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どうみん割対象の各種アクティビティ

フットパスガイドウォーク / 渓流釣り / サイクリング / ブナ林ガイドウォーク

コロナ禍における各種対策事業
当法人では 5 月以降、新型コロナウィルス感
染症拡大に伴う各種支援事業を国、道、町と連
携して実施しています。町からの受託事業とし
ては、8 月に地域特産品の売上減に苦しむ製造販
売事業者を支援すべく「ふるさと応援特産品宅
配事業」を実施し、町民が通常の半額で特産品
を購入し、町外在住者に宅配するサービスの事
務局業務を行いました。また、道の支援事業で
は「どうみん割」を活用し、地域宿泊業者の申
請手続きサポートや協会独自で販売する体験商
品向けのどうみん割適用プランを販売し、道内客の集客増加を図りました。
その他、地域の宿泊施設や飲食店などに、消毒液や検温器を配布・設置し
てコロナ禍での集客力回復における支援事業も実施済みです。また、10
月以降も Go to トラベル地域共通クーポン事業への参画や道の支援事業の

地域飲食店・案内人さんを応援しましょう！
フットパスクラブ通信 Vol.6

今年度はイベントが春、夏ともにイベント
が中止となってしまっていますが、こんな時
だからこそ！皆さんに歩いていただけるよう
整備を行っています。整備にご協力いただけ
る方も募集中です。
ページ２

じり通信 No.17

文：山本竜也
さる９月１０日、とある事情で釧路から寿
都へと向かうこととなった筆者の交通手段
は・・・。
ページ３

NAGIʼ S キッチン

文・写真：田村渚
10 月のイベントといえば…近年すっかり日
本にも定着したハロウィン！今回はそんなハ
ロウィンにぴったりのかぼちゃをつかったス
イーツです。
ページ４

Beech Boys

今回の Beech Boys はお休みします。次回
をお楽しみに。 ※Beech は英語でブナ

一つ「食と観光需要確保緊急対策事業」を活用した宿泊券、スノーシュー
体験クーポン券のどさんこプラザでの景品提供に取り組んで参ります。こ
こ数年は、外国人観光客を中心に体験観光商品販売による集客拡大や幅広
い国や地域から観光客を受け入れるための基盤整備を行って参りました。
今後はこれに加え、新型コロナウィルスの影
響を踏まえながら、観光客が安心して旅行を
楽しむことができるよう、新たな生活様式に
対応した着地整備が重要となることが考えら
れます。

（事務局長・本間）

＜＜観光協会主催イベント＞＞
観光交流ネットワークミーティング
１1 月頃（詳細日程未定）
一昨年度から行っている黒松内町で体験観光
に関わる地域案内人、飲食店、農業者の方々や
近隣町村で観光に関わる方々のネットワークの
形成を目的としたミーティングです。
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ふるさと応援特産品販売事業について
今年度は、新型コロナウィルス感染拡大の影響で外出自粛を余儀なくされ、5 月の繁忙期に道の駅が臨時休館する
などの理由から、町の特産品の売り上げが落ち込む厳しい状況でした。このような状況の中、町の緊急支援対策事業
として「ふるさと応援宅配便事業」が実施されることとなり、観光協会が事務局を任されました。ふるさと応援宅配便は、
6000 円分の町特産品が半額の 3000 円で 1 世帯 2 件まで送ることができ、合計で 400 セット用意しました。7 月 30
日に受付を開始しましたが、8 月 7 日には完売となる盛況ぶりでした。やはり黒松内の乳製品や加工肉については人
気の集中が予想されたため、今回は、1 世帯 2 セットまでの組み合わせのうち、トワ・ヴェー
ルとアンジュ・ド・フロマージュについては、いずれかの 1 セットのみ申込み可能という
制限を設けさせていただきました。黒松内にはハム、チーズはもちろんですが、他にも魅
力的な特産品がありますので、町内の皆さんにも今まで送ったことがなかったという黒松
内ならではの特産品を発掘していただくことができたのではないでしょうか。定番のハム、
チーズ以外では、田中鮮魚店の塩水うに＆ぶなのせせらぎセットが人気を集めました。ま
た、相澤精肉店の自家製味付き肉のセットは、数量限定でしたが、多数お申込みをいただ
きました。来年度以降は、今回の商品を参考にしながら、お中元、お歳暮時期の定期的な
ふるさと便の企画などもできないかと思案しております。 （事務局・澤田）

フットパスクラブ通信
文：黒松内フットパスクラブ

辻野

Vol.6

フットパス

草刈りオジサンズ

健治

みなさん、黒松内のフットパスを歩いておりますか？今回は地域のフットパスコースの維持管理の話しを少しいた
します。私はこの維持管理作業をしている草刈り隊、名付けて「草刈りオジサンズ」の辻野健治です。黒松内フット
パスは活動が始まり十数年経ちますが、定期的に維持管理をするようなったのは２年ほど前。そもそもフットパスは
多彩な道をつなげて歩くので、公私道何でも来い！と言うのが今の日本各地のフットパスのスタイルです。フットパ
ス歩きの各地の愛好家の皆様がそれぞれの道を維持していただき、初めて成り立つ活動なのです。ですが、日本では
まだまだこのような活動が根付いていません。そのため、愛好家のボランティア活動だけではコースを維持できない
のが現実です。このことは、全道各地のフットパス活動において共通の難問となっています。黒松内では、以前ボラ
ンティアや役場の方などで少しづつ草刈りをしてきましたが、夏場ものすごい勢いで伸びるイタドリの成長に追い付
つかず、とうとう２０１８年にはクレームが発生し、一時コースの閉鎖をしました。こんな問題を解決すべく、事観
光協会がフットパスコース整備事業として町からきちんと予算化して、２０１９年から定期的な草刈りを行っていま
す。最初は月 2 回程度２名での作業でしたが、今は４名で草と戦っています。主にチョポシナイコースの草刈りが多く、
岡本橋から鉄橋区間が難所となり、難儀しています。加えて、作業している我々の加
齢が一番の課題となってきています。どなたか一緒にイタドリに挑みませんか？連絡
を待っています。
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No.17 「臨時特急ニセコ」

去る 9 月 10 日、どうしても寿都に行かねばならぬ用事ができた。釧路から札幌まで
特急おおぞらに乗り、ここからレンタカーで行くというのがお決まりのパターンなのだ
が、現在、JR 北海道では 6 日間乗り放題で 1 万 2 千円という破格の周遊きっぷを売っ
ている。札幌から黒松内に向かう列車に乗り、知り合いに迎えに来てもらう手もあると
気付いた。しかし、札幌から黒松内までの直通列車はないはずだ。長万部まで特急北斗
に乗り、乗り換えするしかないか。そう思って、インターネットで検索したところ、
「特
急ニセコ」という文字が目に飛び込んできた。なんだこれは？札幌発 7 時 57 分、黒松
内到着 11 時 6 分と書いている。期間限定の臨時特急、山線周りの函館行きだという。
これはありがたい。指定席を取り、9 日夕方に札幌入りする。10 日朝、札幌駅に着くと、
通勤列車が発着するホームの一角で、カメラをぶら下げ、いかにも鉄道ファンという人
たちが自由席を求めて行列をなしている。そこに列車が滑り込んでくる。キハ 183 系だ。
かつて道内くまなく走っていた特急車両だが、最近は見かけることも少なくなった。
列車は、札幌を出て、手稲・小樽・余市と進む。車内アナウンスは各地の観光案内もしゃ
べる。余市駅では 10 分ちかく停車し、ホームでアップルパイが売られる。近隣町村のマスコットキャラクターの着ぐ
るみも来て、乗客が記念撮影に興じる。余市を出ると、峠越えである。スピードは遅くなり、左右に大きく揺れる。
倶知安駅からは、倶知安観光協会の人たちが乗り込んできた。つぎのニセコ駅までの 15 分ほどのあいだに、特産品
が詰まった買い物かごを持って、通路を移動する。売れ行きは良い。
やがて黒松内駅が近づく。北限のブナ林についてのアナウンスが流れ、おなじみのレンガ小屋が見える。ブレーキ
音をたてて、列車が停まり、ドアが開く。ホームに人の姿はなく、降りたのは私と同行者の 2 人だけであった。

〜体験案内人のご紹介〜

観光協会で行っている各種体験をサポートしてくださる体験案内人のみなさんをご紹介します。

手ぶらでサイクリング体験

ブナ林ガイドウォーク

山仕事体験

手ぶらで釣り体験

まるぐちさん

ますやまさん

さとうえつろうさん

あかしさん

鮎釣り体験：朱太川漁業共同組合の鮎釣り師の皆さん
たけはなさん
やすださん

おとさかさん

ささきさん

ノースランド（ブナ林 / 登山 / フットパスガイド）
つじのはるこさん
つじのけんじさん
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今回は “かぼちゃ”
煮つけたり、天ぷらにしたり、グラタンなどいろいろアレンジがで
きるかぼちゃですが、今回はスイーツを作ります。

☆かぼちゃの濃厚チーズケーキ☆

オーブンを使わず、電子レンジでかぼちゃに火を通すので、お子様
と一緒に作ることができます。

〈下準備〉 ゼラチンを水でふやかしておく。

材料

（直径 15cm 丸形（底取）１台分）

①

・かぼちゃ…150g( 種、皮は除く )
・クリームチーズ…200ｇ

作

・砂糖…60ｇ

②

・生クリーム…200cc
・ゼラチン…5g

③

・水…大さじ 2
・純ココア…適量

ビニール袋にクッキー、バターを入れて細かく砕き、揉んで全体
に馴染ませたものを型に入れてラップをかけ、手でぎゅっと押し
つけて敷き詰める。それを冷蔵庫に入れて冷やし固める。

ふやかしておいたゼラチンをラップをせずに 600ｗのレンジで 20
秒加熱する。

かぼちゃは種とわたを取り除いて皮をむき、一口大に切る。耐熱
容器に入れてふんわりとラップをし 600ｗのレンジで 4 分加熱し

たらクリームチーズを加え、フォークで潰しながらなめらかにな

り

＃土台

型にクッキングシートを敷いておく。

・市販のクッキー…80ｇ

るまで混ぜる。

・無塩バター…10ｇ

※この時にしっかりとなめらかになるまで混ぜるのがポイント！
④

更に砂糖、生クリームを加えて混ぜる。全体がなめらかに混ざっ

方

たら加熱したゼラチンを加えて混ぜる。混ざったら冷やしておい
た型に流しいれ、冷蔵庫で 3 時間ほど固まるまで冷やす。固まっ
たら、型から外す。
⑤

型よりひとまわり小さいクッキングシートを用意し半分に折り、
片面にジャックオランタンの絵を描いてはさみで切り抜き、型紙
を作る。型から外したケーキの上に型紙をのせ、純ココアを上か
らふって型紙を外したら完成。

＜ハロウィン豆知識＞
ケルト人の 1 年の終わりは 10 月 31 日でした。この夜は秋の終わりと冬の始まりを意味し、死者の霊が家族を訪ねてくると信
じられていました。また、時期を同じくして出てくる有害な精霊や魔女から身を守るため、仮面を被り、魔除けの焚火を焚い
ていたことに因み、31 日の夜はカボチャをくりぬいた中に蝋燭を立てた「ジャック・オー・ランタン 」を作り、魔女やお化け
に仮装した子供たちが近くの家を 1 軒ずつ訪ねては「トリック・オア・トリート」
「お菓子をくれないと悪戯するよ」と唱えます。
家庭ではカボチャのお菓子を作り、子供たちはもらったお菓子を持ち寄り、ハロウィン・パーティを開いたりします。
※Wikipedia 参照
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