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～次回の協会協力イベント～

冬のフットパス

フットパスクラブ通信 Vol.3
　10 月 5日～6日に行われた全道フットパスの
集い in 稚内のレポート。今回は黒松内フットパ
スクラブ副会長、加藤さんに寄稿していただき
ました。　　　　　　　　　　　　　ページ２

じり通信 No.14　文：山本竜也
　2019 年もクマの出没が大きくニュースとなっ
た年でした。黒松内でも 89 年前、クマに関する
ニュースが報じられていました。　　ページ３

【美一】Beech Girls Vol.6
　今回はマナヴェール司書の住吉和（すみよし
いずみ）さんです。素敵な特技や故郷のお話な
どを聞くことができました。ぜひマナヴェール
に会いに行ってみて下さい。　　　　ページ 3

NAGI’ S キッチン　文・写真：田村渚
　今回はごぼうたたき。食物繊維たっぷりなご
ぼうは年末年始の太りやすい季節にはぴったり
の食材です。　　　　　　　　　　　 ページ４

＜＜次回の協会協力イベント＞＞
冬のフットパス
　３月 7日（土）　、8日（日）
　今年度は 10 月のニセコアラウンドロングパス
が台風の影響により中止になってしまったことか
ら、冬のイベントを一泊二日で開催することにな
りました。今年は昨年好評だった分水嶺ウォーク
をグレードアップさせ、イベントを実施する予定
です。皆様の参加をお待ちしています。

黒松内そば打ちサークルと蕎麦打ち体験　2019.11.2

新年のご挨拶
　新年あけましておめでとうございます。皆様におか
れましては輝かしい新年をお迎えのこととお慶び申し
上げます。また、旧年中は格別のご高配を賜り、誠に
ありがとうございました。本年もより一層のご支援を
賜りますよう、黒松内町観光協会役員及び職員一同心
よりお願い申し上げます。　　　　　　　　　　　　
　一般社団法人　黒松内町観光協会　代表理事　小間憲二

スノーモービル体験が始まります
　一昨年よりコース選定やモニターツアーを重ね、黒松内スノーモービルク
ラブ（小林栄幸代表）の皆さんと商品造成を進めてきたスノーモービル体験
が今年度 2月より本格始動します。広い雪原を勢いよく走る、爽快感抜群の
スノーモービル。白銀の世界で非日常の体験ができるとあって東南アジアを
はじめ海外の方々にも人気の雪国体験です。ご存じのようにスノーモービル
はスキーやスノーボードと違い、比較的簡単に挑戦できることが魅力です。  
　黒松内でのおすすめツーリングコースは、西の沢林道沿いを走り、黒松内
岳の中腹を目指すコース
で、晴れた日には黒松内
岳側から東山を中心に黒
松内市街地を一望するこ
とができます。皆さま、
冬のスノーモービル体験
の周知に是非ともご協力
をお願いします！
（事務局・本間）
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フットパスクラブ通信　Vol.3　全道フットパス in 稚内に参加して
文：黒松内フットパスクラブ　副会長　加藤　静治郎

　朝 8時、事務局の本間さんが迎えに来てくれた。これから全道フットパス in 稚内に参加するため、8時間の旅である。
当初の予定では 2 日間の予定だったが、強行軍になってしまうので前泊することにした。初日は豊富町まで行き、翌日
稚内に到着し、フットパスに参加することとなった。長時間の運転は大変かと思っていたが、同行人が一人増え、3 人
旅になったので安心。そして老人は運転免除とゆうことで、私は後ろの席でのんびりお休みとゆうことで出発した。
　最初に着いたのは豊富町のサロベツ湿原センター。本間さんが前に努めていたところで、親切に職員の方々に案内し
ていただいた。その日の夜は職員の方々とおいしいもので楽しいひと時を過ごさせてもらった。
　翌日は稚内へ入りフットパスに参加する予定でしたが時間があるので観光しようとゆうことで、日本最北端 “宗谷岬”
へ行ったのですが、風が強くて往生しました。また、そこで札幌のフットパスクラブの方々にお会いしたが、彼らは強
風のために予定が中止となってしまいバス観光をしていたそう。
　昼食後フットパス集合場所の稚内駅（キタカラ）へ。そこで受付をし
てバスで移動。その日のコース出発地点、宗谷護国寺跡へ。「白い道」
は貝殻を砕いて蒔いてあり、やはり白い道でした。そこを歩いていくと
途中から海が見え、とても素晴らしい景色。市民観光ボランティアの方々
の案内で海に浮かぶ島などを説明してもらい、楽しい時間を過ごした。
　その後、ノシャップ岬を見学し、稚内温泉 “童夢” へ。前日の豊富温
泉と同様、地域以外の人も年齢による割引で安く入浴でき、得した思い
で温まった。夜は全道フットパスの集い恒例の交流会が北防波堤ドーム
で行われ、海鮮 BBQ をいただきながら全道各地から集まったフットパス愛好者との交流を楽しんだ。ただ私にとって
ラグビーワールドカップの試合が見たくて時間が気になっており（日本 VS フィジー戦）、散会と同時にすぐさま旅館
へ戻りテレビ観戦となった。
　翌日は天気も晴れとなり、格好のフットパス日和のなか集合場所へ。今日のコースは稚内公園を歩いて回り下山する
コースで、山の展望場所の数々のモニュメント（氷雪の門、九人の乙女の碑、南極犬ジローの碑等）を見学。開基百年
記念塔には登らなかったが稚内の景色を堪能し、利尻富士らしき山も見ることができた。その後山道を下り集合地点ま
でのループコースを歩いて解散になった。
　今回の集いでは、市民観光ボランティアの方々の楽しいお話を聞きながら充実した時ウォークができた。そして稚内
のソウルフードのチャーメンをいただき約 7 時間かけて帰宅の途へと車を走らせたのだった。運転していただいた本間
さん、只野さんありがとうございました。次回も機会があればよろしくお願いします。

　11 月 20 日、通算 3 回目となる観光交流ネットワークミーティングが開かれました。毎回 3 名の発表者に現状の課題
などをお話していただき、その問題点について参加者で話し合うということを行ってそれぞれが抱える問題の解決につ
ながるよう考えています。今回の発表者は、ブナセンター・山崎氏、北の山菜 Web3 号店店長・佐藤氏、ブナの里振興
公社統括マネージャー・菅野氏、の 3名にお願いしました。
　山崎氏からはキャンプ場における平日の集客不足や天候によるキャンセルについ
ての問題が、佐藤氏からは自身の山林の活用や整備の方法などについて、菅野氏か
らは道の駅の業務の効率化やおもてなし等について問題提起がなされました。各自
の発表の後、参加者はグループに分かれ、それぞれ興味を持ったテーマについて問
題の解決策などを考え、話し合いの内容を代表者が発表しました。今回もブナセン
ター、自然学校、ブナの里振興公社、体験案内人の方々など、様々なバックグラウ
ンドをお持ちの方々が集まり、意見を交換することができました。次回は町外から
もお招きして、他町村の取り組みなども勉強していきたいと考えています。（澤田）
　　

観光交流ネットワークミーティング　
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じり通信　No.14 　「89 年前のクマ騒動」
文：山本竜也

　2019 年は札幌でヒグマの出没が相次ぎ、そのたびに大騒ぎとなった。黒松
内近隣でも、島牧村のヒグマ出没のニュースをよく耳にした。しかし、ヒグマ
は昔から北海道に棲んでいて人間との軋轢もいまに始まったことではない。本
誌第 13 号に書いたように、かつて函館市中央図書館にこもって得た南後志関
連の新聞記事スクラップ約 60 年分が私の手元にある。それを繰ってみると先
人たちもヒグマに悩まされていたことが分かる。
　たとえば 1931（昭和 6）年 11 月 5 日付の北海タイムスを見てみる。「黒松
内でも大熊を射獲」と見出しを掲げ、黒松内村作開の北村某（※）が所有する
畑において、10 月 27 日に内沢市太郎、田口栄治、加藤清太郎の 3 人が 11 歳、
85 貫（約 320 キロ）のヒグマを射止めたと報じている。体重からすると、オス
の巨大グマである。このヒグマは、春から作開牧場をはじめ熱郛の田畑を荒ら
しまわり、牛馬多数を害していたため、一同は安堵したとも記す。当時の人た
ちは落ち着かない半年を過ごしていたのだろう。
　それから間もない 11 月 21 日付の函館毎日新聞には、「人間と熊とっ組み合ひ」
と題した記事が出ている。こちらのヒグマは 11 月 19 日に熱郛発電所裏の放牧
場に現れ、牛 2 頭を殴り殺し、逃げようとしたところを葛西政吉という人に見
つかる。政吉はヒグマに飛びかかり、取っ組み合いとなるが、顔や腕に重傷を
負う。ヒグマが消防青年団に捕らえられる一方、政吉の方は生命危篤の状態だっ
たという。続報が見当たらないため、この人が助かったのかどうかは分からない。
　私も 10 回ほどヒグマに遭遇したことがある。幸い、向かってこられたことは
ない。わざわざ警察に通報する気にもならなかった。しかし、最近では、人を恐れないヒグマが増えていると耳にする。
山行の際につねに持ち歩いているクマ対策スプレーは 3 年も前に消費期限が過ぎた。来春には新しいものに買い換えよ
うと思う。　（※この北村某さんは、黒松内在住の郷土史家・北村英芳さんのご先祖ということである。）

【美一】Beech Girls Vol.6

編集から一言：絵が得意だという住吉さん。首から下げている名札のブナの葉のイラストも自作で、文化祭にも絵の出展をしていたそ
　　　　　　　う！木村家さんのお菓子やすずやさんの和菓子も好き、ということで和菓子の本と一緒に写真に収まってくれました。

　11 月 20 日、通算 3 回目となる観光交流ネットワークミーティングが開かれました。毎回 3 名の発表者に現状の課題
などをお話していただき、その問題点について参加者で話し合うということを行ってそれぞれが抱える問題の解決につ
ながるよう考えています。今回の発表者は、ブナセンター・山崎氏、北の山菜 Web3 号店店長・佐藤氏、ブナの里振興
公社統括マネージャー・菅野氏、の 3名にお願いしました。
　山崎氏からはキャンプ場における平日の集客不足や天候によるキャンセルについ
ての問題が、佐藤氏からは自身の山林の活用や整備の方法などについて、菅野氏か
らは道の駅の業務の効率化やおもてなし等について問題提起がなされました。各自
の発表の後、参加者はグループに分かれ、それぞれ興味を持ったテーマについて問
題の解決策などを考え、話し合いの内容を代表者が発表しました。今回もブナセン
ター、自然学校、ブナの里振興公社、体験案内人の方々など、様々なバックグラウ
ンドをお持ちの方々が集まり、意見を交換することができました。次回は町外から
もお招きして、他町村の取り組みなども勉強していきたいと考えています。（澤田）
　　

一社）黒松内町観光協会　Vol.21 ３

函館毎日新聞 S6年 11 月 21 日付

お名前：住吉　和（すみよし　いずみ）　さん
1993 年２月 6日生まれ /A型 / 上ノ国町出身
家族構成：父と母。現在は黒松内で一人暮らし
住まい：10 区

Ｑ１、子供の頃はどんな女の子でしたか？
Ａ１，引っ込み思案だけどわんぱく。やんちゃな男の子と秘密基地を作ったりし
　　　て遊んでいた反面、人前に出るのは苦手でした。

今回はマナヴェールの司書さんです。

Ｑ２、黒松内のおすすめスポットを教えて下さい。
Ａ２，東山です。春の桜、秋のもみじの風景が好きです。
Ｑ３，旅行で行ってみたいところはありますか？
Ａ３，今は鹿児島が気になっています。伝統工芸が好きなので、そういったものを
　　　巡りたい。鹿児島の組み木に今は興味を持っています。
Ｑ４、生まれ育った上ノ国町のおすすめスポットも教えて下さい。
Ａ４、上ノ国町は地域の歴史文化を推している町です。勝山館（かつやまだて）　
　　　という山城の跡や、重要文化財にも指定されている笹浪家という、黒松内
　　　の近くでいうと寿都の佐藤家のような、鰊漁を営んでいた古い民家などが
　　　あります。
Ｑ５、黒松内に住んでみて感じたことを教えてください。
Ａ５、無難かもしれませんが、自然が豊か。散歩が好きなのでやっぱり自然が豊かだと癒やされます。

北海タイムス S6年 11 月 5日付
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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　
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NAGI’ S
キッチン

・ごぼう（太め）　　1本
・煎りごま　　　　20ｇ

今回は "ごぼう " のお料理。
今が旬のごぼうを今回は「たたきごぼう」でいただきます。
おせちに入れてもよし、お正月の豪華な料理の箸休めの一品にしてもよしの
ごぼう。さっぱりと食べられる味に仕上げます。

　森歩きでは草花を観察して歩くことが楽しい。しかし、ウィンターシーズン、雪に覆われた
森には花がない。そこで、観察対象の中心が樹木ということになる。更に、樹木を観察していて、
花の代役にもなり、興味をかきたてられるのが木の枝の先端などにちょこんとでている冬芽（ふ
ゆめ）たちだ。冬芽とは、晩夏から秋にかけて形成され、越冬などして春に成長、葉や花にな
る芽のこと。大半の樹木から葉が落ち、花がない冬の樹木から「どんな樹木なのか？」と識別
する際に大きなてがかりとなる冬芽だが、持ち運びやすいこのハンドブックは使い勝手がよく、
大変重宝する樹木図鑑だ。著者の一人である林将之氏は樹木の葉や冬芽を直接スキャナで撮影
する方法を独自に考案した樹木作家で、冬芽ハンドブックには、身近な野生樹木約 200 種類の
美しい冬芽スキャン画像が掲載されている。また、もう一人の著者である広沢毅氏の監修で「検
索表」が収録されていて、大分類＞中分類＞小分類＞微細分類と分類分けされ、知りたい樹木

の種（しゅ）に辿り着くことができるところも楽しい。今シーズン、冬の森歩きのパートナーとして冬芽図鑑はポケッ
トに忍ばせてみてはいかがだろうか。　　※本コーナー菅野氏が冬眠中のため、代役で事務局の本間が担当しました。
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☆たたきごぼう☆　
材料（2~3 人前）
＜合わせ調味料＞
★砂糖　　大さじ５
★酢　　　大さじ３

①ごぼうは皮をそぎ落として 15 ㎝くらいの長さに切り、15 ～ 20 分程度
　水にさらしておく（アク抜き）。
②ごぼうが浸るくらいの水を鍋に入れ７～８分茹でる。
　☆この時の茹で時間で硬さも決まるので柔らかめが良い場合は１０分
　　を目安に茹でる。
③煎りごまをお好みですり、そのまますり鉢の中に砂糖、酢、醤油を入
　れよく混ぜ、分量の水を入れて漬けダレを作っておく。
④茹でたごぼうはざるにあけ４㎝幅くらいに切ってから４等分に割り、キッチンペーパーで水気をよくふき取ってか
　らめん棒でごぼうをたたく。
⑤漬けダレにごぼうを入れよく絡ませて完成。

★醤油　　150cc
★水　　　150cc

‐ごぼう豆知識 -
食物繊維が豊富なのはみなさんご存じのごぼうですが、アミノ酸の１種アルギニンという成分も多く含んでいます。アル
ギニンは新陳代謝や肌に良いとわれています。また、カリウムを含んでおり血圧を下げる働きと、リグニンと呼ばれる食
物繊維がコレステロールを減らしてくれる働きもあるという、万能野菜なごぼう。以上、豆知識でした！

一晩おいて翌日食べてもとっても美味しいです♪

「冬芽ハンドブック」　著者：広沢毅 / 解説  林将之 / 写真　文一総合出版　定価 1,200 円 +税　　


