ブナ北限の里ツーリズム Vol.10
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日本でも最も美しい村フォトコンテスト 2016 応募総数 1,300 点の中から選出された作品です

写真 「里の春」 下村俊之

Photo by Toshiyuki Shimomura

黒松内町観光協会が一般社団法人に

2017/3/31
～春のオススメ イベント～
ブナ・ウォッチング 5 月 20・21 日（土・日）

黒松内余適 文：北村 英芳

これまで黒松内町観光協会は，地域観光の振興を主要な目的として，毎年、協会
主催の黒松内岳山開きをはじめ、町内各種団体のイベント支援等を行って参りました。
また、今年度よりグリーンツーリズムのコーディネート組織であるブナ北限の里ツーリズム
と統合し、観光窓口の一元化、効率化を進めております。

-漢方・秘伝・奇妙水「我が家にも酒屋さんで購入できる薬があります。私が二
十歳の時に免許皆伝を受けた薬で、今でも毎晩かかさず
飲んでいます。」
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山に登れば気分爽快

更に、地域観光Ｄ.Ｍ.O の中核組織となることを目標に、今年度は協会の一般社団
法人化に向けた検討を理事会等で重ねた結果、3 月７日に開催した臨時総会により
協会の一般社団法人への移行が承認され、4 月より新生黒松内町観光協会がスター
トする運びとなりました。法人化のメリットとして期待されるのは，社会的信用の向上，
責任の明確化、収益事業への参入など運営面でのメリットが挙げられますが、長期的に

文・写真：辻野健治

いやいや、まだまだ ありました。プチ秘境というか、忘れ
られた地。寿都鉄路跡。皆様もご存じの寿都鉄道は、
1920～1968 年まで、開通しており、廃線となって 49
年が経ちます。。。

じり通信
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文：山本竜也

-断捨離に反対する‐

は観光振興の活動や旅行業への参入により地域経済の発展に寄与するものと考えてお

「昔の写真？ あったけど、処分したわ」。そう言われ、何

ります。なお，今回の一般社団法人化に伴い、新生黒松内観光協会の正会員・賛助

度も悔しい思いをしてきた。断捨離や終活などと言って、

会員の募集を開始いたします。
今後も当協会の活動にご支援とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

捨てることが素晴らしいかのように言う風潮があるが、その
影で、地方や庶民の歴史を伝える資料まで、どんどん消
えている。。。
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（観光協会事務局）

【一社）黒松内町観光協会の目的】
定款 第３条
この法人は、北限のブナをシンボルとする黒松内町の豊かで美しい自然と農村景観、地
域の伝統、文化を活かし、観光交流に関する事業を行うことにより、黒松内町をはじめ、
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5 月 20/21 日(土・日)
「春のブナ・ウォッチング」 主催：歌才自然の家
町の宿泊施設・歌才自然の家では、季節ごとに移り変わ

近隣地域と連携した観光産業の健全な振興を図り、もって地域経済の発展に寄与するこ

る北限のブナ林を観察するツアーを毎年行っています。

とを目的とする。

今年度は、5 月 20 日に第一回ツアーを開始。宿泊パッ
クは町外者対象ですが、観察会には町民も参加可能！

観光協会正会員・賛助会員への入会をご希望の方は、本間までご連絡願います。

お問い合わせは歌才自然の家まで

連絡先：0136-72-3597(事務所) 090-5229-2056(携帯)

TEL: 0136-72-3010
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菅野真司の図書統括
「週末、森で」

益田ミリ / 著

幻冬舎 495 円

都会と田舎のグラデーション
考えてみれば、自分が生まれた場所だって決して都会ではなかった。伊豆半島の付
け根の小さな町。バスを乗り継いで大きな町まで出かけていたし、歩いて行ける距離に
コンビニがあったわけでもないし、今住んでいる北作開と大して変わらない、とまでは言わ
ないけれど、便利でもなし、繁華でもなし、典型的な日本の田舎、といった風情の自分
にとってのふるさと。その後、東京で学生生活を送り、仕事を始めてからは神奈川県から
東京まで通勤。結局、20 数年東京で過ごしたから、実家で暮らした 18 年間より
も、東京暮らしの方が長かったことになる。
２年前に神奈川県から黒松内に引っ越すことになって「田舎の暮らしって、どういうも
のだろうな」と考えた。でも、いざ来てみれば、「田舎」であることを日々意識する必要な
んてまったく無かった。人口密度が低くなって、空気がきれいになって、毎日クルマに乗る
ようになって、遠くの山を見て、その日の天気を想像するようになっていったけれど、都会
に住んでいようが田舎に住んでいようが、自分は自分だから、何かが変わるわけでもない
んだな、と思い至った。
都会に人が集まり、田舎からは人が離れていく。そういう社会学的な人口流動は、おそらく止まらない。でも、その大きな流れの裏
側で、それに逆らおうとする小さなせせらぎがある。水量が増えて、都会という大きなダムが決壊しそうになると、そのせせらぎは勢いの
ある放水となって飛び散る。さっきまでダムの底で淀んでいた流れが、陽の光を浴びた水の粒となって輝きながら飛んでいく。

黒松内余滴

第４話

－漢方・秘伝・奇妙水－

文：・黒松内山道の会 北村英芳

昨今、山菜の薬効が注目されています。そのなかでもギョウジャニンニクは、
漢方薬の強壮剤として使われる人気の高い山菜です。そんなわけで今回
は、黒松内の「漢方」に関することをひろってみました。
漢方医学の、「～流」や「～派」というのは秘伝があるという意味だそうで、
師の下で学んだ弟子達はその秘伝の免許皆伝を受け子や孫へと伝えて
行くのです。明治期の作開村にも、秘伝の家伝薬の製造販売者がいたと
黒松内町史にありました。大正８年の黒松内村統計には売薬商２２戸
とあり、そのなかには「奇妙水」という薬の看板をかかげた商店や個人が入っ
ています。奇妙水は、歌棄郡作開村字南作開３０番地の加藤与助が
免許を受けた家伝薬で、シコロの樹皮ほか４種の薬草を煮詰めて瓶詰め
にした水薬です。傷、腫れもの、火傷、指ほうそう、底まめ、骨膜、その他
皮膚病に薬効があったそうです。与助は青森県南津軽郡下十川村の出

常備薬の「奇妙なる水」

で、明治時代に歌棄郡潮路村に移住し、後に作開村へと転住しました。現在、白井川地区に与助の子孫の方が住まわれており、門外不
出の秘伝書もその方が受け継いでいるようです。
さて、我が家にも酒屋さんで購入できる薬があります。私が二十歳の時に免許皆伝を受けた薬で、今でも毎晩かかさず飲んでいます。それ
はゝ、とても良い薬で、ほんとうに奇妙なる水です。
―参考文献―
・「丁先生、漢方って、おもしろいです」(丁宗鐵・南伸坊 共著／朝日新聞出版)

・ 「黒松内町史・上巻」
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～山に登れば気分爽快～

秘境まだありました！その七「寿都鉄路跡地 低徊」

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 辻野です。やんや 今年は、なまら雪ど
けが早いこと・・・・ワクワク歩けるのも、はやいっしょ。想定通り,,,黒松内周辺
の秘境話も、やば・・無くなってきた・・（汗）
いやいや、まだまだ ありました。プチ秘境というか、忘れられた地、寿都鉄
路跡です。皆様もご存じの寿都鉄道は、１９２０～１９６８年まで、開
通しており、廃線となって 49 年が経ちます。寿都町内には、鉄路遺跡が多
く残っていますが、黒松内町内には、余りありません。これは、高度土地活用
が成されたためと思います。そんな中、遺跡とも言えそうなのが、中の川から
湯別の間、朱太川左岸の鉄路跡です。過去にも幾人のチャレンジャーが夏
期に踏破しようとして、挫折していますが、この残雪期なら、可能ではと想定
して、歩いて来ました。アプローチは、ニセコバスを使い、町営住宅バス停から、
中の川バス停まで乗車して、帰りは、南作開バス停から町営住宅バス停まで
乗車して来ました。
鉄路は、インカルッペの西側を通っていましたが、五十嵐川の橋は、上流１ｋｍの所にあるため、ぐるりと遠回りし
ます。鉄路跡のヤブは、今は雪の下なので歩き安いですが、４９年物の雑木が邪魔です。２箇所ほど鉄路が不明
瞭に成る所があり、地図と土木屋の感を働かして突破しました。そうそう私は一級土木施工管理技士でもあります。
途中 謎のコンクリート製の枡がありました。結構古めの物です。さて なんでしょうかね？ブナの木は、少ないですが、
河岸林等多く、気持ちの良いところです。対岸の作開三山と道々を通る車両が良く見えます。
詳しくは、私のブログ「山に登れば気分爽快」http://monblau.blog10.fc2.com/をご覧ください。

DJ マミの音楽質
～音楽も写真も～
仲良しクラブではない黒松内写真クラブ
みなさん、黒松内写真クラブをご存知で
しょうか。
会員数 10 名ほどの写真好きカメラ好
きが集まったクラブです。私も 4 年ほど前
から会員になりました。会員の自信作は、
黒松内診療所と黒松内温泉に展示さ
せていただいております。毎月定例会を
開催して、会員各々が持ち寄った作品を
全員で評価し、合格したもののみ展示さ
れます。例え撮影した本人が自信満々で
提出しても、ピントの正確さ構図の良し
悪し プリント仕上げの良し悪しなどが、
一定レベルをクリアしていないと合格でき

日本で最も美しい村フォトコンテスト 2016 に入選した作品

ません。評価の場では、きちんと評価す
るのが会員同士お互いのためになるので、写真投稿サイト等でよく目にする曖昧な「いいね」で終わらせず、遠慮せずにお互いダメな部分の
指摘や「こうしたらもっと良くなる」というアドバイスをします。本当にズバズバ言ってしまうことがあるので、退会した人もいるとかいないとか。
私の場合は、他人の厳しい意見が作品作りのモチベーションになっております。（文・写真：菅原正史）
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じり通信

～断捨離に反対する～

文・山本 竜也

「昔の写真？ あったけど、処分したわ」。そう言われ、何度も悔しい思いをしてきた。
断捨離や終活などと言って、捨てることが素晴らしいかのように言う風潮があるが、その
影で、地方や庶民の歴史を伝える資料まで、どんどん消えている。
私は、南後志地域を中心に、北海道の地方の歴史を調べている。市町村史のような
堅苦しい本はなく、庶民の息づかいが聞こえてくるような本を書いてきたと自負しているが、
それには市井の人たちへの聞き取りが欠かせない。その取材の裏付けとなるのが、古い
写真であったり、書類であったりするわけだが、必ずしも、残されているとは限らない。黒松
内でも、古い町民の方に「写真は捨てた」と言われたことがある。
一方で、こんな資料をよく残しておいてくれたと感動したこともあった。たとえば、町内白
井川のお宅にお邪魔した折には、1896 年（明治 29）生まれの父上の「年代日記帳」
が出てきた。故郷の愛知を離れて当時の熱郛村に来た経緯にはじまり、シベリア出兵へ
の動員や、帰還後に農業をしながら商店を開いたことなど、一人の男性の一生が記録
されている。雪融けや田植え、出穂、稲刈り、初雪など季節に関わる記述も多く、町にと
っても貴重な歴史資料といって良いだろう。また、別のお宅では、魚の行商をしていた母上
が買ったという寿都鉄道の株券を見せていただいた。鉄道が倒産すると、ただの紙切れと

DJ マミの音楽質

ブナとドラム

なったため、多くの株主は処分したが、今では、悲惨な末路をたどった会社の資料として、
逆に価値を持つようになっている。
皆さんにお願いしたい。昔のものを処分する前にすこし立ち止まって欲しい。それは、歴史的な価値をもたないだろうか。捨てる前に、詳しそう
な人に見てもらってほしい。寄贈も考えてほしい。また、このような状況下にあるからこそ、各地の教育委員会や郷土資料館は、受け入れ体制
をよりいっそう整えるべきだと思う。
＜お知らせ＞
photo：Tower Records

『父は帰ってこなかった 北海道空襲で亡くなった人と残された人たち』を 2 月に発刊しました。本著では、戦争で家族を失った人たちが、どのように、その事実を
見つめ、折り合いをつけ、その後の人生を歩んでいくのかというテーマを念頭に、根室空襲で父を亡くした兄妹、戸井（函館市）空襲で祖母と妹を失い、さら
に目の前の海で母の従弟を亡くした男性に、故人の人柄や遺族の戦後を訊きました。2013 年（平成 25）から約 3 年にわたって、自宅や実家に伺い、慰
霊の旅に同行するなどして、密着取材した結果を 2 章にまとめています。また、室蘭空襲と艦砲射撃の体験者への聞き取り取材、2011 年（平成 23）に
出版した『北海道空襲犠牲者名簿』の追補もあわせて収録しました。犠牲者地図の改訂版も掲載しています。全 130 ページ、864 円です。黒松内とはとく
に関係しない本ですが、以下のアドレスまで、メールいただければ、送料無料でお送りいたします。＜minamisiribesi@hotmail.co.jp＞

新入生へ、手づくりの贈り物
西熱郛原野在住で薪の販売を手がける「きこり屋」代表・金澤俊哉さんは、2012 年より
毎年、町内の小学校に入学する新入生へ手づくりの入学プレゼントを贈呈しています。
この趣旨に賛同する仲間も少しずつ増え、今年はきこり屋さんの作った色鉛筆の他、山と
焚火の会（代表・立田栞那さん）から小枝のストラップ、ブナ林再生プロジェクト（代表・
新川幸夫会長）からブナの枝を組み合わせたゴム印など 3 点の品が寄せられ、教育委員
会へ納品されました。贈り物を入れる包装紙も手づくりで、デザイン画は地域おこし協力隊
の澤田奈那恵さんが担当。そして、袋づくりと袋詰めに参加した 4 人の有志により、今月
28 日にギフトパックが完成しました。「新入生への贈り物」活動を続ける金澤さんは「木の贈
り物を子供たちが手にすることがきっかけで、森に興味をもってくれれば。また、先生をはじめ、
おとなの人たちからいろんなことを学んでほしい！」とコメントしました。
★ブナ里ツーリズムの季刊紙として発行してきました B2 は、今号が最後となります。来年度からは、観光協会発行のニュースレターとして皆様にお届けする予定です★
観光協会ＨＰにて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(本間)までご連絡願います。
＝＝＝＝＝＝＝＝ 発行人：ブナ北限の里ツーリズム 発行日：平成29年3月31 日 黒松内町観光協会ブナ北限の里ツーリズム TEL&FAX:0136-72-3597 ＝＝＝＝＝＝＝＝

