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“待春”

３月７日に行われた黒松内フットパスクラブ主催
「中央分水嶺を歩く第３弾」より

コロナ禍の 1 年を振り返って
今年度は、新型コロナウイルス感染症拡大という未曽有の事態となり、
観光業界だけでなく、日常の暮らしにも非常に大きな変化があった 1 年と
なりました。国際的な人の往来が遮断され、国内でも外出自粛要請、営業
自粛要請がはじまり、更には緊急事態宣言の発令を受け、皆様の生活にも
大きな変化があったと思います。「3 密回避」「ソーシャルディスタンスの
確保」
「リモート会議」など、これまでとは異なる手段でコミュニケエーショ
ンをとることが当たり前のようになりました。with コロナの 1 年を振り
返りますと、近年増加傾向にあったインバウンド旅行者の入込客数がゼロ
となったことは大きな痛手です。しかし、道や町が支援する新型コロナ感
染症対策に関わる 6 事業に携わり、改めて地域を見つめ直すことができま
した。また、新たな集客層を見据え、人力で黒松内低地帯を周遊観光する
取り組み「エコモビリティタウン推進事業」を 5 月からスタートさせ、太
平洋側から日本海側の朱太川河口までを自転車、徒歩、カヌーで巡るプロ
モーション動画を制作しました。ドローンを活用した動画は、人の動きや
地域の景観をくまなく写し出し、短時間で分かりやすく視聴者に地域情報
を伝えることができる有効な手段となり、コロナ禍における PR 術として

地域飲食店・宿泊施設を応援しましょう！
NAGIʼ S キッチン

文・写真：田村渚
東京オリンピック・パラリンピックで友好
関係を育むスリナム共和国の料理を紹介しま
す。
ページ 2

フットパスクラブ通信 Vol.8

今年度前半、なかなかイベントが開催でき
ませんでしたが、冬場にイベントを 3 回実施
しました。今回は、3 月 7 日に開催された分
水嶺ウォークの様子を会員の高清水美弥子さ
んにレポートしていただきました。
ページ 3

じり通信 No.19

文：山本竜也
現在は無人駅となっている黒松内駅です
が、約 100 年前には今とは異なり、多くの鉄
道関係者が黒松内に住んでいたようです。
ページ 3

Beech Boys Vol.3

※Beech は英語でブナ

今回はイケメン農業男子を取材しました！
黒松内町目名地区で農業を営む佐藤農場の佐
藤蒼太さんをご紹介します。
ページ 4

大変有効です。海外、道外のお客様を迎え入れることが困難な今だからこ
そ、今後も動画を活用したプロ
モーションを行っていきます。
来年度、皆様のところにお邪魔
して撮影協力をお願いすること
もあるかと思います。その節は
よろしくお願いします。
（事務局長・本間）
PR 動画はコチラからご覧いただけます→https://youtu.be/KT71WRSouEY

＜＜観光協会主催イベント＞＞
黒松内岳山開き
５月下旬

昨年は新型コロナウィルス感染症対策および
天候不良のため実施することができなかった黒
松内岳山開きでしたが、今年は感染症対策に留
意して定員を削減し開催する予定です。
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エール飯食事券について
新型コロナウィルス感染拡大の影響により客足が遠のいている町内飲食店を支援するため、1 月 25 日から「くろま
つないエール飯食事券」が観光協会と役場企画環境課を窓口として販売されました。、最大２万円分の商品券を１万円
で購入することが可能で、プレミアム率 100％のお得な食事券 4000 枚が用意されました。食事券企画は好評のため販
売開始 2 日目の午前中に予想を遥かに上回るスピードで完売となってしまいました。
食事券は購入時、使用する店舗を選択して購入する形式で、事業には 9 店舗（及川旅館・小間旅館・我つま・新ちゃ
ん・居酒屋大地・百桃・黒ひげ・松龍・ブナ
の里振興公社）が協力。有効期限は令和３年

くろまつない

今夏以降感染拡大が落ち着き、食事券を利

及川
旅館

￥１，０００

用できるシーンが増えることを願っています。
遠出がなかなか難しい分、地元の飲食店に目

有効期限／令和３年１２月３１日

をむけ、この食事券を期に町内飲食店の魅力

※新型コロナウィルスの感染状況に応じて延長の可能性有

を再発見していただければと思います。
（事務局・澤田）
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12 月 31 日まで。
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今回は、「スリナム料理」
東京オリンピックパラリンピックで黒松内がホストタウンとなって
いるスリナム共和国について、食文化から町民の皆さんに馴染んで
もらおうと思い、スリナムでは馴染み深いサラダをご紹介します。

☆ゴエダンガン☆
作

②もやしは、下茹でしておく。
り

きゅうりは輪切りか斜め切りにしておく。

③ドレッシングを作る。

ヨーグルトにココナッツミルクとレモン汁を入れ、よく混ぜ、
塩で味を整える。

方

☆材料 (3〜4 人前 )
・もやし･･･1 袋
・きゅうり･･･2 本
・卵･･･2 個
☆ドレッシング
・ヨーグルト ( 無糖 )･･･100g
・ココナッツミルク･･･大さじ 3
・レモン汁･･･小さじ 1
・塩･･･適量

①卵はゆで卵にする。若干固めがオススメ。

point!→少し濃いめの味付がオススメ。

④お皿に野菜を盛り付け、ドレッシングをたっぷりかけて完成。
ココナッツミルクを使う事で、新しい味に出会えるひと皿に仕上がります。
余ったココナッツミルクは冷凍保存で 1 ヶ月ほど日持ちするので、是非お試し
ください

スリナム共和国の国旗
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文：黒松内フットパスクラブ
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Vol.8

中央分水嶺を歩く第３弾レポート

美弥子

「放射冷却現象」と言ってしまえばなんの変哲もないの
で、あえて「春は名のみの風の寒さや」と言ってみる。
そんな言葉がぴったりの３月７日日曜日、キンと冷えた
よく晴れた朝だった。
車で集合場所まで移動して、それぞれにかんじきやス
ノーシューを装備。コロナ禍の鬱憤を晴らすべく（？）
笑顔で集まった参加者たちは、マスクをしておしゃべり
もやや控えめに、ひたすら歩く、歩く、歩く。転ぶ、起
き上がる、登る。埋まる、這い上がる、歩く。登る、下る、
歩く…。冷えていたはずの空気も、いつしか日差しに温
められ、汗ばむほどになった。
やがて海が見えてきて、噴火「湾」というのがよくわかる美しい曲線までもがくっきり。砂浜が雪で覆われていて、
ちょっと不思議な光景だった。おやつのどら焼きに励まされ、まだまだ歩く、登る、登る…駒ヶ岳も見えて、ついに
今回の頂点へ。
「気持ちいい！」思わず声を上げ、深呼吸をしたら、あとはひたすら下っていく。無事に地上に降り立ち、
来た道のりを振り返ると「ああ、あそこを登ってきたんだなぁ…」とちょっと誇らしいような気持ちになる。青空、稜線、
森の木立、海。
何もかもが楽しかった今回のフットパス。

じり通信

文：山本竜也

山と、仲間に、ありがとう。

No.19 「黒松内駅の職員録」

「国立国会図書館デジタルコレクション」をご存知だろうか。著作権の切れた数々の出版物をインターネット上に公
開し、わざわざ足を運ばずとも、自宅にいながらにして、閲覧できるという素晴らしいシステムである。地域の歴史
を調べるのに、このウェブ図書館は役に立つ。
先日、『黒松内町史（上）』に 1919 年（大正 8）に、黒松内市街地の 965 世帯のうち、鉄道関係の業務をしていた者
が 304 世帯あったという記述を見て、なんらかの資料で裏付けられないものかと気になった。国会図書館デジタルに
は検索システムが用意されているため、「鉄道」「職員録」というキーワードを入れると、『鉄道院職員録

大正 7 年 7

月 1 日現在』が見つかった。以下がそのリンク先である。
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1906316
黒松内の関係者は、407 コマ目から 412 コマ目に掲載されている。黒松内在
勤の列車従業員に佐藤貞雄車掌監督助手と車掌・車掌心得 18 人、黒松内駅に川
原田蔵次郎駅長と助役など 7 人、黒松内機関庫に石田富三郎主任と機関手・火
夫など 57 人、黒松内発電所に佐藤万三郎主任と雇員 1 人となっている。
全員を足し合わせると 88 人となるが、『黒松内町史（上）』の言う 304 世帯に
ははるかに及ばない。ただ、この職員録には傭人（アルバイト）は載っていないし、
大きな駅には各種の取引業者などもあろう。すべてを含めた数字が 304 世帯な
のではなかろうか。
それに、88 人といっても、ひとつの駅に、これだけの人数を置いていたこと
に驚く。函館運輸事務所のなかでは函館駅についで大きな駅であった。現在の無
人化された黒松内駅とはまったく違った光景が 100 年前には広がっていた。

図．1918 年（大正 7）の黒松内駅員名簿
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角十巨木ブナウォッチング
新型コロナウィルス感染症や天候不良が重なり、グリーンシーズンに実施することができなかった 観光協会伝統行
事「黒松内岳山開き（登山会）」の代替イベントを２月２３日に行いました。冬期の黒松内岳登山はとてもハードなので、
今回は角十地区にあるブナの巨木ウォッチングを実施しました。当日は雪と風があり、コンディションは良好とは言
えず、途中引き返すことも検討されましたが、無事巨木に出会うことができました。巨木に着いた時、ちょうど雪と
風が小康状態となり、参加者は写真撮影をしたり巨木に触れたりして、しばし冬にしか出会えない巨木との時間を楽
しみました。
今回、観光協会の企画で角十の巨木へ向かうイベントは初の試みということもあり、また感染症対策のため定員を
削減しなければいけないという状況で定員数を 20 名以下に設定しましたが、定員数以上のお申込みがありました。当
日は北海道新聞岩内支局の記者も取材にかけつけ、北海道新聞後志版にもイベントの様子が掲載されました。コロナ
禍にあって、このような野外イベントは非常に注目されていると感じています。来年度も感染症対策に留意しながら、
このようなイベントを開催していければと思います。

Beech Boys Vol.3

（事務局・澤田）

第 3 回は佐藤農場の佐藤蒼太さんです。

※Beech は英語でブナです

Q1：子供の頃はどんな男の子でしたか？
活発でわんぱくな男の子でした。

外で遊ぶ事が多く、友達と秘密基地を作ったりして遊んでいました！
Q2：黒松内のオススメスポットを教えて下さい。

黒松内は自然豊かな町で、町から少し離れれば緑豊かな自然が広
がっていて色々な野菜を作付けする畑や牧草地が広がっています。
どの場所も絵になるな〜と思いますね。
Q3：黒松内に住んでみての感想はどうですか？

僕は黒松内で生まれてほとんどの時間をこの町で過ごしてきました。
空気が澄んでいて、四季折々、景色を変える自然が広がっていて、
都会にはない物が沢山あると思いますね。
佐藤 蒼太（さとう そうた）さん
1995 年１月 22 日生まれ（26 歳）
血液型：B 型
黒松内町出身
家族構成：昨年結婚し春から妻と 2 人暮らし
（実家には父、母、弟、祖父母）

Q4：旅行で行ってみたいところは？

ヨーロッパですね、中世の街並みが今に残る地域などを探索してみ
たいです。ヨーロッパは先進的な農業が行われているので YouTube
でよく作業風景など見たりするのですが、実際に行って見てみたい
なという気持ちはあります。

Q5：今後の目標を教えて下さい。

黒松内には昔から変わらない牧歌的な風景が広がり、おいしい農産物があり、それを加工し提供してくれる施設があっ
てこの町にくる人々を魅了してきたと思います。僕は農家としてこれからも美味しい農作物を作り、綺麗に畑を管理
してこの町の景観維持の一翼を担えればと思っています。農業は後継者不足と言われていますが、農業技術は日々進
歩しています。機械の大型化、作業の複合化、僕自身のキャパを広げる事で今より多くの面積をカバーし、耕作放棄
地の拡大を防ぎ町内産の農産物生産量維持に貢献していきたいと思います。
編集澤田からひとこと…

前回に引き続きまたまた「佐藤さん」を取材してしまいました。そして待望の（？）農業男子が登場です！生粋の黒松内っ子農業
男子からとても素晴らしい目標を伺って感激！観光協会も農家の皆さんが作ってくれた美しい黒松内の農村風景や美味しい食材の
魅力をたくさんの方にお届けできるよう、努めたいと思います！
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