
一社）黒松内町観光協会　Vol.23

B2
ニュースレター

2020/6/３0
地域飲食店・ガイドさんを応援しましょう！

フットパスクラブ通信 Vol.５
　今回は黒松内フットパスクラブ会員、　　
冨田キクヱさんに現在のフットパスクラブの
活動について寄稿していただきました。　　
　　　　　　　　　　　　　　　　ページ２

じり通信 No.16　文：山本竜也
　今年度も継続連載していただけることにな
りました。今回はアイヌ民族初の国会議員で
ある萱野茂さんとのサインにまつわる思い出
についてです。　　　　　　　　　ページ３

Beech Boys Vol.1
　2020 年のシーズンは黒松内のビーチボー
イズを紹介していきたいと思います。初回は
田中鮮魚店の田中豪治さんです。
※Beech は英語でブナ　　　　　　ページ 3

NAGI’ S キッチン　文・写真：田村渚
　今回はアスパラのごま和え。NAGI’ｓキッ
チンはじまって以来のお手軽かんたんレシピ
なのでぜひ TRYしてみて下さい。　ページ４

＜＜北海道アユ普及PR事業＞＞
手ぶらで鮎友釣り体験　
　　
　　第一回　７月１１日（土）　13：00～
　　第二回　７月１８日（土）　13：00～
　　第三回　７月２５日（土）　13：00～
　
　昨年好評だった鮎の友釣り体験のモニターツ
アーを今年も引き続き朱太川漁業協同組合主
催、企画運営（一社）黒松内町観光協会で実施
します。漁組組合員の皆さんの友釣りテクニッ
クを見学するチャンスです！
　お問い合わせは観光協会まで！

川遊び体験の安全講習会開催の様子　2020.６.22

どうみん割について
　昨冬からの新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う緊急事態宣言の発令
などで体験観光がまったく出来ない状況となっておりましたが、6月に入
り徐々に道内の日本人客に動きが出ており、当協会でも手ぶらで釣り体験
やブナ林ガイドウォークを手指消毒、マスクの着用など感染予防に留意し
ながらも徐々に再開を始めています。
　また、7月より本格的に始まるどうみん割（道民の道内旅行について、
宿泊料金などの旅行代金が割引される制度）について、体験商品を対象と
した割引については当初、北海道認定アウトドアガイドの提供するツアー
のみとされておりました。しかし、OTA（インターネット上の旅行会社）
等を経由することで収穫体験、フィッシング、サイクリングなどを取り扱
う事業者も対象となり、当協会もOTAを通じた対象事業者となりますの
で、日本人客の誘客の一助となってくれることを期待し、OTA向けメニュー
の充実化を図っています。
　宿泊事業者向けのどうみん割についても、OTA等を利用していない小
規模宿泊事業者は事務局として当協会が事務手続きの一端を担うこととな
りました。該当の宿泊施設については、
当協会が割引支援に関する支払い手続
きを行う地域の事務局となることで、
小規模事業者の支援をさせていただき
ます。新型コロナウイルス感染症拡大
についてはまだまだ先が読めない状況
ではありますが、少しでも観光需要が
回復する助けとなるよう期待していま
す。　（事務局・澤田）
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フットパスクラブ通信　Vol.5　最近の活動について　　
文：黒松内フットパスクラブ　冨田　キクヱ

　毎年好評の 6月の黒松内岳山開き（新緑登山会）でしたが、残念ながら今年は中止となってしまいました。
　そこで、8月 10 日の山の日に 10 名限定のミニ登山会を開催します。

　ガイドは町内在住の登山ガイド、ノースランドの辻野健治さんです。
　実は黒松内にいながらまだ黒松内岳にチャレンジしたことがない…という方もこの機会に登ってみませんか？
　いつもの山開きより少人数で新型コロナウイルス感染症対策に配慮した登山会です。
　なお、感染症対策のため自身のお車で登山口まで移動していただきます。
　お申し込みは観光協会まで！！
　電話：72-3597　　FAX：75-7070（番号変わりました）　MAIL:bunasatotourism@gmail.com

　今回は最松内フットパスクラブの活動の近況を紹介させていただきます。

　昨冬 2 月は楽しみにしていた分水嶺のフットパスイベントにたくさんの参
加申込みがありましたが、なんと想定外 !！新型コロナウイルス感染症拡散
防止のため、やむを得ず中止となりました。その前の１０月のロングフット
パスイベントも残念ながら台風で中止となったので、みんなでより一層気合
をいれて冬のフットパスイベントを１泊２日で企画していましたので本当に
残念でした。
　その後も新型コロナウイルスが猛威をふるい自粛が続く中ではありました
が、黒松内フットパスクラブの会員は感染予防策をとりながら、なるべく皆
さんに楽しんでフットパスコースを歩いていただけるように活動しています。
黒松内フットパスクラブの通常の活動は以下のような感じです。

①コース点検（標識確認、標識のつけかえなど）
②散策路草刈り（特に男性陣には御苦労かけてます）
③ごみ拾い（6月初旬に寺の沢コースのゴミ拾いをしました）
④トイレ掃除（チョポシナイコースと西沢コースの１箇所ずつ、夏季は月に
１回当番制で行っています）

　次回の活動はバイオトイレのペンキ塗りの予定です

６月１９日より一応は自粛解除となりましたが、新型コロナウイルス感染症
の最終的な収束までは油断できません。ですがこんな時こそ、どうぞ黒松内
フットパスコースで森や川、花、その他の自然を楽しんで心と体をリフレッ
シュしていただけたら嬉しいです。

～山の日黒松内岳ミニ登山会～　

日　時：2020 年 8月 10 日（月祝 /山の日）
定　員：10 名様まで　　対象：黒松内町民及び近隣町村の方々
参加費：一人 1000 円（保険料、ガイド料、おやつ代込）　

２

必要なもの：動きやすい服（長袖長ズボン）、歩きやすい靴、帽子、飲み物、行動食、手袋（ロープ場があります）、雨具



じり通信　No.16　「サインの解読」　
文：山本竜也

　2011 年の夏、私は、『北海道空襲犠牲者名簿』という本を自費出版した。1945 年の北海道空襲で亡くなった人たち
の名前を網羅するという試みが興味深かったらしく、複数の新聞が紹介記事を書いてくれた。そのひとつを見て、帯
広の男性が「買いたい」と私のもとに訪ねてこられた。一冊渡すと、ペンを取りだし、「サインしてくれませんか」という。
　驚いた。私のサインを欲しがる人がいるのか…。「山本竜也」とだけ楷書で書いて、あわてて相手に押し付けた。
　実は私もサインを頼んだ経験がある。2000 年のことだ。アイヌ民族初の国会議員である萱野茂さんの講演に行く機
会に恵まれ、あわよくばと思い、その著作『アイヌの碑』を持参した。１時間ほどの話が終わり、さて、あとは頼む
だけである。萱野さんに近づき、「あのー、サインしてくださいませんか」とおそるおそる声をかけた。すると、「ああ、
いいですよ」と、アイヌ語で２行の文章、そして「萱野茂」と記された。意味も説明してくださったが、喜びのあまり、
半分上の空で聞いてしまった。
　先日、本を開いたところ「クヌイエプ　エヌカラ　ネプカ　エチヤヌプコロ　アニー」
と書かれていた。これはどういう意味なのだろうか。図書館で『萱野茂のアイヌ語辞典』
を借りてきた。ひとつずつ引いてみる。「ク」は「私」、「ヌイ」は「書く」、「エプ」は「物」
という具合に分かってきた。全部で、「私の書いた本をあなたが読んで何かの参
考にしてくださいね」という意味らしい。そういえば、サインしたあとに、そのようなこ
とをたしかにおっしゃっていた気がする。
　萱野さんは 2006 年に亡くなられた。一度だけだったが、講演を聞き、短いながらも会
話を交わせたことは良い思い出となった。今では、私もサインを頼まれると、名前だけで
なく、一言付け加えるようにしている。

Beech Boys Vol.1

編集澤田から一言：明るい！黒松内の若者のなかでも非常に交友関係が広い田中さん。これからもよりいっそう若者パワーで　　　
　　　　　　　　　黒松内を盛り上げていってほしいと思います。車庫焼きの輪も広げてほしいです！

一社）黒松内町観光協会　Vol.23 ３

田中　豪治（タナカ　タケハル）さん
1991 年 5月 23 日生まれ /AB型
黒松内町出身
家族構成：父、母、祖母、弟の５人家族

Ｑ１， 子供の頃はどんな男の子でしたか？
Ａ１，素直で小さくて足が速くて賢い子だった。（父、春治さん談）
　　　小学 2年生から今まで野球をやっていて、インドアなほうではなかっ
　　　た。ゲームはあまり得意じゃなくて川遊びのほうが楽しかった。
　　　冬は友達とスキーをびっちりやっていた。

今回は田中鮮魚店の田中豪治さんです。

Ｑ２，黒松内のおすすめスポットを教えて下さい。
Ａ２，やき鳥新ちゃん、大地、百桃。
　　　特に新ちゃんの串物とヤンニョムチキンがおすすめメニュー。
Ｑ３，黒松内に住んでいて思うことは？
Ａ３，若い人が意外と活発でフットワークが軽い。みんなフランク。
　　　あと中学生がきちんと挨拶してくれるのは先輩がいいからじゃないかな？笑
　　　あとは酒飲みがめちゃんこ多い。
Ｑ４，旅行で行ってみたいところは？
Ａ４， 4 年前に行った台湾にもう 1回行きたい。本場の小籠包、火鍋をもう一回食　
　　べに行きたい。国内だと行ったことがないから沖縄。
　

Ｑ６，今後の目標を教えて下さい。
Ａ６， 店を潰さない！店の歴史に幕を下ろさないように頑張る！！
　　　あとは住みよい町を作るために何かアクションを起こす！（予定）　　　※予定は未定だそうです。
　

Ｑ５，田中鮮魚店最近のおすすめ商品を教えて下さい。
Ａ５，専務秘伝の塩辛、塩水うに、らいでんスイカ。あとはコストココーナー。

↑専務秘伝の塩辛、量り売りです



　※土、日、祝日は対象外となります　　　　※5日前までのご予約が必要です
　※必ず町内在住の方がお申込み、ご参加ください。参加者に町外在住のご家族、ご友人が含まれても結構です

7月～8月平日限定　各種体験商品町民割引きクーポン券！
＜＜1日１組限定＞＞

一社）黒松内町観光協会　Vol.23

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　
印刷版をご希望の方は観光協会までご連絡下さい。　

発行人：一社）黒松内町観光協会　発行日：2020 年 6月 30 日　次回発行予定は９月末
TEL：0136-72-3597　FAX:0136-75-7070　MAIL：bunasatotourism@gmail.com　

４

NAGI’ S
キッチン

今回はアスパラガス。
茹でても、ベーコンと一緒に炒めても美味しい。
今が旬のアスパラガスをごま和えで頂きます。

作
　
　
　
り
　
　
　
方

☆アスパラのごま和え☆　

『アスパラガス豆知識』
○アスパラギン酸
アミノ酸の一種で新陳代謝を促し、疲労回復やスタミナ増強に効果があるそうです。
また、利尿作用により、腎臓や肝臓の機能回復にも効果があると言われています。
○ルチン
穂先部分に含まれるフラボノイド色素の一種で、血管を丈夫にし、高血圧や動脈硬
化の予防に効果があります。

材料（2人前）
・アスパラガス　６本
[ 調味料 ]
・しょうゆ　小さじ 1/2
・鶏がらスープの素　小さじ 1/4
・しろすりごま　大さじ 1/2
・おろしニンニク　小さじ 1/4
・ごま油　大さじ 1/2

①　アスパラガスは根元をすこし切り落とし、下半分をピーラーでむいて
　　茹でる。
②　茹で終わったら３cm幅で切り、水気をキッチンペーパーで取りのぞい
　　てからボウルに入れる。
　　☆point☆　
　　食べやすく斜めに切ったり、和えやすく乱切りにきっても◎
③　調味料を順番に加え、よく混ぜ合わせたら完成！

今回はNAGI's キッチン始まって以来のカンタンお手軽レシピになってます。
私も、前日の晩ご飯に食べた茹でアスパラの残りでごま和えをしたので、皆さんもぜひ試してみてください。

手ぶらで釣り体験 通常1人５０００円のところ→１人３０００円
お一人様＠２０００円引き

２名～４名まで /１０歳以上体験時間：約２時間半

手ぶらでサイクリング 通常1人５０００円のところ→１人３０００円
お一人様＠２０００円引き

２名～４名まで /身長145ｃｍ以上

２名～８名まで /健脚者

ショートコース：お一人様＠１５００円引き

ロングコース　：お一人様＠２０００円引き

体験時間：約２時間半

↓お申し込み・お問い合わせは観光協会まで↓

ブナ林ガイドウォーク
ショートコース：約１時間半
ロングコース：約２時間半

通常1人3500円のところ→1人2000円

通常1人5000円のところ→1人3000円
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