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黒松内岳山開き

新緑登山会

登山口での開会式の様子

通過型から滞在型交流へ
近年、観光経済新聞などを読むと OTA（オンライン旅行会社）という言葉を目
にする。すでに、大手旅行会社や旅行サイトを活用し、航空券、ホテル、レンタ
カーの予約を消費者自身がインターネットで手配をする習慣は、10 年以上前から
定着化している。ここ数年は、全国各地でアウトドア体験、文化体験、手作り体
験や最新テクノロジーを体感するバーチャルリアリティ体験など ʻ遊びʼ の体験
を提供する業者の体験商品を販売する OTA のベンチャー企業が旅行業界に進出
したことで、大手旅行会社各社も体験商品のネット販売強化をはじめている。
これまで大手旅行会社が販売してきた団体向けパッケージ商品は、個人でのん
びりと楽しむ体験交流型観光へとシフトしたといえよう。当協会でも、家族旅行
などで 1 週間前後北海道を旅行する東南アジアからのインバウンド旅行社が年々
増加し、日帰りでの体験観光の 1 家族当たりの平均滞在時間も伸びているのだが、
滞在型交流観光にはなっておらず、大きな課題となっている。
滞在型観光とは、1 箇所に滞在し、体験型をはじめとしたレジャーを楽しむこと。
または、その地を拠点に周辺の観光を楽しむレジャー形態のことである。近年、
日本人も国内・海外に関わらず、観光地を駆け足で見て回る周遊型観光が少なく
なり、リゾート地や都市、移住してみたい憧れの田舎など、ひとつの拠点に留ま
る滞在型旅行が多くなってきている。1 箇所に滞在すると地域内での消費が増え、
経済波及効果や地元との交流、リピーター化が期待できることから、受け入れ地
では滞在型観光の促進を提唱し、滞在者が楽しめる体験プログラムなどの開発に
力を入れている。滞在者を増やすためには、単に
質の高い宿を提供するといったことではなく、滞

〜次回の協会主催イベント〜
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黒松内おやこネイチャーフェスタ

山に登れば気分爽快

文・写真：辻野健治

春にだけ現れる「幻の滝」。その滝を探すうち
にたどりついたのは町史にも載っていない黒松
内の第三の鉱山の存在。歴史を紐解いて春だけ
の幻の滝を探す、前編。
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ページ２

文：山本竜也

大戦末期、昭和 20 年 7 月 14、15 日。北海道
は米海軍の艦載機から空襲をうけ、長万部、寿
都も被災。幸い黒松内は無事であった。しかし
空襲の体験者は黒松内にもいる。黒松内の体験
談。

ページ３

菅野真司の図書統括

文：菅野真司

携帯電話のカメラ機能が進化し、カメラを常
に携帯することが当たり前となった昨今。写真
特化の SNS も誕生した。それらが一過性のブー
ムに終わらず、新たな表現の開拓となることを
願う。

NAGIʼ S キッチン

ページ４
文・写真：田村渚

新コーナー。
黒松内の旬の素材を使ったレシピ。ページ４

＜＜次回の協会主催イベント＞＞
黒松内おやこネイチャーフェスタ
〜遊んで学ぼう森・川・海〜

在期間中に、その土地ならではの「事」をその土

７月 14〜15 日、16 日

地ならではの「人」と、どのように楽しめるかと

親子を対象とした遊びながら自然を学べるプロ

いう滞在型プログラムを開発、発信していかなけ
ればならない。（事務局・本間）

グラム。幼児向けプログラムもあり。実際に自然
の中で遊びながら森、川、海の自然のつながりを
学びます。
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黒松内岳山開き 2018 無事終了！
文：地域おこし協力隊

砥石航治

２年連続中止だった山開きが三度目の正直で開催されました。そして、参加者６２名が全員登頂し、イベントは事故もなく
予定通り終了。（素晴らしい！）以下、当日のイベントに関するレポートです。（ヤッホ〜、ヤッホォ、ヤッホ、）平成 30 年 6
月 10 日、09：15、天候曇り、気温寒い、登山口で開会式、そして健ちゃん体操の後（健ちゃん＝わが町の山ガイド、ノース
ランドの辻野健治氏）、先発隊と後発隊に分かれた一団は標高 739.8ｍ、、北海道のダイヤモンドヘッド” 黒松内岳” の登山を
開始。いきなり急な登山路やアップダウンの繰返し、倒木跨ぎ、倒木潜り、土の洞門を歩きます。９合目からロープ…といっ
たアスレチックな登山路は終始登山者を飽きさせず、トレイルランニングにもお勧めかもしれません（笑）登山初心者向けで
はないかも。（ガイドブックなどでは中級者向けと紹介されている）黒松内岳を
舐めてかかってはいけません。翌日は想像以上の筋肉痛になるでしょう。でも、
汗をかいて登った後の疲れも心地よく、登山中の体験が全て良い思い出になりま
す。黒松内町のシンボルのブナ、かわいらしい高山植物、鳥のささやき、獣の落
とし物、竹の子ハンティング、黒松内タウン、噴火湾＆日本海の眺望も楽しみ、
あら不思議、気づいたら山頂？！そしてあっと言う間に下山し、ゴール！（ちな
みに今年の参加者には最近オープンしたテイクアウトカフェ beech の美味しい
スコーンが配られました）
何はともあれ、参加者及び関係者の皆さんのご協力により無事イベントを終え
ることができたことに感謝いたします。皆さん、また来年会いましょう！

〜山に登れば気分爽快〜
文・写真：ノースランド
こんにちは〜

秘境・・そうそう

その十二 「黒松内・隠された第三の鉱山？」

辻野健治

ブナの森登山ガイド辻野です。

企画、調査に、ほぼ１年費やした、「黒松内・隠された第三の鉱山？」を前・後編にてお送りします。
「○○は、突然やって来る」 とあるように、その謎は突然やってきました。
１年ほど前、穏やかな初夏の日の午前のこと・・・ＵＹさんが我が家にやってきたのです。彼は黒松内では、かなり名の知れ
た方ですが、草刈をしていた私に「目名峠に、春になると滝が現れるんだ」と一枚の写真を見せてくれました。その写真には、
樹幹の間から結構な勢いの水量で流れ落ちる滝が写っていました。高さは 20 メートルくらいだろうか。「昔、この奧に鉱山
があって、そこから流れる水でないか」とＵＹさんは言う。写真を私に渡し、公務があるといって、そうそうに帰られました。
その後、私はその滝が気になって、「幻の滝」をひとりで探してみることにしました。
季節は初夏、融雪水の滝なので、滝は消えていました。さて、廃鉱山？春の滝？といった謎が私の頭の中でぐるぐると。これ
らの謎を解くために、まずは廃鉱山を調査してみることに。町史には、何も書かれていません。それなら、隣町の蘭越町の町
史を見ることにしよう。だが、何も書いてありません。しかし、インターネットで検索すると「大玖鉱山」なる鉱山がヒット！
「上目名駅から北北東に」と書かれています。その後、夏の日に白井川ブナ林に行くと、何と林道の入口に蘭越町が立てた
看板を発見！それからネットで調べると、とあるサイトに、鉱山地図まで載っているではない
ですか。一気に謎が説けたような気分になる。しかし、あれれ？

鉱山の場所が黒松内町内な

のに、蘭越町が作った看板がなぜあるのだろう？ネットで見た地図は、いつの時代のものなの
だろうか？鉱山の場所は白井川側のブナ林近くにあるのかな？そして、春の滝？水は、どこか
ら流れてくるのだろう？謎は、深まるばかり・・・そうだ！過去の国土地理院の地形図を入手
しに蘭越町の図書館に行ってみよう。謎を解く鍵は、現地にあるはず！現地に行かないと。な
どなど、複雑化する謎の数々を調べているうちに、春の訪れが近くなっていた。

＜

＜前編は、ここまで＞＞
目名峠

春の滝→
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No.8 「空襲に遭った機関士さん」

文：山本竜也
大戦末期の 1945 年（昭和 20）7 月 14 日と 15 日の二日間にわたって、北海道は米海軍艦
載機の空襲を受けた。飛行場・船舶・鉄道・工場といった軍事目標のみならず、住宅地も
攻撃を受け、陸上海上あわせて約 3000 人が亡くなった。道南でも各地が空襲を受け、14
日に長万部、15 日に寿都が被災した。だが、黒松内は無事であった。しかし、まったく無
縁だったわけではない。空襲の体験者は町内にもいる。
そのひとりが元国鉄機関士の松岡賢治さんである。1942 年（昭和 17）に黒松内国民学校
高等科を卒業し、長万部機関区に入った松岡さんは、庫内手（乗務員見習）を一年つとめ
たのち機関助士となった。蒸気機関車の釜に石炭を投入しながら、機関士の補助もこなす。
そして、この仕事でも一定の経験を積んだ。「あの日は機関士見習として貨物列車に乗務し
た。機関士と機関助士と私の 3 人で、函館から長万部まで運転する予定だった。八雲駅に
着くと、警戒警報が鳴ったのさ。『飛行場があるから八雲は危ない。鷲の巣まで走ってくれ』
と駅長に言われて、必死に運転したよ。鷲の巣駅に着いたときには、飛行機が頭の上に来
ている。駅員たちは防空壕に逃げたけど、我々には時間がない。駅のそばの沼のわきで身
を潜めた。飛行機が機関車を狙い撃ちにしてね。こちらには撃ってこなかったが、米軍が去ったあと、列車に戻ると機関車は
穴だらけ。もう運転できる状態でない。駅員がひとり怪我をしたけど、鷲の巣では亡くなった人はいなかったな。」
松岡さんは、この年のうちに機関士として独り立ちする。1958 年（昭和 33）には気動車の免許も取った。札幌と函館をむ
すぶ特急列車「北斗」や「北海」の運転手として活躍し、1982 年（昭和 57）に退職した。人身事故などつらいこともあった
が、あの空襲のことは忘れられないという。
※9 月 1 日、8 日、22 日、29 日に、「ちえりあ」（札幌市生涯学習センター、札幌市西区宮の沢 1 条）で、講座「北海道空
襲を語り継ぐ

〜聞き取りから実態が明らかに〜」が開かれます。山本が 1 日と 29 日に講師として話す予定です。詳しくは

「ちえりあ」HP をご覧ください。
https://chieria.slp.or.jp/kouza/2018-0517-1852-23.html

釣り案内人・募集中！
B2 ニュースレター Vol.12 でお伝えしていましたが、昨年は全国の遊び、アクティビティ商品などの販売をインターネット

上で行う大手レジャーサイト、アソビュー、じゃらん、アクティビティージャパン社などと契約を結んだことでインターネッ

トを経由した国内客の入込が増加しました。特に外国人旅行者の入込需要が減少する夏休み期間中の 8 月は、お盆休みを中心
に昨年は道内外から多くの釣り体験予約をいただきました。黒松内は朱太川の本流をはじめ、数多くの支流があり、老若男女
問わず楽しめる釣り場が豊富な地域！また、観光協会では「手ぶらで釣り体験」と銘打って、初めての方でも、道具を買わず
に楽しめるプログラムを用意しており、今年も昨年同様、ファミリー層を中心に多くの予約が入るのではと予想しています。
当協会では受入れ対策として各種案内人の育成や体験などのお手伝いをしていただける人材を募集してい

ます。特に釣り体験案内人は急募です！案内人としてお客様の受入をしていただければ経験値や受け入れ人

数により 3 千円〜 1 万円程度のガイド料をお支払しています。慣れるまでは観光協会の職員も同行してお手
伝いしますので「やってみたいけどいきなり人に教えるなんて不安…」という方もぜひご連絡ください。

釣りガイド以外にも鮎釣りの実演、BBQ のお手伝い（火起こし、焼き台係）、冬期のスノーモービルの案

内人も募集しています。

ご興味のある方は観光協会までご連絡ください。

090-5229-2056( 本間 )
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菅野真司の図書統括
文：菅野真司（かんのしんじ） shinjikanno@gmail.com

「ひとり旅」 串田孫一 著

日本交通公社（絶版）

NAGI’ S
キッチン

携帯電話のカメラ機能が
必要以上に進化して、カメ
ラを常に携帯していること
が当たり前の時代になって
しまった。かつて行われて
いた「撮る→フイルムを現
像する→選んでプリントす
る→人に見せる（もしくは
アルバムにまとめる）」と
いう面倒な手順も、すっかり省略されてしまった。でも、写
真に特化した SNS として Instagram がサービスを開始した
とき、新しもの好きの自分はすぐに飛びついた。興味を持っ
た一番の理由は、写真のフォーマットが正方形だったから。
スマートフォンの画面をタテにしたりヨコにしたりすること
なく、すべての写真が整然と並ぶ。タテ位置で使うことが前
提のスマートフォンの世界と、「画面に落ち着きを持たせたい
ならヨコ位置」がスタンダードとされてきた写真の世界を「正
方形」で結ぶ、という発想は画期的だと思った。それまでに
もハッセルブラッドやローライフレックスといった、正方形
フォーマットのフイルムカメラを使っていたけど、それらは
懐古カメラ趣味に傾いていただけのことで、正方形である必
要性には乏しかったように思う。撮る人が見せたいものと、
見る人が見たいもの、を最大化するために、正方形の写真を
スマートフォンの画面で見る／見せるというのは、大きな意
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正会員
藤村君則 様・焼きとり新ちゃん

味があったはずだ。
ところが数年前から、Instagram にヨコ位置の写真やタテ
位置の写真を投稿できるようになってしまった。ユーザーの
要望に応えたのか、広告モデルに頼らざるを得ないサービス
事業に限界があるのか、どちらにしても、正方形へのこだわ
りを捨てて以来、Instagram は魅力に乏しい。「インスタ映え」
が単なるブームで終わらずに、写真表現の新しい方法を開拓
するものであってほしいと願わずにはいられない。

2018 年度新規会員様のご紹介

賛助会員
川崎美紀様・おうち cafe maimai
代表・井澤百合子様・豆っこクラブ
花田忠雄様・黒松内フットパスクラブ
常井玄様・北海道宝島旅行社
今田知代様・今田農場
関根隆夫様・ファーム関根
岡部利一様・テイクアウトカフェ beech

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。
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次回発行予定は 9 月末
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