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2016 秋のカバー写真 手づくり加工センター トワ・ヴェール

朱太川産アユ 全国利き鮎会でグランプリ
去る、９月９日に開催された高知県友釣連盟主催「清流めぐり利き鮎会」で朱太川のアユ

～10 月のオススメイベント～
９日(日) 秋の木の実採り体験

じり通信

NEW

ぺージ 2

『南後志に生きる』を出版

文：山本竜也

おあｐし音に浮く 打

新しい連載コーナー「じり通信」では、南後志にゆかりのあ

がグランプリを受賞した。今年で 19 回目を迎える今大会は、全国 24 都道府県の 56 河川で

る札幌在住の山本竜也さんに、南後志の歴史、人、風

捕れた 2900 匹のアユを塩焼きにして、味や香りを競うというもので、280 名の審査員に河川

景などをご紹介いただきます。

名などを知らせないブラインド審査の結果、朱太川産鮎がグランプリを受賞した。アユは生息す

ブナ里少年期紹介

る河川環境で味が違うようであるが、朱太川には、ブナの森で蓄えられた水がいくつもの沢から

今年 4 月より道の駅トワ・ヴェール

流れ込み、貝化石層のミネラルを補給したミズゴケを食べ、育った天然のアユが自生しているの

Ⅱのマネージャーに就任した石田

だ。しかも、朱太川には人工物がほとんどなく、アユがイワナの生息地である上流部にまで遡上
することができる全国的にも稀な河川である。

石田光弘さん

ページ 2

光弘さんに、幼少期に育った東京
のお話や黒松内の印象、道の駅の
今後についてお話を伺いました。

菅野真司の図書統括

NEW

ぺージ 4

-アイヌプリの原野へ 響きあう神々の謡旅好き、バイク好き、焚火好き、北海道好きの元バイク

ン名

雑誌編集長がセレクトするオススメ本の紹介コーナーがはじ

おばれる

まりました。穏やかかつ、クリティカルな目線で黒松内＆
北海道ライフのすばらしさを提唱していきます。

10 月のイベント

10 月 9 日(日)

秋の木の実採り体験
朱太川でのアユの友釣り風景 写真：菅原正史

高知市内で行われた利き鮎会の様子 写真：道新ウェッブ版より

近年、朱太川漁業協同組合では、朱太川産アユを守るという観点から、他の河川より持ち
込んだ稚アユの放流をやめ、生息環境の改善を図っている。しかし、釣果を期待し、遊漁券を
購入する釣り客の期待に答えるという課題もあり、言うは易く行なうは難しい判断となっているの
だが、今回のグランプリ受賞によりアユを要とした朱太川水系の「保全と活用」という議論が活発
化することを期待したい。

【黒松内町観光協会ブナ北限の里ツーリズム(本間)】

地元黒松内町出身で北の山菜 WEB3 号店
店長・佐藤悦郎さんと一緒にコクワやヤマブドウ
などの木の実採取や木の実の試食、試飲を通
じ、秋の味覚を楽しむ他、ブリ縄を使った木登り
のデモンストレーション、ロープを使ったツリ―クラ
イミングのお試し体験にチャレンジするイベントで
す。ご家族連れで是非ご参加ください！
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じり通信

『南後志に生きる』を出版

文：山本 竜也

★新コーナー

北海道文書館が、1868 年(明治元)から 1881 年(明治 14)までの南後志地域の
人口を記した資料を所蔵している。これによれば、1868 年の黒松内村の人口はわずか 20 人
であった。作開村は 69 人、熱郛村は 13 人にすぎない。しかし、明治から大正と時代が進むに
つれて、人口は伸び続け、大正なかばの最盛期には 8000 人を超える人たちがこの町に住むよう
になった。その後、増減はあったが、1955 年(昭和 30)に 7438 人を記録したのを最後に
減少をつづけている。この盛衰のなか、黒松内の人々はどのような人生を送ってきたのだろうか。
私は、2014 年(平成 26)5 月から翌年 5 月まで約 1 年間にわたって、黒松内と隣の寿都町
・島牧村に縁をもつ 60 歳から 98 歳までの 53 人にインタビューを重ね、それぞれの個人史をまと
めて、この 6 月、『南後志に生きる』というタイトルで自費出版した。
黒松内では、酪農家や農家、元国鉄運転士らが話を聞かせてくれた。それによって、たとえば、
おなじ農家であっても、人によって歩んだ道は異なると分かった。明治時代にニシン場で働いていた
先祖が黒松内に農地を買ったため、子孫の自分も農家だという人がいれば、東京大空襲の被災者を対象とした「北海道集団帰農者」の募集
に応じて、黒松内にやってきた開拓農家もいる。つまり、一人ひとりの歴史は固有であり、ひとつとして同じものはないのだ。また、それらの個人史
を見ることによって、ひと昔前の北海道を繁栄させたニシン漁や戦争末期の米軍による空襲といった歴史も掴めるのである。黒松内町内では、
NPO 法人ひまわり(黒松内郵便局前)、道の駅、ぶなの森温泉が小著を取り扱っている。ぜひ、お手にとっていただければと思う。
山本竜也 プロフィール
1976 年 大阪府生れ、北海道大学大学院修士課程修了(雪氷学)。2003 年に気象庁入庁後、東北・北海道を移り住み、2006 年~2008 年まで寿都測候所に勤務。
現在は、札幌市に在住。著書に「北海道空襲犠牲者名簿」、「東海丸の再期 乗船員と町民が語る寿都空襲」「写真アルバム小樽・後志の昭和」など。雑誌「BYWAY 後志」に
毎号寄稿している。 ★寿都・島牧・黒松内「南後志に生きる」本体価格 2,000 円+税

ブナ里少年期紹介

石田光弘さん 道の駅トワ・ヴェールⅡ マネージャー

1964 年８月 20 日 東京都生まれ 52 歳

旭野在住

Q.幼少期をどこで過ごしましたか？
A.生れたのは新潟県ですが、生まれてすぐ東京に移り、渋谷区で育ちました。
Q.小学生の頃はどんな子供でしたか？また、どんな遊びをして過ごしましたか？
Ａ.親とか先生によく怒られた記憶しかないですね。まあ、元気のいい子供だったので親や先生によく、ひっぱた
かれました(笑)。小学生の頃は、ビー玉とかメンコなどして、色つきのビー玉や野球カードを相手から奪うと
いう、ギャンブル性の高い遊びをしていましたねー。あとは、公園でドッジボールとか野球をして遊びました。
Q.子供の頃、どんな人になりたい、または、どんな仕事がしたいと思いましたか？
A.小学生の頃ではないのですが、中学生、高校生の頃はプロレスラーになりたいと思っていました! レスラーになる
ためのトレーニングもやりましたよ。好きなレスラーは、アントニオ猪木、ハルク・ホーガン、ダイナマイト・キッド、
ローラン・ボックなど、ダイナマイト・キッドの素早いブレンバスターなんか良かったですねー。
Q. 子供時代を過ごした東京で懐かしい風景や光景を思いだしてみてください。
A.東京も昔はそれなりに自然がありまして、ザクロの実を採ったりして。。。七曲りがけっこうあったなー、銭湯にも
いったし、近所は、八百屋や肉屋など並ぶ商店街でした。けど、今はオフィス街になってしまい、今は、どこがどうなっているのか想像もつきませんよ。
Q.黒松内に移り住んで半年が過ぎましたが、この町の印象を聞かせてください。
A.北海道の他町村と比較しても、ここはビジネスチャンスがあると思います。北海道新幹線開通も背景にありますが、函館、ニセコ、洞爺湖が近い。長万部には
新幹線駅ができるので、観光で成長すると期待します。道の駅で仕事をして思いますが、年間 30 万人もの人が立ち寄る施設ですですので、町の観光産業
の要といえます。ですから、町民のみなさんには、道の駅にビジネスチャンスがあると思っていただき、新商品を開発し、販売するなど活用してもらいたいです。
Q.黒松内の子供たちに一言メッセージをお願いします。
A.長野県川上村の村長さんが郷土愛を育む‘郷育’を子供たちにしていくことが大切だと言っていました。都会で仕事に就いても故郷を愛する気持ちを子供たち
には持ってもらいたい。また、いつの日か子供たちが都会から、この町に戻り活躍できるよう、地元で子供たちを迎え入れる土台を作らなければいけないと思いま
す。そのために、道の駅でも仕事をつくり、雇用を増やすために知恵を絞るなど、まだまだやれることは沢山あるはずです。
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【くろまつない余滴】

第2話

～小説に登場する黒松内駅～

文：黒松内山道の会 北村 英芳

明治３６年(１９０３年)に開通した函樽鉄道(※北海道鉄道、後の国鉄で現在のＪＲ函館本線)は、現在の道道９号線稲穂峠
狩場駐車場を越える鉄路でしたが、急勾配による事故が黒松内側で多発したため、トンネルを掘ってルート変更したことは前回(第１話)に
書きました。人力主体の作業だったからでしょうか、明治４０年(１９０７年)に始まった工事は、大正４年(１９１５年)の完成まで実に
８年もかかっています。現在このトンネルは、２代目トンネルに平行して廃止当時のまま遺っています。お化けトンネルと言われ、廃隋道の心
霊スポットとして有名です。
このトンネルは、タコ（土建屋に身売りされた人）と呼ばれる人達の手によって掘られました。日中は、棒頭と呼ばれる監督者に監視され
ながらの労働。夜はムシロを敷いただけの部屋でざこ寝を強いられる生活でした。重労働に耐え切れず逃亡する土工者がいると、まるで囚人
が逃げたかのように捜索して捕まえ、拷問に近い体罰を科したという話。また、病気やけがで亡くなった土工者が数多くいたという話が言い伝
えで残っています。そうすると、お化けトンネルの由来に結び付くこととなり、このトンネルは・・やはり・・出そうですね。
夏も終わったので涼しい話は終わりとし、読書の秋にふさわしい本をご案内します。鉄道開通直後、汽車で黒松内を通過した文学者第一
号は石川啄木では？と前回書きましたが、他にも黒松内駅が登場する作品がありましたのでご紹介します。
①「霧」（長田幹彦 著／大正３年・１９１４年 九十九書房発行）
②「熊の足跡」（『盧花全集第９巻』徳富盧花 著／昭和５年・１９３０年 新潮社発行）
③「屈折回路」（松本清張 著／昭和５２年・１９７７年 文藝春秋社発行）
④「夜明けの舟」（山本音也 著／平成１８年・２００６年１０月１５日 文藝春秋社発行）

これらの作品も含め、情報館マナヴェールでは黒松内町にゆかりのある書籍を展示しています。
ぜひ足をお運びください。

平成２８年９月２０日 記

※参考文献・・・「郷土くろまつない」（黒松内町教育委員会・黒松内郷土史編集委員会／昭和３５年７月３１日発行）

【山に登れば気分爽快】

その伍

～秘境になっていまいましたー 瞑想・・・ガローの滝～
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。秋、深い～日々、皆さん、いっぱ～い野山を
歩いていますか？黒松内周辺の秘境話も、だんだんネタが底をつき、辛くなってきました。(汗)
よし！ 自分で決めた以上、秘境の話しをします。いや、秘境になってしまった賀老川の賀老
の滝のお話です。賀老川は、黒松内町内市街地の上水道の１００％を給水している水源
地で、市街地以外は、各地区に簡易水道があり、それぞれの地区に供給されています。これら
水源地は、水質保全のため、立ち入りが禁止されています。そうですよね！美味しい水を汚濁
しないよう、保全するのは当然のこと。でも、以前は町民サイクリング大会で、賀老の滝に行って
いたような､､､､まあ 今は、立ち入り禁止のため立派な秘境となっております。そう言う私も、
だいぶ以前に行ってきました、浄水場から、町道をてくてく２０分ほど歩き、道路終点からほど
よく下ると滝はあります、滝の落差は５ｍ程で、両岸が岩壁にかこまれ、深々とした釜は、
深緑が映ります。滝 壺 は 余 り 深 く 無 く 、 座 れ ば 滝 行 な ん ぞ 出 来 る か な と 思 え そ う で
すが、水源の川なので、汚さないように。別の話として、賀老川の浄水所から下
流の床止めや砂防ダムには、すべて魚道が付いています。いろいろなタイプがあり
ます。魚もの遡上して行きてると聞きます。この辺りは、規制区域でないので、
ヤブを漕いで、魚道見学もおもしろいかも・・・
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★新コーナー

菅野真司の図書統括
～アイヌプリの原野へ 響きあう神々の謡～
伊藤健次 著 朝日新聞出版 2,300 円

「北海道フィルター」を忘れさせてくれた写真たち」

道外の人々が北海道を訪れると、何かにつけて「北海道らしさ」を求めてしまう。それらは決して
北海道特有のものでもないはずなのに、札幌ラーメンを札幌の街で味わうと「やはり美味い」と思って
しまうような、そんな感覚を麻痺させる何かが北海道にはある、と以前から感じていた。そしてそういう
実態の無い感覚が北海道の魅力の重要な核になっていると思っていたし、黒松内に引っ越して１年
半たった今でも、そう思っている。
北海道への憧れが強すぎて感受性にフィルターがかかってしまう感覚というのは、たぶん北海道で生
まれ育った人たちには理解できないのではないか。見るものすべてが美しく、口にするものすべてが美
味く、空の色すら、自分が住む街とは違って見える。いや、実際のところ空の色はかなり違っていると信
じている。コンタクトレンズのように自分の目にフィルターがかかっていると言えばそれまでだが、黒松内の
空の色は、これまで自分が住んできた街とは違う。
写真というものは、果たして真実の色を再現できるのだろうか。有名な写真家の「写真は暴力だ」と
いう言葉を鵜呑みにして考えると、雄大な大自然を自らの感覚で一瞬にして四角く切り取り、平面に映すというエゴはとんでもない暴力である。写
真は決して「真実をありのままに写す」ものではない。どんな写真にも、写真家のエゴが写るものだし、この本にある写真の全てにも、エゴに満ちたと
てつもなく美しい北海道が写っている。その美しさは、脳内に直接訴えかけてくるようで、一瞬自分の目のフィルターの存在を忘れた。実態が無かっ
たあの感覚に、少しだけカタチが見えてきたような、そんな本との出会いだった。
菅野真司 プロフィール。。。 1972 年 9 月 13 日 静岡県生まれ、東京外国語大学中国語学科中退。2015 年より作開地区で暮らす。元・オフロードバイク雑

誌「月刊ガルル」編集長。バイクと車による旅が大好きで、なぜか 2 ヶ月前から突如登山にハマっているようだ。

【DJ マミの音楽質】

～リオ五輪の「君が代」～

リオデジャネイロ五輪の閉会式をみなさんご覧になりましたか?
意外にもといったら失礼ですが、日本のプレゼンテーション、とても素晴らしかった
ですね。特に反響が大きかったのが「君が代」だったのではないでしょうか。とても
神秘的で印象深いものでした。すごく複雑な女性コーラスで、ツイッターなどでは、
「なにこの君が代」「かっこいい！」といった書き込みが殺到していたようです。その
中で、やっぱりと思ったのが「攻殻機動隊？」「攻殻機動隊そっくり」という書き
込みでした。私もズバリそう思ったわけですが、この「こ・う・か・く・き・ど・う・た・い」
とは漫画を原作とした空想 SF アニメ映画なのですが、映画のオープニングシーン
では、液体の中で女性型サイボーグである主人公が製造されるシーンがあり、その
バックで流れる音楽コーラスのフォームが、今回の「君が代」とそっくりだったので、とっさに「攻殻機動隊！」と日本中で同時につぶやくことになったので
す。リオ五輪の「君が代」の合唱は、東ヨーロッパ・ブルガリア地方の伝統的な歌唱法の「ブルガリアンボイス」と呼ばれる合唱スタイルなのだそうです、
一般的な西洋の合唱では、主旋律と伴奏がはっきり区別されていますが、「ブルガリアンボイス」は主旋律・伴奏という区別がなく、さまざまなパート
が複雑に絡み合い、リオの「君が代」のように神秘的で不思議な生命力を感じるものになったのです。リオの「君が代」は、実際にブルガリアの合唱
団が担当したそうですが、「攻殻機動隊」のサウンドトラックは、作曲家・川井憲次さんの作品で沖縄民謡の楽団が「ブルガリアンボイス」のフォーム
で歌っています。ぜひ聴き比べてみてください！両方とも YOU TUBE で視聴できます。「攻殻」は「攻殻機動隊 川井憲次」で検索できます。
菅原正史

★B2 ニュースレター3 年目を迎えました！ご希望の方へ 1 号～7 号までのバックナンバーを E メールまたは郵送でお送りします。
電話または E メールでお問い合わせください。 【ブナ北限の里ツーリズム 携帯(本間)：090-5229-2056 E-mail bunasatotourism@gmail.com】
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