだまだ知らないこともたく
さんあり、今また新しい環境で日々の色々な発見を楽しみながら過ごしています。
皆様、これからもどうぞよろしくお願いいたします。
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Ｂ2 旅行記 Nｏ.1
「行ってきたよ！～町民の方とマレーシアへ～」

文：砥石 航治

どうも皆様！黒松内のガンジーこと砥石です。去る 1 月中旬、これから厳寒の時期に突入という頃合を見計らって第二の故郷！？
マレーシア、そしてベトナム、タイへ避寒＆温活しに行ってきました。マレーシアについては、愉快な仲間達（4 名の町民）と一緒でした
ので、自分の目的はさておき、皆さんに旅行を満喫してもらいたく、出発前の旅行手配から現地案内、空港でのお別れまでコーディネー
ト役＆添乗員役、結構張り切っちゃいました。といっても、勝手知ったるマレーシア、且つ旅好きな自分にとっては楽しいお役目でした。
さて、超親日国家マレーシアでの愉快な仲間達はというと、見る、聞く、食べる、やる事を十二分に楽しまれました。また、帰国後も私
に買い物代行を依頼するまで気に入ってくれました。ただ、トイレ事情が日本と違う東南アジアなので、皆さん最初はトイレの使い方に戸
t 惑っていましたが(笑）。 ここでＰＲです。今冬、観光協会会員様限定のツアーを企画中！詳細は砥石まで。

近年、黒松内を訪れる外国人観光客が凄く増えています。（B2 バックナンバー参照）皆さんの中には、地元の方や観光協会スタ
ッフが来訪者を案内している様子を見たり聞いたりしたという方もいるかもしれません。今後は、近所やご自宅にひょっこりと外国人が遊び
にきたり、町で気軽に彼らと交流できる機会がどんどん増えてくると思います。その時は、いつもどおり温かく受入れてあげて下さい。彼らが
「The 田舎」の黒松内に来る大きな理由は、地元の人と接したい、生の生活を見たい、田舎ならではの文化を体験をしたいからです。
「私たちにとっては普通、なんで楽しいの？」という事が彼らにとっては異文化体験の連続となるのです。
ここでＰＲその２です。観光客の案内人募集中！他薦でもＯＫ！アウトドア体験・文化体験を案内したい方、大歓迎！他薦でも
ＯＫ。英語が話せなくてもＯＫです。詳細は観光協会まで。ところで、マレーシア旅行後の私はというと、安・近・暖なベトナムとタイを気
の向くままにふらついていました。次は久々にインドでも行こうかしら・・・

オリジナル手拭い販売開始！
photo：Tower Records

観光協会がお土産用に制作した日本手拭い
が遂に完成しました。４月上旬より観光協会
事務局、道の駅、温泉、歌才自然の家等で
販売を開始します。デザインのベースは、黒松
内に生息する生き物やランドマークとなる建物
等です。中でも特徴的なアイコンは「クリーンボ
ックス」。カラーは今のところ白/茶のみですが、
今後バリエーションを増やしていく予定です。
定価＠600 円（税込）手拭いのデザイン画

色とりどり！マレーシアのジュース＆ココナッツ・スイ

は、新鋭デザイナーの sawa(ko)が担当。

ーツ

の sawa(ko)が担当。

一社）黒松内町観光協会会員一覧
役

Ko)

員

代表理事・小間 憲二・小間旅館、副代表理事・田中 春治・(有)田中商店、副代表理事・鈴木 昭文・(有)共栄商会、理事・菅原 正久・(有)菅原商会、理事・茂尾 実・サン
工芸、理事・五位尾 肇・五位尾商店、理事・菅原 圭介・(株)スガワラ、理事・小谷 孝夫・黒松内銘水(株)、監事・及川 雅子・及川旅館、監事・相澤 雅也・相澤精肉店

正会員の皆様
明上山 ノリ 様・(有)黒松内ハイヤー、池田 重人 様・(株)池田商店、坂下 英清 様・坂下薬局、佐藤 時彦 様・(有)五十嵐時計電器店、黒羽 修平 様・黒羽商店、出口 久
弥 様・(有)デグチ板金、清水目 浩一 様・(有)名取商店、磯谷 恵美子 様・いそや理容店、北海信用金庫黒松内支店 様、江尻 弘 様・黒ひげ、亀岡 利明 様・(株)亀岡組、
小笠原 喬 様・川崎土建(株)、木村 淳一 様・(株)木村建設組、清水 悦子 様・パロマ理容院、荒井 秀章 様・栄寿し、今井 順子 様・今井たばこ店、三浦 義也 様・とうふ処
みうら、佐藤 雅彦 様・株)ブナの里振興公社 様、高木 晴光 様・ぶなの森自然学校、冨田キクヱ 様・ふぁーむいん冨田、辻野 健治 様・ノースランド、渡辺尚幸 様・NPO 法人ひ
まわり、阪井 大輔 様・黒松内郵便局、佐々木 賢一 様・道南エア･ウォーター（株）黒松内サービスセンター
観光協会ＨＰにて「Ｂ２」バックナンバーがご覧になれます。www.bunasatotourism.com 印刷版ご希望の方は黒松内町観光協会までご連絡願います。
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