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 渡島総合振興局が取りまとめたアンケート結果から 
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写真：6月 27日に開催したブナ里みてあるきイベント「手ぶらでヤマメ釣り体験」より   
～夏のオススメイベント～  

夏のくろまつないフットパス (7月) 

   

  

おあｐし音に浮く打  

道南観光商品づくり勉強会 新たな連携を模索 
【黒松内】先月 6月 24日(木)に新幹線開業に向けた 

観光商品づくり実践勉強会 in黒松内が行われた。平成 

25年度より渡島総合振興局が事務局となり、後志南部 

を含めた 17市町村が連携し、昨年までに 9回の勉強会 

を行ってきた。今年、第 1回目となる勉強会では本町がホ 

スト役となり模擬ツアーを披露。道南の観光関係者を観光 

客に見立て、ツアー商品を体験し、商品プランのコンセプト 

や受入れ体制などについて評価してもらう取組み。当日は 

道の観光アドバイザーとブナ里ツーリズムが連携し、作成した 

プランを披露したが、ブナ林散策だけではない、まちの魅力を 

体感してもらうべく、商店街、フットパスボランティア、移住者 

など多様な方々と連携し、「住んでよし、訪れてよし」の黒松 

内をアピールした。模擬ツアーでは、①自然の家から商店街までのまちあるき②農家民宿での焼肉ランチ③移住者の

営み生活巡りの 3部構成とし、まちあるき商品に値付け(@3,000円)を行い、参加関係者にアンケート調査を行っ

た。また、ワークショップでは「今回の交流のターゲットの対象はどんな方か？」といったディスカッションが行われ、「都市部

に住み、田舎暮らしをしたいと考える方」「人とのふれあいを求める方」などの意見がだされた。 

 

 

朱太川のアユ 自然放流止め 3年経過 

生物多様性の保全と利用に取り組む黒松内町、そし

て、朱太川のアユの放流を止めた朱太川漁業協同組合

の取組みから知る黒松内の自然環境。     ぺージ 2 
 

～山に登れば気分爽快～ 

ー秘境迷歩・・・その壱 秘境駅「小幌」ー 

変化に富んだトレッキングルートでもあるＪＲ小幌駅周

辺の魅力を登山ガイドが紹介する 

文：ノースランド・辻野健治                ぺージ 2 
 

黒松内今昔物語 ～黒松内山道こぼれ話～ 

ー緑橋のみどりさん・実橋のみのりさんー 

文：黒松内山道の会 会長・北村 英芳         ぺージ 3 
 

ビーチガールズに聞く 小林依里子さん     ページ 4 

ブナマルシェ 7月 18 日(土) より開催 

ツアー参加者のために清酒・朱太川の試飲準備をする黒羽氏 

昨年「Beech Boys」のコーナーでは黒松

内に住む 3名の男性にご登場いただいた。

今年度は「美一 ・Beech Girls」と題し、 

4名の女性にインタビューを試みる。 

営業時間 9：00～14：00 (金・土・日・祝)※10月末頃まで 

10月末頃まで 
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朱太川のアユ、自然放流止め 3年経過 
7月 1日、例年通りアユの友釣りが解禁となったが、朱太川漁業協同組合では、地ア

ユの生息環境改善のため、平成 25年度から種苗の放流を休止している。アユは日本

最北端の天塩川で採集されたという記録はあるようだが、余市川 を北限とするのが定説

になっている。しかし、近年では余市川や尻別川のアユが激減し、現在、実質的なアユの

北限は 朱太川と言って差し支えないようである。流路延長 43.5kmの 2級河川である

朱太川の特徴は豊かな 河川環境にあり、魚の移動を妨げるような堰堤等の工作物は全

くなく、アユが源流域 まで遡上できるという全国的にもめずらしい河川なのである。川幅 

2m ぐらいの源流域にイ ワナと一緒に海から遡上してきた天然アユが泳いでいる川なので

ある。朱太川流域では、「自然と人の共生」 を目指し、自然環境を活かした地域づくりを

推進しているが、アユの稚魚放流を行わないという魚協の決定は、周辺市町村でも推進

する「生物多様性地域戦略」とも合致し、漁協だけでなく黒松内町も朱太川のアユを地

域資源として保全しながら持続的に活用する方法を 模索しているということになる。                                    

※引用文献＜アユの放流をやめた朱太川＞たかはし河川生物調査事務所・高橋勇夫 著 
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おすすめ本の紹介 

「生態系を蘇らせる」 ＮＨＫブックス 単行本 994円(参考価格) 
 

まちのシンボルであるブナ林を守り続 

けてきた黒松内の地域住民だが、そ 

の助言者として大きな役割を果たし 

ているのが生態学を専門とする有識 

者たちであり、現在でも町は研究者 

とのつながりを大切にしている。本町 

が全国の町村に先駆けて生物多様 

性地域戦略を策定し、まちづくりの 

中に「生物多様性の保全と利用」を 

据えているが、そのメンターとなる人物 

が鷲谷氏である。保全生態学を専 

門とする氏が書いた本書を読むとエコ 

ロジーって何だ？生態系って何なの？ 

といったモヤモヤした頭の中をすっきり 

とさせてくれる。 
 

著者プロフィール / 鷲谷いづみ（わしたに・いづみ） 

1950年東京生まれ。東京大学理学部卒、中央大学人間総合理工学学科

教授、日本学術会議会員、中央環境審議会委員。専門は、生態学・保全生

態学。現在は生物多様性保全に関する幅広いテーマの研究をすすめている。 

★マナヴェールにて貸出 

～山に登れば気分爽快～  文  ノースランド・辻野健治 
 

秘境迷歩・・・その壱 秘境駅「小幌」 
 

こんにちは～ ブナの森登山ガイドの辻野です。今回は、秘境駅ナンバーワン！小幌駅を紹

介します。「あの～ 秘境駅って何ですか？」と聞かれると、私はこう答える。「はい それは、鉄道

でしか辿り着けない駅です。」 つまり、車道で行けない駅なのです。もちろん、近くに人家がない、

生活道が駅周辺にないといったことが前提となり、秘境駅には基準がありまして、ただ単純に無人

駅とは違います。まず駅が 「秘境度」の基準に達しているか？★地形的に険しい所 ★雰囲気

～歴史がある所 ★列車到達困難度～便数が少ないこと★鉄道的遺産指数～鉄道遺産があ

る。この４つの条件をクリアしなければなりません。そして、全国秘境駅ランキング第１位に輝いた

のが、室蘭本線の小幌駅です。ちなみに、小幌（コホロ）とはアイヌ語でケ・ポル（削った岩

窟）と言われています。2000 年頃に全国の警察潜入レポートのテレビ番組で、北海道警察が

「小幌仙人」と呼ばれ、勝手に無人駅付近に住み着いた男性を救助するシーンが流れたことがあ

り、ご覧になった方もいらっしゃると思います。また、小幌駅周辺は海岸に面しておりますが、回りは

岩壁に囲まれ、海岸線伝いではアクセスできません。周囲の歴史については、江戸時代の僧であ

った円空が 1666 年にここを訪れ、洞穴にこもって５体の木像を彫り、洞窟に収めたという歴史

もあります。そして、さらに！首なし観音像とは？縄文時代には？ 鉄道的遺産指数において

は、太平洋戦争時に作られた？そうそう、ここは昔、黒松内町民が○○で訪れた所であった？ 

などなど、やたらと?? 隠し過ぎ？! そりゃー秘密ですよ、秘境(ひ・き・ょ・う)ですから。。。決して卑

怯(ひ・き・ょ・う)な隠し事ではないのです(笑)。９月に実施するブナ里ツ－リズムの秘境駅トレッ

キングでは、秘密の部分をお話しさせていただきますので是非、いらしてください。 ・・えっ 宣伝の

ためにコラム書いてるのか！って・・ すみません。。。とは言え、全国の鉄男、鉄子さんには、なま

ら人気の駅、冬でも誰かが下車する無人の駅、私たちが知る過疎の無人駅より乗降客が多いか

も？それから、それから、小幌駅周辺をこよなく愛する、水瀬さんという札幌在住の女性が制作し

た「礼文華観光案内」も、なまらおもしろい本です！大岸の床屋サンで売っているとか。。  

 

JR小幌駅のプラットホームから 

岩屋観音が祀られている小幌洞窟 
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FOOD＆DRINK 

<<黒松内今昔物語>>  ～黒松内山道こぼれ話③～    

ー緑橋のみどりさん・実橋のみのりさんー 文：黒松内山道の会 会長・北村英芳 
 

前回、１区の朱太川を渡るドサンコ馬のことを長々と書いてしまったので、今回は向こう岸へと話 

しを進めたく同地区に架かる緑橋をさくっと渡りたい。 

 安政３年（１８５６）に開削された黒松内山道は、明治１１年（１８７８）にルート 

変更や、道幅が広げられるなどの改修が官費で行われ、１区の緑橋と北作開地区の実橋も同時 

に架けられた。このとき、黒松内村の五十嵐勇助と作開村の白石よしが、橋の木組みを締める材 

料としてサルナシ・コクワの蔓(つる)を寄付し、明治１５年に函館県令から感謝状をもらっている。 

このことから、橋は丸太を蔓で組み合わせただけのようなので、当時の通行人は心細くハラハラもの 

であっただろう。右の写真は、北海道大学附属図書館北方資料室に保存されている写真で、「黒 

松内市街地北部緑橋附近ノ光景・明治末」と説明があり、橋の中央の梁には大きく緑橋と書かれ 

ている。右側に、明治３６年に開通した函樽鉄道（後の北海道鉄道）の鉄橋が写っていること 

から、それ以降の写真となる。 先日、９０歳近いお年寄りから緑橋の名前の由来について話しを 

聞く機会があった。この老人も若い時分、豊幌地区に住んでいた松西さんという人から聞いたということで、又聞きとなるが以下に紹介したい。『昔、寿都支庁（※註）の時代、 

みどりさんという寿都・歌棄を仕切る飲み屋の女親分さん（見番、もしくは置屋の女主人のことか？）がいて、黒松内の橋を渡るのは難儀なので橋を造り変えて欲しいと、支庁長 

さんにお願いしたところ、支庁長は二の口ですぐに頑丈な橋に造り変え、支庁長自らが緑橋と名づけたそうだ』。話の内容からすると、前述した写真の時期に当てはまり、真実味が 

あって面白い。そして又、北作開に架かる実橋も何やら女性の名前に思えてくる。この支庁長さんは、みのりさんという別の女性からも橋の架設をお願いされたのだろうか？かにせよ 

事実なら、いつの時代でも女性はすごい、歴史を作ってしまうのだから。そして何よりも、この支庁長さんはもっとすごい。同時に２つの橋を・・・・。 
 

（※註）明治３０年、寿都・島牧・歌棄・磯谷４郡は郡役所を統合し寿都支庁となる。明治４３年、寿都・岩内・小樽の３支庁は合併し後志支庁として虻田郡倶知安に 

開庁する。 

 

 

   

 

 

緒 

 

 

 

 

 

「オレンジ・チーズケーキ」  

～アンジュ・ド・フロマージュ～ 
 

赤井川地区のアンジュ・ド・フロマージュで夏のギフトセットの注文販売

を開始した。ギフト商品は 3種類で、アンジュの自家製チーズにフレッ

シュオレンジを入れたオレンジ・チーズケーキ(1台う 2,500円)の他、

濃いチョコレートケーキの中にキャラメリゼしたバナナ＆焼いたココナッツを

入れたアプレ アン レーブ（1台 3,000円）、そして、モッツァレラ・チ

ーズ、白カビチーズ、オイル漬けチーズなどが入った夏のチーズセット

(2,500円)を販売。自分へのご褒美としてもどうぞ。 

【お問い合わせ】アンジュ・ド・フロマージュ 

TEL：0136‐75‐7400   FAX:0136-75-7401 

 

お待たせしました！みんなの焼き肉のタレ 

～池田商店～ 

来年３月の北海道新幹線開業後、道南からレンタカーで管内への観光客増加

を見込んでオススメの後志絶景を紹介し、ポイントを地図に落とし込んで案内しよ

う！とういう face book も使った「みんなで創る！しりべし絶景マップ、フォトコンテ

スト」が開催されています。第１弾グリーンシーズンバージョンの締切は８月３１日 

焚火・スコッチ・クロゾイのトバ ～田中鮮魚店クロゾイのトバチップ～ 

日本人にとってフランス料理は今でもお洒落な感じ、もしくは気取った感じがするかも

しれないが、実は野性味溢れる料理なのであった。それは、もともと狩猟民族である

がゆえということになるが、狩猟した鳥獣を調理し、ワイルドにいただく男性的な料理が

時代の流れによって進化し、貴族に人気の料理となり、英国などでフランス料理の知

名度が上がったようである。そして、今でも、ヨーロッパではワイルドな食材であるジビエ

探しに没頭する有名シェフも少なくない。さて、お手軽にワイルドな体験を楽しむ方法

と言えば 「キャンプ」がある。そして、キャンプの楽しみのひとつが焚火という方も多いは

ず。パチパチ音がする火を見つめながら自分と対話する。。。そして、煙に燻されるシ

チュエーションには、ピート臭の強いスコットランド西部スペイサイドのウィスキーとジャー

キー類の保存食料が良く合う(私だけ？) 。そこで、干物は最近よく口にする田中鮮

魚店の「クロゾイのトバチップ」をオススメしたい。無論、ファミリーキャンプではなく、男同

士(または、女同士)でのワイルドキャンプの際、持って行こう！但し、ワイルドさを味わ

う為には健康な歯が必要だということを付け加えておきたい。(編集長) 
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July-Sep 
7月 26日(日) <<夏の黒松内フットパス>>黒松内町 

今年度、4回実施する黒松内フットパスボランティア主催イベント第 2 弾は、町

最大級のイベント「ビーフ天国」と同日開催のフットパス歩き！歌才ブナ林駐車場

を出発し、ビーフ天国会場である町営野球場までの約 6 キロを歩くコース。参加

費は＠1,750円(バーベキュー券付)or＠500円（ウォークのみ） 

お問い合わせ・お申込みは、町企画環境課フットパスボランティア事務局まで  

TEL: 0136-72-3376 
 

９月 1２日(土) <<ブナの里山・山仕事体験>>黒松内町 

参加費は＠2,000円(会員・小学生は＠1,500円）※昼食付 

時間：9：30～13：00 

「北の山菜 WEB3号店」店長・佐藤悦郎さんと行く、山仕事体験を開催。当

日は悦郎さんによるブリ縄を使った木登りデモンストレーション、ホウ葉採集の他、

自然の家特製「みそーす」を使ったホウ葉焼きを盛り込んだランチを企画していま

す。お問い合わせ・お申込みは、ブナ里ツーリズム・本間まで  

TEL: 0136-72-3597 携帯：090-5229-2056 
 

９月 19日(土)<<秘境駅トレッキング>>黒松内町 

参加費は＠1,500円(会員・小学生は＠1,000円）※保険・ＪＲ乗車券付 

時間：12：30～17：00 

人気の秘境駅トレッキング・イベントを 9月に開催します！黒松内在住のエキセ

ントレッキング??ガイド・辻野健治さんと一緒に礼文華峠から徒歩で、沢地を下り

⇒秘密の入江⇒小幌洞窟⇒JR小幌駅(列車）⇒JR礼文駅までを巡る新ツ

アーコース。お問い合わせ・お申込みは、ブナ里ツーリズム・本間まで  
 

※ブナ里ツーリズム主催イベントについては、予定内容を記載しています。 

イベント情報 
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No.1 

写真：大金鉱山跡地より 

 

‐小さい歴みつけた‐  大金鉱山の鉱山街 

 作開地区の山の中にある「大金鉱山」という今はなき街がある。 

当時、大金鉱山元山と製錬所それぞれに街が形成されていたそう

だが、 元山には鉱山事務所、分析所、役員合宿、鉱夫住宅、

鉱夫合宿、風呂、診療所（医者 1人・看護婦 2人・助産婦 1

人）、劇場などがあったそうで、大金尋常高等小学校という小学

校まであり、1939（昭和 14）年には児童 76名が通学してい

た。また、元山に比べると規模は小さいが、製錬所付近にも何棟か

の社宅が建設されていたようで。こちらに住んでいた児童は歌棄小

学校に通学していたそうだ。（1939年には児童が 19名いた）

元山と製錬所をあわせると、1940年～1941年頃には約 400

人の従業員がいたようで、家族も含めると人口は 1000名程度で

あったという。 尚、今年 10月に「ブナ里みてあるき」で鉱山跡など

を巡る歴史探訪イベントを開催する予定。  

◎ＨＰ「南後志をたずねて」から引用 
       

 

美一 Beech Girls ～ビーチガールズに聞く～     ※ブナは英語で Beech(ビーチ） 

小林 依里子（こばやし えりこ）さん  

1991年 12月 16日生まれ 札幌市西区出身  

10区在住 平成 25年 8月よりブナセンター勤務 
 

Q.子供のころはどんな女の子でしたか？ 

A. 男の子に混じり、サッカーをしたり、木登りをしたり、近くの川まで 

  みんなで探検に行って、魚を捕えたりと元気で明るい子供でした。 
 

Q.黒松内でお気に入りの場所（癒しスポット）を教えてください。 

A.市街地の東山にある「ハーブの会」がお世話している花壇がお気に 

入りです。色鮮やかな花などをみていると心が和みます。 
 

Q.月並みな質問？ですが、得意な料理ありますか？ 

A.肉じゃが、グラタン、キムチ。。。はまると、飽きるまで作ります。 
 

Q.食生活で気を使っていることや実践している健康法、ストレス解消法 

はありますか？ 

A.食事をするときは、よく噛むように意識して食べることにしていることと、 

  最近は、犬と一緒に歩いています。あと、ハーブが好きでアロマを焚いて 

香りを楽しみながら読書をするのが癒しでストレス解消法です。 
 

Q.黒松内町に住んでみて感じたことを教えてください。 

A.人同士のつながりがあり、スゴイと思いました。皆さん笑顔でほとんどの人が知っている人というのが、札幌ではないことなので 

  とても驚きました。町内のイベントが多く、どれに参加しようかな～と迷うほど沢山の行事があり、とても楽しい町だと思います。 

  これからも、町のいろんな顔を知っていきたいと思います！ 
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編集長から一言。。。良く噛んで食べる・お散歩・ハーブガーデン・アロマ・読書など、小林さんはブナ里の住人にふさわしい落ち

着いた印象の女性だと感じた。ストレスに疲れがちな現代人は、自然に憩うことを好むようになり、観光ビジネスも「自然」抜きに

あり得なくなっている。また、JTB のリサーチでも「癒し旅」の No.1 は、絶景＆温泉となっており、私も絶景＆温泉で癒されたい

と願うひとりだ。しかし、その半面、本当の意味で自然と共に生きるようなことを知った今、散歩を日課とし、牧場やブナ林で自

然と語らい癒される日常生活が豊かだということをビーチガールに気づかせてもらった。 

ブナ里みてあるき 2015 サポート会員募集中！ 
 

ブナ北限の里ツーリズムが企画運営する体験イベントに参加して 

いただき、黒松内へお越しになる来訪者の皆さんと一緒に地域イ 

ベントを楽しみながら、観光交流の輪を広げていただくサポーターを 

随時募集します！会費は＠1,000円（お申込みの月より 1年 

間有効）となります。会員登録いただいた方には、☆年間 6回 

開催予定の体験イベント参加費の割引(約 3割引）☆ニュース 

レターの配信☆粗品プレゼントなどの特典がございます。 

お仲間をお誘い合わせのうえ、是非、お申込みください。 

ブナ北限の里ツーリズム/本間まで 携帯：090-5229-2056 

「World’s end ～酔っ払いが世界を救う～」 

★★★ 酒屋がすすめる日常 SF系ハシゴ酒ロードムービー 
 

酒屋の店主から「これ、おもしろいから観てみな！イギリスの映画で

パブをハシゴする話なんだけど、とにかく馬鹿馬鹿しいところがいい。」

と差し出された DVD が「World’s end」である。この映画、馬鹿馬

鹿しさもさることながら、観終わった後に無性にビールが飲みたくなる

映画だった。そして、何とセンスの良いビールの販売促進法なのだろ

う！と思えてしまった(笑)。さて、英国風ジョークのわかる店主には是

非、ローカルパブを経営してもらえないだろうか？（編集長） 
 

ストーリー 

20年前、一晩で 12軒のパブをめぐる「ゴールデン・マイル」に失敗

したことが忘れられないゲイリーは、再挑戦するために当時の仲間ア

ンディら 4人を集め、故郷ニューヘイブンに舞い戻る。やがて 5人

は、町の人々の様子がおかしいことに気づくが、戸惑いながらもひた

すら 12軒目のパブ「ワールズ・エンド」を目指して飲み続ける。 

 


