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北海道阿寒郡
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キロ。阿寒湖と広大な釧路湿原の間に広がる阿寒郡鶴居村。

つるい」が開催される。
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北海道の道東、釧路空港からクルマで約

）
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人口2500人ほどの小さな村に、基幹産業である酪農の牧歌的な景観が広がり、
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村の名前の通り、特別天然記念物タンチョウが人々と共生する。
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冬のシーズンになると国内はもとより、海外からもカメラを手にした多くのタンチョウ愛好家たちが訪れる。
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７月５日〜７日には「日本で最も美しい村」連合総会・フェスティバル2018
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文：高橋秀子（
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昭和 年に舌辛村（現釧路市阿寒町）から分村し、昨年、

平成 年には開村 周年を迎えた鶴居村。人口2500人ほ

どの小さな村ながら、ここ数年、人口は横ばいを維持してい

る。宅地造成による移住・定住促進にも取り組み、釧路への

ベッドタウンとして居を構える人々が増えている。

村を支える基幹産業は酪農。道内でも屈指の酪農の里であ

り、良質な牛乳から作られるチーズ「鶴居」は国内の権威あ

る「オールジャパン ナチュラルチーズコンテスト」で６大

会連続受賞を果たすなど、その美味しさはお墨付き。村内の

加工体験施設「酪楽館」は、珍しいゴーダチーズ作り体験な

ども行える人気の施設だ。

「日本で最も美しい村」連合に加盟したのは平成 年。登

録資源は、特別天然記念物のタンチョウ、酪農景観。釧路湿

原はかつて谷地（やち）と呼ばれ、
「不毛の大地」とされて

きた。昭和の高度成長期に開拓構想が持ち上がったが、環境

保全の動きもあり、その大部分は手つかずで残ったことが、

奇しくも絶滅危惧にあったタンチョウを救う「楽園」の地と

なった。
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オホーツク海

屈斜路湖

摩周湖

鶴居村
釧路市
太平洋

Access Information

釧路空港より車で 40 分
approx 40min by Car from Kushiro Airport

JR 釧路駅より阿寒バスで約 50 分
approx 50min from Kushiro Station by the Akan Bus

Photo : © 和田正宏
朝日に照らされた霧氷が朱に輝く。タンチョウの一日が始まる

Tsurui Akan-gun, Hokkaido Prefecture
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見る者の心をとらえてやまないタンチョウ。その名前は赤
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い（丹）
、
頭（頂）から来ており、
真っ白な身体に黒い首と翼、

し」という民話があるように、日本人には馴染みの深い鳥だ

が、ここ鶴居村の人々には、
「鳥」というよりは、人間の「仲

間」として共存共生してきた歴史を持つ。ちなみに、北海道

の先住民族であるアイヌの人々からは「サルルン（湿原）カ

ムイ（神）
」＝「湿原の神」と呼ばれてきた。

毎年、冬になるとタンチョウを目的に訪れる観光客が集中
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鶴居村
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そして赤い頭頂部という、その色彩的な美しさも魅力。旧千
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し、村内の宿は一年前からリピーターの予約で埋まるほどの

人気。国内はもとより海外からもファンは多く、タンチョウ

を脅かすことなくねぐらを見られる唯一の場所「音羽橋」は、

早朝から撮影スポットを確保するカメラマンや観光客で賑わ

16

う。厳寒期、川霧のなかにたたずむタンチョウの姿は幻想的

2

であり神秘的でもある。

30

訪れた 月、早朝はマイナス 度。内陸型気候で、比較的、

雪は少なく晴天の日も多いが、日によってはマイナス 度ま

で下がる。大地の全てが凍りつくような厳しい寒さゆえに、

The key industry that supports the village is dairy farming. It is one of the best dairy
farming villages in the Hokkaido, the cheese "Tsurui" made from high-quality milk is
obsessed with success in winning 4th consecutive tournaments at domestic prestigious
“All Japan Natural Cheese Contest” and its taste is guaranteed. The food processing
experience facility "Rakurakukan" in the village is a popular facility provide an experience
of rare Gouda cheese making.
They joined the union of "the most beautiful village in Japan" in 2008. The regional
resources are the Kushiro Shitsugen (Marshland) National Park and the Tancho cranes of
a special national treasure. The Kushiro Shitsugen was once considered a "barren land".
Although the reclaiming scheme was raised in the Showa era during the high growth
period, since most of it remained unspoiled owing to the movement of environmental
conservation, it turned out to the land of "paradise" that save the endangered tancho
cranes.
The tancho cranes continue to fascinate the viewer's heart. Its Japanese name “Tancho”
comes from “Tan” means the red and “Cho” means head and its colorful beauty such as
the pure white body, the black neck and the wing, and the red head top, is also attractive.
Although it is also used as a motif of the former 1,000 yen bill and Japanese painting, and
is old birds familiar to the Japanese as there is a folk tale of "The Grateful Crane", there
is a history that they have been coexistent and live together with people as "companion"
rather than "bird" in Tsurui-mura.
Incidentally, it has been called "Sarulun (Marshland) Kamui (God)" = "God of marshland"
from Ainu who are indigenous people in Hokkaido.

あらゆる生命の輝きは美しく研ぎ澄まされる。

It’s located in the eastern Hokkaido and about 40km by car from Kushiro Airport.
There is Tsurui-mura between Lake Akan and the vast Kushiro Marsh. A pastoral
scenery of dairy farming as the key industry spreads in a small village with about
2,500 population and the tancho cranes of special national treasure coexist with
people as the village's name suggests. During the winter season, many tancho
cranes lovers with a camera in hand come from home and overseas.
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札幌生まれの札幌育ち。仙台で過ごした大

が並ぶ。カメラは、ネイチャーズベストフォ

カスタムバイク、100種類以上のバーボン

リットを語り伝えている。

マにした講演活動も行い、自身の考えるスピ

の大学や企業などで
「自然環境と人間」
をテー

青春時代から武道に励み、剣道の北海道公立高校のチャンピオンに輝いたこともある安藤さん。見た目は屈強だが、質問に真剣に答え
てくれる語り口は温和で知的。まさに文武両道の「漢」だ

To cherish “small units” is important.
Makoto Ando/Wilderness Lodge Hickory Wind
Travelling all around Japan four times during his college years, Makoto Ando came to realize that “the authenticity dwells nowhere else but in the countryside.”
His philosophy and the way of living communicated through “a place of encountering and excitement” kick-start the engine in his guests’ spirits.
Born and raised in the city of Sapporo, Ando
realized that “the authenticity dwells nowhere else but
in the countryside” while he visited every corner of
the provinces upon his motorcycle journey during his
college years in the city of Sendai, Miyagi prefecture.
It has been twenty years since he had opened Hickory
Wind as “a place of encountering and excitement.”
A professional photographer, nature guide, pottery
buyer—the man with many talents even has a unique
career of teaching history at a cramming school after
he has graduated collage.
Over 70 percent of the people who stay at his
lodge are repeat guests. Many young people visit
sympathizing with Ando’s perspective on life and
way of living. In the gallery space with warm wooden
interior, he exhibits the world he loves: his lively
photographs of wild animals, guitars he loves to play,
hand-built motorcycles as well as bottles of whiskeys.
His talent in photography is proven by the awards
he received two years in a row from the competition
Nature’s Best Photography Asia.
It has been 30 years since he had moved into
Tsurui-mura village. The village of 2500 people
has a history of choosing a path of independence
in the form of separation rather than merger. “The
mainstream of this modern age is to slash off wastes,

focusing too much on efficiency. But nothing is a
waste. Moreover there are values which are born out
of continuation of doing something time consuming.
One of them is trust. Living in Tsurui-mura is equal
to ‘building up trust.’ Trust is born only out of
continuation.”
An important aspect Ando thinks in living in
the village is that the faces of the residents and
producers are visible, knowing who made what within
each others’ reach. Ando also feels that to cherish
“small units” like the villages affiliated with “the Most
Beautiful Villages in Japan” is important. To live in
Tsurui-mura is “to work on building trust continuously
as a small unit,” he says.
“In metropolitan cities people’s memory capacity
is overflowed with information. Efficiency is more
important than anything else, having priority over
human spirit. That’s how metropolitan cities are.” He
gives lectures at collages and companies throughout
Japan under the theme of “natural environment and
human beings.”
The food served at the lodge is cooked by Ando’s
wife Shinobu, who is a certified Hokkaido Food
Meister, which is the certification given to those with
correct knowledge about the produce of Hokkaido
and who are able to serve delicious food. Other than

fish and meat, she particularly focuses on the natural
flavors of vegetables. “I take extra care in drawing
out the natural flavors of our vegetables.” The menu
items change according to the guests’ age and where
they are from. There is not a single day when the
same plate is served.
“Tsurui-mura literally means ‘the village where
cranes are’ but more accurately, it is ‘the village where
cranes chose to be.’ It is important to care about the
village you live and to be able to respect those who
are proud of the village. I can go on proudly talking
about Tsurui-mura for at least a month.” Another
important thing is to change how our children think
about the village. “I don’t want to be one of those
grown-ups who make children say they want to go
live in Osaka or Tokyo when they’re older. They have
a freedom to go out of the village but I need to make
it a place where they want to come back. We must
produce attractive villagers.”
The more severe the coldness is, the more beautiful
everything in this village becomes and lives sparkle.
The earnestness is essential in this village. “We can’t
survive if we live idly by in this village. That might be
the very charm of Tsurui-mura.”

上／夕暮れ時も良いが星空カヌーはなんとも幻想的。下／ウェルダネスロッジとは「原野の中の宿」
。文字通りワイルドな森の中の一軒家。右／提供
するガイドのひとつ、カヌーは季節や時間帯によってもその表情を変える
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ウィルダネスロッジ「ヒッコリーウィンド」 安藤誠さん

学時代、
趣味のオートバイで日本一周を巡り、

トグラフィー アジア写真コンテストで 年

2

大学時代、オートバイで日本全国を旅すること 回。
「田舎にこそ本物が宿る」と気づく。
「出会いと感動と学びの場」を通じて伝えられる安藤さんの言葉は、訪れる人の心のエンジンに火をつける。

地方の隅々を見ることで「田舎にこそ本物は

ヒッコリーウィンドで出される食事は、北

連続受賞している。壁に掛かる至近距離で撮

イスターの資格を持つ奥様、
忍さんのお手製。

宿る」と気づいた。旅から学んだ「出会いと

どの村は、かつて合併でなく「 分村 」とい

魚や肉の素材はもちろん、特にこだわるのは

海道の食材について正しい知識を持ち、美味

ガイド、陶器のバイヤーなど多様な顔を持つ

う独立の道を選んだ。
「効率を求めるあまり、

野菜。
「道内の大手ホテルの社長さんとも親

影されたヒグマが来訪者を見つめる。

安藤さんだが大学を卒業後、予備校で歴史を

無駄を省くという考え方が現代の主流です

しくさせてもらっていますが、どんなに高級

感動」
をテーマに、
ヒッコリーウィンドをオー

教える講師をしていた経歴を持つ。

が、すべての物事において本質的に無駄はな

なホテルでも野菜のクオリティを上げること

30

しいものを提供できるという北海道フードマ

「偏差値重視の受験勉強に偏るのではなく、

く、手間がかかることを継続することでしか

は難しいそうです。ここでは、野菜の美味し

20

鶴居村に移住して 年。人口2500人ほ

学ぶことが楽しくて仕方ない、知的興奮を覚

生まれない価値があります。
『信用』がそう

プンして 年。プロカメラマン、ネイチャー

えるような指導を目指し、
実践していました。

大事なのは住んでいる人の顔や、作り手の

さを引き出すことに最も力を入れています。

らです。
そんな思いがあり、
ここは単なるロッ

顔が見えること。自分の手の届く範囲で、物

ガイドの仕事は、
北海道全域がフィールド。

です。鶴居村で暮らす、ということはすなわ

ジではなく、
『出会いと感動と学びの場』が

事が把握できるということが、この村で暮ら

カヌーガイドから登山ガイドまですべて。安

そこから幕末の維新期にあったような私塾を

コンセプトです」
。

しているポイントという。
「日本で最も美し

藤さんはガイドするお客さまの好みによっ

料理は好評をいただいています」
。ゲストの

ヒッコリーウィンドに宿泊するゲストの多

い村」に加盟する村のように、「小さなユニッ

て、話す内容を変えていくそうだ。お料理と

ち、
『信用を築く』ということ。
『信用』は継

くがリピーターになる。安藤さんの価値観や

ト」ほど大事にしなくてはならないもので、

一緒で一人ひとりにオーダーメイド。

やりたいと考えるようになりました。教育こ

生き方に共鳴して訪れる若者も多い。

鶴居村で暮らすことは、
「その小さなユニッ

「こんなに素敵な仕事なのに、どうしてみ

年齢や出身地によってもメニューは変わる。

「ギャラリーのこの柱は海から拾ってきた

トで、継続して信用を築く作業である」とい

んなガイドにならないのかな？ と思うほ

続しないと生まれないものです」

もの。ドアノブも拾い物。図面さえ引いても

うのが安藤さんの考えだ。

ど。
ガイドというと、
バスガイドやネイチャー

そが人をつくる上で何より重要だと感じたか

らえれば、自分にも建てられると思って」敷

「人間の脳の許容範囲で記憶できることを

ガイドのように『同じことを繰り返す』
『も

365日、
同じお料理が出されることはない、

地内の建物の大部分は手作りだ。

オーバーしているのが大都市。利権やお金が

うからない』というイメージがあるのかもし

というから驚きだ。

木の温もりあふれるギャラリーには、安藤

何より重要で、スピリットよりも優先されて

ために大事なのは、まず田舎に暮らす子ども

さんの撮った野生動物たちの写真、超レアな

のはこの場所にピンと来たから。当初、
「

たちの意識を変えること。
「大きくなったら、

れません」
。安藤さんが目指すのは、「稼げる」

する」仕事として、ガイドの歴史を変えるこ

年住んでも相手にされなかった」でも、しん

大阪や東京に行きたいと子どもに言わせてい

いるのが都会です」
。ガイド業の傍ら、全国

と。 年前からは後進の育成にも力を入れ始

どくはなかった。
「ここに住まわせてもらっ

る大人じゃダメなんです。いったん、外に出

1

季刊 日本で最も美しい村

ギターたち、モトグッチのエンジンを載せた

めた。

ている、という感謝の気持ちと先輩たちへの

てもいいから、また戻ってきたくなる村にす

の自慢なら か月、話せますよ（笑）
」
。その

「自然の中には真実しかない」というのが

敬意を払いながら、 年以上かけてゆっくり

る。大事なのはタレントやオリンピック選手

20

代の頃、たった一人で鶴居村に移住した

安藤さんの哲学。生きるうえで本当に大切な

と信頼を築き、 年住んでようやく村民にな

10

そして「人生を豊かにして、人をしあわせに

ことはすべて自然が教えてくれた。
「ソロー

安藤さんによると、
「鶴居村は、鶴が居る

「厳しい自然条件ゆえに中途半端では生き残

ではなく魅力ある村民を輩出することです」
。

今はインターネットを使って世界中の情報を

村ではなく、正確には『鶴が選んだ村』
。自

ることができない。それが鶴居村の美しさで

れた気持ちです」
。

収集し、それを語れる時代ですが、僕は自分

分の住む村を大切に思い、誇りを持つことに

はないでしょうか」
。

の『森の生活』のような暮らしをしたかった。

の経験したことや実際、確認したことしか話

リスペクトできているかが重要です。鶴居村

寒さが厳しいほど、生命が一層輝く場所。

しません」
。

20

30

10

4

「小さなユニット」ほど大事にしなくてはならないもの
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She loved “Little house on the Prairie” as a child so much that she opened a guest house up on a hill 19 years ago.
More than 80 percent of the guests come from overseas during the winter season.
The owner is also a WWOOF host, the house is a place of social communication where people from all across the world intermingle.

Born in a town of Kushiro, formerly known as
Akan-cho, after majoring French cuisine in a culinary
school in Osaka prefecture, Sachiko Hattori went on
pursuing a career in the food business. Marrying her
Osaka-native husband when she was 22 years old,
Hattori returned to Hokkaido with her husband when
they had a child. She moved for a short moment to
a neighboring town called Shibecha-cho intending
to run a dairy farm “because we live in Hokkaido”
with her husband who loves countryside and animals
before they opened a farm/restaurant Heart’n Tree
in Tsurui-mura village in 1999. They run a restaurant,
guest house as well as cheese factory up on a hill.
Spreading out is the world of “Little house on the
Prairie” which Hattori loves since she was a child.
Hattori’s dream to run a dairy farm did not come
true because various conditions did not meet. Instead
she found this land. “When I saw a path connecting
to the sky, I thought I wanted to live here. I must
live here even if I had to live in a tent! That’s how
passionate I was.” A spacious land with mild slant

spreads. A “paradise” for Hattori was none other than
a barren land for the locals. She met with opposition
from the local people because the land was “not for
the humans to live.” However, she found a generous
carpenter who took care of electrical and water works
as well as building the restaurant.
“Though I couldn’t be a dairy farmer there are
many farmers in this village who produce delicious
milk. So I decided that I would become a supporter
of such dairy farmers and use their milk produced
in the village in every items in our menu.” One of
the popular items is “Spicy Milk Curry” cooked with
Tsurui-mura’s milk and different kinds of spices.
Colorful “Garden Lunch” is just like a flower field on
a plate. The village-raised pork, bread kneaded with
eggs and “whey,” a bi-product of cheese-making,
as well as pasta with added beets—all carefully and
thoughtfully cooked by Hattori. “Milk and vegetables
are the seasonings here. We need time and energy
to prepare but we are making the full use of natural
flavors of the ingredients.”
The milk, which Hattori fell in love with, is produced

by a family-owned Hishinuma Farm. The quality is
unsurpassed. With one sip, the deep sweetness
spreads in the mouth but leaves fresh and pleasant
aftertaste. “Happy milk by a happy family,” says
Hattori. In the Heart’n Tree, there are a lot of
workshops which visitors can join: cheese-making
with Hishinuma Farm’s milk, creative “saiku” flower
sushi-making, morning bread baking, herbal beeswax
cream making and so on and so on.
“Many of our guests visit through the grapevine or
Facebook. The participants of the Tancho Crane Tour
also stop by for lunch. During the season in February,
85 percent of the guest house customers are from
overseas.” Heart’n Tree registers as a host who
provides farmwork and guest house volunteers with
accommodation and food. There always are a several
WWOOFERs living together. WWOOFERs come
from all over the world making the guest house to be
always international. “We are expecting a 61-year old
female WWOOFER from Australia in April. She will be
breaking the record of the oldest WWOOFER in our
house which was 52 year-old.”

上／
「丘の上の木には心が和むハートがある」
。下／そんな思いがこめられた店には、
世界中からゲストが集う。左／
「外の景色が見えなくなるからカー
テンは嫌い」とレースが飾られた窓辺に佐知子さんの世界が凝縮されている

空につながっているような道を見た瞬間、
「ここだ！」と

Sachiko Hattori/Guest House Heart’n Tree

8

ゲストハウス「ハートンツリー」 服部佐知子さん

The moment I saw a path connecting to the sky I thought—“This is the place!”

19

割以上が外国人。

ン作りなどの体験メニューも充実している。

「お客さんは口コミやフェイスブックを見

て来られる方々が多くて、タンチョウのツ

アーで来られる方がランチに来てくださった

り。 月のタンチョウシーズン中、ゲストハ

ウスは ％が海外の方ですね」
。

農作業や宿のお手伝いをする代わりに住ま

白い壁に赤いドアが印象的なレストランの入り口で

「大草原の小さな家」に憧れて、丘の上にゲストハウスをオープンして 年。冬のシーズン、ゲストの
ウーファーの受け入れも行っているため、世界中の人と人がまじわう「社交場」でもある。

子さんにとって「楽園」に見えた土地は、地

の大工さんが、電気や水道を通すことから、

22

阿寒町
（現・釧路市）
生まれの佐知子さんは、

のご主人と結婚。子育てを機に、北海道へ戻

レストランを建てるところまで親身に面倒を

元の人からは不毛の地。
「ここは人の住む場

ることになった。田舎や動物好きなご主人と

みてくれた。

大阪の調理師専門学校でフランス料理を専攻

ともに「北海道なら酪農をしよう」といった

「自分が酪農家にならなくても、ここには

4

いと食事を提供するWWOOF（ウーフ）の

3

2

所ではない」とみんなに反対されたが、一人

ん、お隣の標茶町に移住。その後、1999

美味しい牛乳を生産する酪農家さんがいる。

ホストにも登録しているため、常時、 〜

名ほどのスタッフ（ウーファー）とともに暮

らす。海外からも訪れるので、常に国籍は

ワールドワイド。
「 月にはオーストラリア

から 歳の女性がウーファーとして来られる

予定。これまでの最高年齢は 歳だったので

記録更新ね」
。

夫婦そろってビール好き。ゲストとともに

夜な夜な美味しい一杯で盛り上がる。
「毎晩

がパーティーみたい。忙しくても楽しいの」

と佐知子さん。同じ方向を見つめる旦那様と

は「毎日のように夢を語り合いながら、いつ

4

85

した後、食の仕事に携わり、 歳で大阪出身

年に鶴居村でファームレストラン「ハートン

んだスパイシーなミルクカリー。ガーデンラ

私はそうした酪農家さんの応援団になろう

の世界が広がっている。

ンチは、皿の上がお花畑のような華やかさ。

ツリー」を開業した。丘の上にレストラン、

「鶴居村を選んだのは、酪農ヘルパーとし

ポークシチューに入れる豚も村内で育ててい

と、レストランでお出しするメニューのすべ

て村に呼んでもらったことから始まる。もと

るものを使い、チーズを作る時に出来る「ホ

ゲストハウス、チーズ工房と、大きな窓があ

もと酪農をやりたかったので、酪農家さんと

エー」の成分や卵を練りこんだパン、ビーツ

てに、村の牛乳を使っています」
。定番の一

の繋がりが出来れば技術を学べると思って」
。

を練りこんだパスタなど、すべて心のこもっ

る自宅を構える。ここには佐知子さんが子ど

最初、
住んだのは小さな庭がついた村営住宅。

たお手製。
「 うちでは牛乳と野菜が調味料。

品は、鶴居村の牛乳と数種類の香辛料で煮込

「それまで大阪にいたので、お庭があるのが

手間はかかるのですが、どれも素材の味を生

か地ビールを作りたいね、と話したり。仲が

良くて、仲間みたいな感覚ですね」
。

子どもの頃から本が大好き。
「赤毛のアン」

それから「大草原の小さな家」はテレビドラ

マでお父さん役を演じた俳優、マイケル・ラ

ンドンにファンレターを書いたことがあるく

らい好き」
。

「自分たちの手で必要なものを作り出す暮

52

61

もの頃から夢見ていた「大草原の小さな家」

すごく嬉しくて。外にテーブルを出してご飯

かしたものばかりです」

佐知子さんがほれ込んだ牛乳は、村内で家

を食べたり、本を読んだり、手紙を書いたり。

すぐ隣は幹線道路だったけれど」と笑う。

ただいてみると、甘く濃厚ながら後味はスッ

族経営する酪農家、菱沼ファームのもので、

出会った。
「空につながっているような道を

キリ。佐知子さんいわく「しあわせ家族のし

酪農を始める、という夢は様々な条件が整

見た瞬間、『ここに住みたい♡』
と思いました。

あわせ牛乳」
。この牛乳を使ったチーズ作り

乳質の良さが自慢。おススメとあって 杯い

テントを張ってでも住むしかない。と意気込

体験のほか、お花の細工寿司作り、朝焼きパ

わず叶わなかったが、その代わりこの土地と

んで」
。ゆるやかな傾斜が広がる大地。佐知

らしにずっと憧れていました」
。

小さい頃は無口で引っ込み思案。子育てを

している頃も、ママ仲間の輪に入るのが苦手

だった。変わったのはここのお店を始めてか

ら。
「住み心地は最高で毎日が楽しい。好き

な環境、好きな世界で暮らしていると、人間

は潜在能力が一気に開花するのかも」
。

佐知子さんの笑顔は、周囲の人をもしあわ

せに巻き込んでいく大らかさを持っている。

読書少女だった頃の気持ちのままに、大人に

なった。そんな佐知子さんの放つ「自由さ」

に惹かれて、今日もまた、世界中からのゲス

トたちが丘の上にやってくる。

「4 年前は豚や羊も飼っていて。ミニ豚でしたが私を母親と思っていて、本当に可愛いかった。またいつか飼えたら」

1
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He is the 4th generation manager of the hotel which marked its 100th anniversary, and also performs as a professional photographer.
The origin of his activity is tancho cranes (red-crowned cranes) that he met in his early childhood.
The boy who was totally fascinated by them still keeps chasing tancho cranes even now that he has grown into an adult.

Hotel TAITO is impressive building of red and green
that imaged Northern Europe. "Many visitors are
concentrated in winter, but March is an interesting
time such as the battle against other cranes over
territory because it's the young crane's leaving from
the nest and mating period. And the cranes from fall
to winter are also interesting. We are sowing seeds by
making appeal to visitors so that they visit throughout
the year.
Actually, Wada helped cranes twice. He has also
helped chicks that fell out from its nest into the
gutter. "The Grateful Crane? I have not been repaid
anything yet, but I may already be repaid because
I have continued the business for over 100 years in
this place." For those living in Tsurui-mura, the cranes
are said to be "companion", not birds. "I go to take
pictures with feeling that I go to see my friend."
Since this hotel is a popular accommodation
among repeat guests and tourists who visited in
winter will book reservations for next year, it is almost
impossible to make a reservation after that year. They
also provide a nature tour from the second half of

April until October and Wada also serve as a guide.
"It's the tour that we take customers to the spot
where cranes are seen surely by walking 5 kilometers
one way in the Kushiro Wetland. Participants are
ranging in age from 3 to 90 years old. After departing
at 5 o'clock in the morning, drinking spring water and
talking about the history of marshland, then we return
to the inn at 9 o'clock after watching the cranes. The
breakfast is served after taking the beauty's bath of
hotel specialty "
Incidentally, the name of the hotel "TAITO" comes
from "Taito" with the meaning of "Tenka-Taihei
(peaceful and tranquil)", but it also has the nuance of
"wonderful" in Finnish by chance. There is an episode
that Finnish people who just happened to visit was
impressed and said "Taito! Taito!"
Nowadays, accommodations offering nature tours
and experience-based activities are popular, but here
is a pioneering entity. "From long ago, sometimes
I took pictures with customers, but I felt a good
response such as 'customers will be pleased if I
provide this kind of things' at that time. "Even though

it has the facilities same level as the city hotel, it's a
small accommodation for people who love nature.
That concept has not changed. "
And Takayoshi of his eldest son is preparing to
develop "Cyclist friendly accommodation and tourism
business utilizing Kushiro Wetland and others".
From the accumulation of data cultivated as a guide
at the Kushiro Wetlands, he focuses on creating
accommodations and courses that meet the needs
of cyclists. Then, he got at an idea of a contemporary
experience-based tourism model which minimized the
environmental loads. Most of all, the combination of
the cyclist who loves nature and the Kushiro Wetland
has a great advantage.
Multiple course plan that can correspond every
cyclist from beginners to veterans. The Installation
of bike rack at resting places. Access from Kushiro
Airport. And the accommodation where the checkingin with a bicycle is available. Over the last 100 years.
And over the coming 100 years. The thoughtful
challenge by the hotel that continues to be loved for
generations continues.

左／バイクを部屋まで持ち込めるのはサイクリストの特権だ。ロードバイク、MTB、クロスバイクとすべての車種に対応。右／ホテル TAITO のフロ
ントに立つ和田正宏さん

年間を通じて観光客に訪れてもらうために

Masahiro Wada, Manager, Hotel TAITO / Chairman of Tsurui-mura Tourism Association

N
P
O

法人美しい村・鶴居村観光協会理事長 和田正宏さん

To attract visitors throughout the year.

T
A
I
T
O

経営・

時に出発し、途中、湧き水を飲んだり湿原

1920 年代に絶滅したと思われていたタンチョウが発見された場所のひとつ、釧路湿原国立公園のキラコタン岬

ホテル

類では日本で一番長生きな鳥でしょう」
。ち

の歴史をお話して、タンチョウを見て 時に

90

創業100年を迎えたホテルの４代目であり、プロカメラマンとしても活躍。
活動の原点は、幼少期に出会ったタンチョウ。すっかり魅了された少年は大人になった今でもタンチョウを追い続ける。

印象的なホテルTAITO。その始まりは、

なみに頭頂部の赤は皮膚の血液の色で、その

は宿に戻り朝食。そしてホテル名物の美人の

40

最高齢は 歳の方がいらっしゃいました。朝

和田旅館という宿。初代オーナーは大正時代

部分に毛は生えていない。興奮するとこの赤

湯にゆっくりつかっていただきます」
。

9

5

残るもので 年近く生きたものもいます。鳥

に鶴居村に入植し、商業、林業、宿泊の つ

い部分が盛り上がって広がる。

3

北欧をイメージした赤とグリーンの建物が

を軸に経営を行った。そのうち今も続くのが

ちなみにホテルの「TAITO」という名

ら来ているが、
偶然にもフィンランド語で
「素

「皆さん、冬のタンチョウを目がけて集中

タンチョウとの縄張り争いをするなど、面白

晴らしい」というニュアンスを持つ言葉。た

宿泊業だ。和田さんは2000年、馬の牧場

しリニューアルオープンさせた。
「牧場だっ

い時期。
それに、
秋から冬にかけてのタンチョ

またま訪れたフィンランド人が「タイト！タ

3

前は「天下泰平」の意味を込めた「泰都」か

たこの地に、タンチョウがつがいで訪れる姿

ウもいい。観光客の皆さんにはそうアピール

イト！」と感激したという。

しますが、 月は子別れや交尾の時期で他の

を、馬の背中に乗った、小学生だった頃の私

して、年間を通じて訪れてもらえるようタネ

だった今の土地に、ホテルTAITOを新築

が見ていました。その頃、タンチョウは百数

先駆け的存在である。
「昔から、お客さんと

今でこそ、ネイチャーツアーや体験型のア

ん。排水路に落ちてしまったヒナを助けたこ

一緒になって写真を撮ったりしていましたの

を蒔いているんです」
。

がきっかけだ。

ともある。
「鶴の恩返しですか？ まだ恩返

で、
『こういうことをやったら喜ばれる』と

羽しかおらず、たまに見られる貴重な生き物

「小学生の頃、怪我したタンチョウが小学

しはされていないけど、この地で100年も

いう手ごたえを感じていました。シティホテ

クティビティを提供する宿は人気だが、その

校に運ばれて来たのですが、手の中のタン

商売を続けていられることが既に恩をもらっ

ル並みの設備を持ちながらも、自然を愛する

2

回助けている和田さ

チョウを間近に見て、頭頂部の赤、それに長

ているのかもしれませんね」
。鶴居村に暮ら

人のためのこじんまりとした宿。そのコンセ

実はタンチョウを

いクチバシの鋭さに衝撃を受けて。こんな鳥

す人々にとってタンチョウは鳥ではなく、「仲

プトはずっと変わりませんね」
。

でした」
。カメラを始めたのも、タンチョウ

が鶴居村にいたんだ！ と。そこからタン

間」だと言う。
「写真を撮りに行く時も仲間

チョウを撮ろうと思ったんです」
。

カメラマンとしてのオフィシャルな活動

は、宿の経営が軌道に乗るまでは、と控えて

に会いにいく意識です」
。

ホテルは冬季に訪れた宿泊客が、翌年の予

4

初めてオリンパスのカメラを買ってもらっ

たのは中学生の頃。そこから和田さんのカメ

らもすっかり遠ざかっていた。ただ、写真を

きた。それまで東京のデパート「 松屋 」や

おり、和田さんはそのガイドを務める。
「釧

撮ることはずっと続けていたので、作品は十

約を取っていく人気の宿になった。 月の後

鶴居村に集まる。巣は湿原のヨシを積み上げ

路湿原の中、片道 キロ歩いて必ずタンチョ

分にある。そろそろ発表する場を作って写真

ラマン人生は始まった。タンチョウの生息地

て作り、卵はオスとメスが交代であたためる

ウが見れるスポットまでお連れするツアーで

展をやりたいという気持ちが高まっている。

「ISETAN」などで行ってきた写真展か

子煩悩な鳥。優雅なイメージに反して気性は

す。これまでの参加者は 歳のお子さんから

のイベントも多くの動員数を誇っている。あ

半から 月まではネイチャーツアーも行って

意外と荒い。
「タンチョウの寿命は、記録に

業後、札幌市内にある老舗「札幌グランド

とはインフラづくりだ。サイクリストの聖地

は北海道東部で、越冬期には600羽ほどが

「カメラマンだけでなく画家、
陶芸など様々

ホテル」の厨房で洋食のシェフとして働い

を視察に行き、
「釧路湿原の方がポテンシャ

な分野で鶴居村の文化度を上げていきたいと

そして長男の貴義さんは、
「釧路湿原等

ルが高い」と確信した。何よりも自然を愛す

となっている瀬戸内海を渡る
「しまなみ海道」

を活用したサイクリストに優しい宿とツー

るサイクリストと釧路湿原の組み合わせは大

ていた経歴も持つ。

リズム事業」の展開準備に余念がない。釧

きな優位性を有している。

思っています。敷地内に、写真を楽しんでも

路湿原でガイドとして培ったデータの蓄積

らうギャラリー＆カフェレストランを開き、

ホテル内のレストランは、昼食時になると

から、サイクリストの受け入れに応えた宿

応できる複数のコースプラン。休憩ポイント

人々が集って交流できるサロンのような場を

混雑する。名物の「スパカツ（鉄板の上にパ

づくりに注力し、自然への負荷を極力小さ

でのサイクルラックの設置。釧路空港からの

作れたらと考えているところです」
。

スタが盛られ、その上にトンカツとミート

くした現代的な体験型観光モデルを極めよ

初心者からベテランサイクリストにまで対

ソースを乗せたメニュー）
」をはじめ、ホテ

アプローチ。そして自転車と一緒にチェック

うと奮闘中だ。

インできる宿泊施設。

何世代にも渡って愛され続けるホテルの優

しい挑戦は続く。

ル自慢のメニューを味わいに客足が絶えな

ロードバイク、クロスバイク販売台数が近

釧 路 管 内 の 観 光 入 り 込 み 客 数 の 増 加。

圏からの観光客と、店内は国際性に富み賑や

年大きな伸びを示し、グルメフォンドなど

い。ランチビールを楽しむ欧米人や、アジア

かだ。実は和田さん、大阪の調理師学校を卒

3
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双眼鏡を手にサンクチュアリで働くチームメイトとともに。千葉出身の原田さん（左か
ら二人目）は赴任で根室や苫小牧にも住み、北海道在住歴は26年

新たな局面を迎えたタンチョウ保護活動

“Wild Bird Society of Japan" that is the parent
organization of Tsurui Ito Tancho Sanctuary is an NGO
organization aimed at environmental preservation of Japan
with more than 50,000 members and supporters. Yoshitaka
Ito who is a villager of Tsurui-mura has kept feeding the
cranes for nearly 40 years. The birth of the sanctuary can't
be explained without referring to his existence.
"Ito is a person who has heightened the momentum of
how to protect tancho cranes of Tsurui-mura. 30 years ago,
he started feeding the tancho cranes privately to protect the
tancho cranes which population dropped to only about 300.
After listening to the stranger like us in a way, he understood
that "We have same spirits of protecting the tancho cranes
" and provided meadow without charge for protection of the
tancho cranes. The Sanctuary would not have been born
without his foresight and honor. "
The tancho cranes collect stems of reeds in a marsh and
make their nests in the middle of March, and chicks are
born between May and June. July is the midst of fledge. In
about 3 months after their hatched, th e chicks grow to the
same size as the parent and white feathers begin to grow,
and they can fly in about 100 days after their hatched. After
November, when it’s getting colder, then harder to foraging
in the marsh, the tancho cranes visit the feeding station
for feeding corn (dent corn). Many cranes come to Tsurui
Ito Tancho Sanctuary and Tsurumidai of two major feeding
floors in the village.
As the background that the tancho cranes gather in
Tsurui-mura in winter, there is the fact that it is close to the
marsh of the breeding ground and that the river which does
not freeze even in winter becomes a rooster of the cranes.
The conservation of tancho cranes has been steered from
"increasing the population" in the past towards the final goal
" being able to stay stable in nature".
A plan aiming for dispersion of overwintering land is
proceeding by cutting feed dosage about 10% a year. "We
are proud and prepared to live with tancho cranes as their
familiar neighbors. This is a feeling of people in the area.
It will aim to expand its habitat throughout Hokkaido and
someday to the main island of Japan as it used to be."

鶴居・伊藤タンチョウサンクチュアリ チーフレンジャー 原田修さん

Conservation movement of tancho cranes entered a
new phase.
Osamu Harada, Chief Ranger, Tsurui Ito Tancho Sanctuary

給餌量を減らしてタンチョウの生息地を分散させようという計画も進み、
タンチョウの保護活動は新たな局面を迎えている。

に残すかなどの保全活動に励んでいます」

3

鶴居・伊藤タンチョウサンクチュアリの母

6

タンチョウは 月の下旬、湿原でヨシの茎

を集めて巣を作り、５月～ 月にかけてヒナ

が誕生する。 月は子育ての真っ最中。生後

7

5

体である「日本野鳥の会」は、会員とサポー

80

ターで 万人以上を抱える日本の環境保全を

目的にしたNGO団体。設立から 年以上が

11

3

か月ほどで親と同じ大きさに成長し、白い

羽が生え、生後100日ほどで飛べるように

30

経つ。
「サンクチュアリ」とは、野生鳥獣の

生息地の保護を目的とした場所のこと。鶴居

れなくなるとタンチョウはエサの飼料用トウ

なる。 月以降、寒さが増し湿原でエサが採

してきた伊藤良孝さん（故人）
。
「サンクチュ

モロコシ（デントコーン）を求めて給餌場を

村の村民であり、 年間タンチョウに給餌を

アリの誕生には、伊藤さんの存在を抜きには

訪れる。鶴居・伊藤サンクチュアリ、鶴見台、

村内の 大給餌場には多くのタンチョウが訪

2

語れない」
。ここでチーフレンジャーを務め

る原田修さんは話す。

い川の中がタンチョウのねぐらとなることな

れる。

タンチョウを守るため、個人で給餌を始めま

どが挙げられる。

「伊藤さんは、鶴居村のタンチョウを、ど

した。私たちのようなある意味、よそ者の話

「オスとメスの区別は鳴き方で判断します。

冬の鶴居村にタンチョウが集まる背景には

を聞いた上で『タンチョウを守る志は一緒』

オスは
『コー』
、
それに続くようにメスは
『カッ

う保護していくかの機運を高めていった方。

と理解し、タンチョウ保護のための牧草地を

カッ』と鳴きます。また威嚇する仕草から、

繁殖地である湿原に近いこと、冬でも凍らな

無料で提供してくれたのです。サンクチュア

けんかに発展することもあって、勝負がつか

50

年前、わずか200羽ほどしかいなかった

リの誕生は、彼の先見性と英断のおかげな

増やす」から「自然の状態で安定的に存続で

ないと最終的にはケリを入れることもあるん

併設されたネイチャーセンターと呼ばれる

きる」というゴールに向けて舵が切られた。

んです」
。その伊藤さんの協力と理解を得て、

施設には、レンジャーという専門のスタッフ

給餌量を年 割ほど削減することで、越冬地

ですよ」
。

がいて、来訪者への解説などを行うほか、保

の分散を目指す計画が進んでいる。「タンチョ

日本野鳥の会が設立したのがこの「鶴居・伊

全調査、自然環境の管理などを担っている。

ウと共に暮らす誇りと覚悟。これが地域の

1

タンチョウの保護はこれまでの「個体数を

「冬はセンターで、越冬時のタンチョウへの

人々にある思いです。かつてのように北海道

9

藤タンチョウサンクチュアリ」だ。

給餌、来客者への対応などを行いますが、タ

全域に、そしていつの日か本州にまでその生

4
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ンチョウが湿原で生活する 月〜 月の間、

息地が拡がることを目指しています」
。

知的でスマートな大石村長。デスクの上に飾ったボトルは丹頂をモチーフにしたラベル
の鶴居村ワイン「クロンヌ・ルージュ」

6

10
センターは閉館します。その間も湿原をいか

Tsurui-mura is “the village where cranes are” as the
village's name suggests. They worked on the protection
of endangered tancho cranes and it was designated as
special national treasure in 1952, and now over 1000
cranes are confirmed. However, due to the increase in
population, new problems such as damage to agriculture
and preservation of wetlands as a habitat occurred and
remain to be solved.
The key industry of Tsurui-mura is dairy and livestock
farming leading the nation in the production of raw milk
exceeding 60,000 tons per year. This village has been
working on dairy farming since the end of the war, our
forerunners improved the dairy farming techniques
through overseas training in the Showa 30' and built a
foundation for the current development of dairy farming.
In the Milk Quality Contest, milk of Tsurui-mura won
Japan's top prize and we have worked on improving milk
quality for years and manufacturing of processed products
such as cheeze. In the 6th All Japan Natural Cheese
Contest, it has also won the Minister of Agriculture,
Forestry and Fisheries Prize and we will continue to work
on the development of high-quality milk and various
processed products. Also, although it can not be sold
yet, we have started manufacturing wine using mountain
grapes and we would like to make it new specialty
products of Tsurui-mura in the future.
Regarding the future development of villages, while
working on dairy farming as a key industry, it is important
to utilize various regional resources and work on tourism
and other agriculture as well.
Last year, we marked the 80th anniversary of after the
opening of Tsurui-mura, and we have advanced to the
next stage. We would like to continue developing a new
village so that we can leave the present beautiful village
Tsurui to the children in the future.
We would like to continue developing a new village so
that Tsurui-mura will continue to be a region can be proud
to the next generation.

80

11

酪農景観の素晴らしさ。ここは日本で最もしあわせな村

In the mind of village mayor Oishi who was born and
raised in this village, the dairy farming landscape which he
has been familiar since his childhood keeps living as the
original landscape.

季刊 日本で最も美しい村

鶴居村 大石正行 村長

Wonderfulness of dairy farming landscape. This is the
happiest village in Japan.
Masayuki Oishi, Mayor of Tsurui-mura

SPRING 2018

鶴居村の村長になって 年目。この村に生まれ育った大石村長の胸には、
子どもの頃から慣れ親しんだ酪農景観が原風景として生き続ける。
開村 年を迎えた2017年。村は新たなスタートを切った。

色を子どもたちの未来に残していくことが大

的な景観が残る美しい村です。この美しい景

です。絶滅の危機にあったタンチョウの保護

切なことと思っています。

鶴居村は、その名のとおり「鶴の居る村」

に取組み、1952年には、国の特別天然記

30

年代におよそ

5000人のピークを迎え、その後は、離農

鶴 居 村 の 人 口 は、 昭 和

えるタンチョウが確認されています。
しかし、

と若者の流出により、2500人まで減少し

念物にも指定され、現在は、1000羽を超

生息数の増加により、新たな問題も起ってお

支援の実施、宅地造成などの移住定住策にも

力を入れ、
人口減少は一定の歯止めがかかり、

現在は、横ばいを維持しております。

今後の村づくりについては、酪農を基幹産

業としながら、さまざまな地域資源を生かし

て、観光やその他の農業にも取組んでいくこ

とが、大切と考えています。

ていますが、さまざまな酪農支援策や子育て

6

り、農業被害や生息地である湿原の保全が今

後の課題でもあります。

村の基幹産業は、年間 万トンを超える生

30

乳生産を誇る酪農畜産です。戦後から酪農に

取組み、昭和 年代から我々の先輩方が、海

外での研修等を通じて技術を高め、今日の酪

農発展の礎を築いてきました。

乳質コンテストでは、日本一に輝いた実績

20

鶴居村が、
「日本で最も美しい村」連合に

加盟したのは、平成 年です。加盟前から、

6

もあり、長年に亘る乳質向上やその良質乳に

よるチーズなど加工品製造への取組みも行

地域を中心とする美しい地域づくりに取組ん

できましたが・加盟を機に住民の意識は大き

い、第 回オールジャパン・ナチュラルチー

ズコンテストでは、最優秀賞である農林水産

く高まったように感じております。

なスタートを切りました。子どもたちの未来

80

大臣賞も受賞しており、今後も良質な牛乳の

いきます。さらに、山ぶどうを使ったワイン

に今と変わらない美しい村鶴居を残せるよう

昨年、鶴居村は、開村 周年を迎え、新た

の製造も始め、まだ販売には至っていません

に心も新たに村づくりを進めていきたいと

生産と、さまざまな加工品の開発に取組んで

が、新たな鶴居村の特産品にしていきたいと

思っております。

7

思っています。

つるい」が開催

そして、今年 月５日〜７日にはここ鶴居

フェスティバル2018

私は、生まれも育ちも鶴居村です。子供の

していましたが、役場近くの高台から見下ろ

されますので、その準備に向けて村を上げて

村を舞台に、「日本で最も美しい村」
連合総会・

す市街地中心部の景色が大好きでした。
また、

機運が高まっているところです。

ころは、学校までの キロほどを歩いて通学

村内には、牧草地の豊かな緑が広がり、牧歌

in

2
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釧路空港。到着ロビーから釧路駅行きのバスに飛
び乗る

千歳空港経由で釧路空港へ向かう（新千歳→釧路）

猛吹雪の秋田空港を離陸（秋田→新千歳）

気温がマイナス 30 度近くまで下がる鶴居村
の厳寒期、川霧に浮かぶ丹頂の姿は幻想的

夜明け前、その姿を待ちわびる人々の目の前
に２匹の丹頂が羽ばたいた

早朝の音羽橋はカメラマンたちが続々と押し
寄せる。その数は優に100人以上

雪裡川（せっつりがわ）にかかる音羽橋は、
丹頂の撮影スポットとして大人気

温根内ビジターセンター。釧路湿原を学び、 木道や湿原に目をこらすと、水泡のような模様な
ど自然界が作った雪のアートが広がる
散策などの体験が楽しめる

湿原を散歩していると、雪の上にウサギや丹
頂の足跡を見つけることも

温根内（おんねない）ビジターセンターには
全長約 3 キロの木道コースがある

乳製品工房・酪楽館では、「ハイジ」の世界
に出てくるようなチーズ作り体験が楽しめる

村の特産品として今後、売り出してゆく地元産ぶ
どうのワイン「クロンヌ・ルージュ」（赤い冠）

良質の生乳から作られるチーズ「鶴居」をは
じめ、特産品などを販売する「つるぼーの家」

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
給餌場の一つ、鶴見台には、毎年 11 月～ 3 月の間、
約 200 羽の丹頂が餌を求めてやってくる

「鶴居村ふるさと情報館」に残る鶴居村営軌道。
入植者の足として昭和 40 年代まで活躍した

美しい村撮影クロニクル 鶴居村編

取材先によっては前泊をすることにしてい
きのフライト」とのこと。やはり今夜は札幌

陸できない場合は千歳空港へ引き返す条件付

写真・文 田村寛維

る。それは旅の始まりであり楽しみであり、
でラーメンなのだろうか。

と懐かしい地域だ。カヌーやカヤック、フラ

イドの仕事をしていたので鶴居村周辺は随分

代の頃に北海道 標 茶 郡虹別でアウトドアガ

テルを探し予約を済ませた。
取材の度に思う、

ホテル予約をしていない。車内で駅近くのホ

る。こんなこともあろうかと毎回前泊時には

釧路駅行きのバスが待機していたので飛び乗

路空港に着陸できた。到着ロビーにはすでに

確かに着陸時には大きく揺れたが無事に釧

自分自身のチューニングのための時間にも
なっている。
今回向かう先は北海道阿寒郡鶴居村だ。

イフィッシング、トレッキングなど道東の自
「どうしてこうも前日は荒天に見舞われるの

しべちゃ

然に身体ごと触れた時間だった。今はこうし

港から釧路空港行きのトランジットは 分。

出発遅延のアナウンスが流れている。千歳空

用機の遅れとなっているらしく、ロビーでは

が遅れ、それは私が搭乗する千歳空港行き使

立ち食いそばで朝食を済ませた。

役場行きのバスチケットを買い、駅横にある

浴びながら釧路駅に向かって歩いた。鶴居村

翌朝は綺麗に晴れた。眩しい太陽を背中に

ばしっくりくる。

としている。体内の毒素が抜けた感じと言え

地入りする。ただなぜだか気持ちはサッパリ

だろうか！」暴風、雷、大雪の隙を縫って現

ができることが本当に嬉しかった。

てカメラマンとしてこの地域に降り立つこと

20

月 日秋田から釧路へ向かう。秋田空港

2
は猛吹雪の為、他の空港からの飛行機の着陸

12

たがこの荒天の最中では仕方がない。結果、

何事もなければとても軽快な旅程のはずだっ

ける。
バスのチケットを払い戻して待機する。

て、釧路駅にクルマで迎えにくると連絡を受

バスの発車時刻直前に取材班から連絡が来

いのですが、現地に到着してから係員の指示

いる場合もありますので、乗り換え時間は短

「もしかするとお客様の飛行機が待機して

挨拶。この２月は丹頂の撮影で国内外から多

う途中で「鶴見台」へ立ち寄り丹頂に入村の

への緊張感や期待もある。鶴居村役場へ向か

車内は終始和やかだ。これから始まる取材

ホッとする。

に従ってください」とのこと。今夜は札幌で

まうこともあるが、言葉の節々に残る感情や

んでいる。正面から見ていたら見落としてし

ともある。人の背景には様々な景色が写り込

をコントロールして行くことが困難になるこ

こは決して穏やかなものだけではなく、自分

活の中でも、人との関わりは少なくない。そ

厳しい自然の中や、スピード感溢れる都会生

機内のアナウンスで「釧路空港強風の為、着

とか間に合った」と安堵するのもつかの間、

のことで慌ててロビーを駆け抜けた。
「なん

に聞くと、釧路行きの機体が待機していると

なので払い戻しの手続きをしようと係員の方

心地よく香るご当地のお酒と食材でより地域

込めるようになり大切な時間となっている。

どが共有され、思考の整理にもなりまた詰め

る時の事や、反対に私が外で見てきたものな

題などが和やかに始まる。私が外を歩いてい

舞い降りてきた鳥のように、取材時の事や課

その日の取材を終えるとどこからともなく

していき、新しい自分と出会うことがある。

は進んで行く。人は人と関わることで変化を

力があり、次の方向へ誘導されるように取材

たれる。その言葉（空気の振動）には温度や

地のことや思いが言葉に変換され、体外へ放

それはもちろん紙面のコンセプトに従う前提

良くだけで完結させたくないと考えている。

さや難しさは人により様々だが、綺麗に格好

拾い集めたいのだ。ポートレート撮影の面白

私は撮影する時に、それらを一つでも多く

る。
「なんとかしなければ」から始まり、
「自

そこはとても本質的であり原理が働いてい

る方ばかりで、その人らしさで生きている。

いく。取材先ではしっかりと自分を持ってい

て取材した数だけ自分のチャンネルが増えて

て自分が浮き彫りにされることが多い。そし

取材する立場にありながらも、取材によっ

で、それらだけで良い時もあるが、本来、人

分しかできないこと」を見つけ出し、自分ら

ローカライズされた個人が存在しているこ

はもっと立体的だから平面になってしまう写

ら写真で説明しなければならない。目に映ら

とは地域にとってはとても有用な財産だ。そ

しさを持った人が多いように感じている。

ないけど感じる温度や感情、イズム、これら

こには県内外からも人が集まる。それは簡単

取材開始と同時に、対象者のそれらを集積

や施策があり、そこには哲学とエンターテイ

方々と出会うことで見えてくる、地域の課題

になし得ない背景があるのだ。そのような

していく。インタビュー最中に席を立ち、外

メント性が付随している。
生きることに必死であり、楽しんでいる姿
は眩しく映る。その眩しさを感じるたびにカ

枚か撮る。少し遠くから丹頂の鳴き声が風に

外を歩きながら風の通り過ぎていく景色を何

変なことだ。それを越えた人の柔かな笑みは

変化して環境を整備していくことは本当に大

らい眩しいのだ。環境のせいにせず自分から

メラの露出をプラス側へシフトしたくなるく

乗ってくる。チタンボディのカメラはキンキ

目の前に出される飲み物一つにとっても安心
感が届く。時間に追われて業務をこなす日常

る。行儀は褒められたものではないが、出さ

頂の狂気じみた美しさ、あの美しさは厳しい

寒さに打ちのめされながら見た雪裡川の丹

はどこにでもあること、それに嫌気をさして

れたお茶などはすぐさま温かいうちに体内へ

自然を模倣しているに違いない。各地に息づ

鼻の頭は赤くなり、髪の毛は風で寝癖のよ

流し込む。お腹の中で暖かいお茶が氷を溶か

く、自分らしく生きる人たちの美しさは、強

いても仕方がないと一蹴される感がある。

してくれるようだった。インタビューの初め

加担しているのだ。

さと弱さを共生させ、地域の美しさづくりに
ているのを感じ妙に安堵する。

の頃と終盤では声色もトーンも柔和に変化し

うに跳ね上がったままインタビューの席に戻

手袋がなかったらと考えるとゾッとした。

ンに冷えて手袋越しから体温を奪っていく。

午後３時を過ぎると気温は急激に下がる。

は寒い。とても寒かった。

ロと歩き回る。とにかく歩き回るのだが今回

に出てその人の生活圏を想像しながらウロウ

写真に焼き付けたい。

は内面的なもので、そこをカメラマンとして

真にはもう少し歩み寄りたい。カメラマンな

がってくる。

に親しみを感じる。

への挨拶をして即座に取材は始まる。この土

鶴居村役場へ到着し、担当してくださる方

くの観光客が訪れる時期のようだ。

外を眺めた。
到着は 時。釧路行きの出発も 時の予定
16

どこのラーメンを食べようか考えながら窓の

んから乗り継ぎ便の案内を聞く。

そして程なくして合流、久しぶりの顔ぶれに

分の遅延を告げるアナウンスが流れた。遅

45

れながらもなんとか搭乗した機内で、CAさ

45
眼差しの強弱にも表情があり素性が浮き上

16
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至鶴見峠

オオワシ（大鷲）

翼を広げると２m40cm もある日本最大
の猛禽類。冬になるとロシアから渡って
きます。絶滅危惧Ⅱ類（環境省レッドリ
スト）国の天然記念物

村民の森●

●鶴居運動広場

オジロワシ（尾白鷲）

鶴居・伊藤
タンチョウ
サンクチュアリ
●
鶴居村役場●

多くはロシアから冬になるとわたってきま
すが、北海道内（鶴居村でも）繁殖してい
るオジロワシもいます。絶滅危惧Ⅱ類（環
境省レッドリスト）国の天然記念物

●鶴居どさんこ広場

53

エナガ（柄長）
●鶴見台

アメリカンミンク

北海道は頭部が白い亜種シマエナガ。
体長は約 14cm。「可愛い」としか言
いようがない野鳥会のアイドル。「雪
の妖精」とも呼ばれています

●音羽橋

小魚や昆虫類、甲殻類、両生類、鳥類、
ほ乳類など、湿原や水辺にすむ多くの
生き物を捕らえて食べます

アカゲラ（赤啄木鳥）

●キラコタン岬

キ ツ ツ キ 科。 黒・ 白・ 赤 の 配 色 を
し て い る。 頭 部 が 赤 い の は オ ス の
み（１年目の幼鳥も赤い）。鳴き声は
「キョッ！」

●宮島岬

エゾユキウサギ

夏毛は全体ほぼ褐色から灰褐色で、冬
毛は白色。耳の先端は夏冬通して黒い
ままです

キタキツネ（北狐）

釧路湿原国立公園

北海道のほぼ全域、特に道東に多く生
息しています

温根内●
ビジターセンター

53

タンチョウ（丹頂）

エゾヒグマ（蝦夷羆）

クマ科では最大の体長を誇る。日本に生
息する陸棲哺乳類でも最大の種です

至釧路市

エゾシカ（蝦夷鹿）

つぶらな瞳が可愛らしい比較的遭遇率
の高い野生動物です。道東エリアには
多く生息しています

ゴジュウカラ（五十雀）

背面は青灰色、腹面は白色と淡い褐色と洗練
された配色。
木の幹を上下に行ったり来たり、
飛び移ったり自由に移動する

タンチョウは日本の野鳥の中では
最 大 級 で、 全 長 は１ｍ40cm、 つ
ばさを拡げると２ｍ40cmもあり
ます。北海道東部を中心に生息し
ています。国の特別天然記念物

鶴居村の生き物たち

Village Tsurui Map
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リビングには薪ストーブがたか

がある。ここに住む魅力は酪農の

的に子どもと関わろうという姿勢

年生の女の子を筆頭に、小学

のが嬉しい」とご主人。

れ、外は氷点下でも家の中はポカ

村ゆえ、美味しいチーズや乳製品

いと言われて私の中で鶴居村が気

ポカと暖か。
「 子どもたちが学校

を日常的に食せること。それから

鶴居村が移住施策の一環として

人の娘さんと暮らす八巻さんご家

ちらでは子どもの数が少ない分、 「 鶴 居 の 人 は あ っ た か い ん で す。

に通うのがすごく楽しそうで。こ

面倒見も良いし、人とのかかわり

38

人。

族。移住のきっかけは、お世話に

先生方の教育は、時に厳しくも手

もある意味、濃厚です。人との付

小学校は全校生徒わずか

なった先輩が口にした「住むなら

厚い。親である私たちも、教えら

き合いを好む人には向いていると

になっていた時、タイミング良く

鶴居村がいいんじゃない」という

れることがたくさんあります」と

思います」
。笑顔で語ってくれる

宅地造成を行う下幌呂（しもほろ

ご夫婦の地元である釧路市から

奥様。ご夫婦揃って「鶴居村に来

ご主人と、そのそばでうなづく奥

地域には行事も多く、住民も積極

も近い鶴居村、という名前が頭の

て良かった」と口をそろえる。

様。隣では、いま、この地域の子

2

6

広告を見てピンときました」
。

中にインプットされていた時、た

「鶴居村に帰ってくるとホッと

どもたちが真剣に取り組んでいる

3

5

ろ）地区に移住して 年目。小学

またま新聞の広告で下幌呂の分譲

します。星空も綺麗ですし、夏は

という、北海道特有の「下の句か

年生、年長さんと、育ち盛りの

地を見つけた。
「僕自身、家を建

カブトムシを捕まえに行ったり」

鶴居・伊藤タンチョウサンクチュアリ / 原田修

何気ない一言だった。

てる仕事をしていて、釧路管内を

Masahiro Wada, Hotel Taito

るた」に夢中になる娘さんたち。

ホテル TAITO / 和田正宏

と奥様。週末の過ごし方も変わっ

Sachiko Hattori, Heartntree

動いているので距離的なこだわり

ハートンツリー / 服部佐知子

「釧路管内のかるた大会で優勝し

Makoto Ando, Hickory Wind

た。
「 それまでアパート住まいで

ヒッコリーウィンド / 安藤誠

はありませんでした」とご主人の

鶴居村 TSURUI

たので、次に向けて熱が高まって

北海道 HOKKAIDO PREFECTURE

チャンスのなかったバーベキュー

with English Translation

聡さん。奥様のまみさんも「子育

定価 450円

（会員価格 300円）

いるところなんですよ」と奥様。
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を日常的に楽しめるようになった

2018 SPRING

季刊 日本で最も美しい村

てするにもノビノビした環境がい

季刊 日本で最も美しい村

SPRING 2018

Osamu Harada, Tsurui Ito Tancho Sanctuary

鶴居村 大石正行 村長

Masayuki Oishi, Mayor of Tsurui-mura

美しい村撮影クロニクル
Chronicle Tsurui-mura

鶴居村編

「日本で最も美しい村」連合
63 町村からのお知らせ

八巻さんファミリー（鶴居村）

「日本で最も美しい村」連合は、
サポーター会員を募集しています。

「日本で最も美しい村」連合は、小さくても輝くオンリーワンを持つ農
山村が、自らの町や村に誇りを持って自立し、将来にわたって美しい
地域であり続けるため活動しているN P O 法人です。わたしたちは、こ
の活動を支えていただくサポーター会員
（企業・個人）
を募集しています。

全国の加盟町村／美瑛町（北海道）
、赤井川村（北海道）
、大蔵村（山形県）
、大鹿村（長野県）
、上勝町（徳島県）
、南小国町（熊本県）
、高原町（宮崎県）
、木曽町（長野県）
、標津町（北海道）
、馬瀬（岐阜県）
、
鶴居村（北海道）
、京極町（北海道）
、飯豊町（山形県）
、中川村（長野県）
、南木曽町（長野県）
、伊根町（京都府）
、馬路村（高知県）
、小坂町（秋田県）
、東成瀬村（秋田県）
、昭和村（群馬県）
、伊参（群馬県）
、
早川町（山梨県）
、小川村（長野県）
、曽爾村（奈良県）
、海士町（島根県）
、新庄村（岡山県）
、上島町（愛媛県）
、星野村（福岡県）
、小値賀町（長崎県）
、綾町（宮崎県）
、喜界町（鹿児島県）
、飯舘村（福島県）
、
北塩原村（福島県）
、高山村（長野県）
、十津川村（奈良県）
、智頭町（鳥取県）
、多良間村（沖縄県）
、黒松内町（北海道）
、六合（群馬県）
、東白川村（岐阜県）
、本山町
（高知県）
、塚原（大分県）
、三島町
（福島県）
、
小代（兵庫県）
、吉野町（奈良県）
、東峰村（福岡県）
、那珂川町小砂（栃木県）
、松崎町（静岡県）
、和束町
（京都府）
、高森町（熊本県）
、球磨村（熊本県）
、大玉村（福島県）
、椎葉村（宮崎県）
、江部乙（北海道）
、
江差町（北海道）
、田子町（青森県）
、原村（長野県）
、伊那市高遠町（長野県）
、川根本町（静岡県）
、清里町（北海道）
、中札内村（北海道）
、佐井村（青森県）
、弘前市岩木（青森県）

Vol. 11

Vol. 12

2015年春号
北海道美瑛町

2015年夏号
鹿児島県喜界町

Vol. 13

Vol. 14

2015年秋号
長野県木曽町

Vol. 15

2015年冬号
愛媛県上島町

2016年春号
福岡県星野村

Vol. 16

Vol. 17

2016年夏号
山形県飯豊町

Vol. 18

2016年秋号
静岡県松崎町

Vol. 19

2016年冬号
奈良県曽爾村

Vol. 20

2017 年春号
熊本県高森町

2017 年夏号
北海道赤井川村

Vol. 21

2017 年秋号
山形県大蔵村

Vol. 22

2017 年冬号
長野県高山村

http://www.murakara.com

季刊 日本で最も美しい村は、書店もしくはオンラインショップからお求めいただけます。

北海道／フローモーション 秋田県／スペシャルティコーヒー豆専門 caffe gita（横手） 宮城県／ MUJIBOOKS（仙台ロフト店） 東京都／カルビー株式会社、MUJIBOOKS（アトレ恵比寿 無印良品）
、丘のま
ち美瑛（有楽町）
、代官山 蔦屋書店、B ＆ B（下北沢）
、キッチン わたりがらす（恵比寿）
、IID 世田谷ものづくり学校（池尻） 長野県／栞日 sioribi（松本市）
、basecamp COFFEE（中川村）
、やぼら清水（木曽町）
大阪府／丸良工業、FOLK old book store、MUJIBOOKS（無印良品グランフロント大阪） 京都府／レティシア書房、ホホホ座、恵文社一乗寺店、伊根工房（伊根町） MUJIBOOKS（無印良品イオンモール京都店）
滋賀県／半月舎 奈良県／カフェねころん（曽爾村） 兵庫県／書肆スウィートヒアアフター（神戸市） 鳥取県／津田英樹邸（智頭町） 岡山県／ MUJIBOOKS（無印良品岡山ロッソ） 広島県／ MUJIBOOKS（無
印良品広島パルコ店） 徳島県／ NPO 法人ゼロ・ウェイストアカデミー（上勝町） 愛媛県／ Kitchen 313 Kamiyuge（上島町） 熊本県／ Cafe karin（南小国町）

タートは、紙面ではご紹介できませんで

【編集後記】 ▼今回のインタビューのス

したが、鶴居村の地域おこし協力隊員と

して活躍した増田喜美子さん。札幌のお

生まれで、飲食の世界に入ったことを

キッカケに、ワイン、そしてチーズの世

界へ。道内でチーズの仕事を探していた

頃、鶴居村が募集していた「チーズの宣

伝隊」に惹かれて移住した増田さん。現

在、村人の願いでもある生ハム作りにか

かわり、同じ「日本で最も美しい村」連

合に加盟する長野県・高山村にも視察へ

行き、製造技術などを伝授いただいたそ

うです。今後は、村の観光資源に育て

発行人・編集長：ジュリアーノナカニシ デザイン：小瀬古智之 中西美嘉 料理造形：明光玲子 英訳：細谷由依子 中西智華 校閲：柴山悠子
印刷：
（株）朝日プリンテック 編集協力：NPO法人「日本で最も美しい村」連合事務局 協力：鶴居村 釧路湿原国立公園 温根内ビジターセンター

ていきたい、とのこと。
「鶴居村は良質

発行：平成 30 年 3月26日 発行元：有限会社エクサピーコ 154-0001 東京都世田谷区池尻 2 - 4 -5 世田谷ものづくり学校 201A
TEL 03 ( 6450 ) 9955 E-MAIL mng @ exapieco.com http://www.exapieco.com

な乳質のおかげで自立できている酪農の

村」という、核心にせまるお話を伺うこ

毎回取材はお一人につき、１～ 時間

とができました。

ほどのインタビューです。何気ない雑談

からいつの間にか本題へ入っていること

が多く、そして取材が終わる頃には、相

手とのささやかな「信頼関係」のような

ものが生まれ、その方のお人柄や魅力が

身近に感じられるほど、
「濃厚」な時間

をご一緒させていただく。それがこの美

しい村新聞の取材の醍醐味だと思ってい

自分の持ち場で、自分の最大限のベス

ます。

トを尽くそうと奮闘されている人々。だ

けど、
そこには「歯を食いしばりながら」

でなく、
「楽しみながら」
「リラックスし

ながら」の、しなやかさもあります。そ

んな村人たちの一人ひとりの頑張りが、

ひいてはその村を明るく照らす。ここで

ご紹介させていただく方々は、みんなが

気づいていないほんの

片隅に目を向ける、ま

さ に「 一 隅 を 照 ら す 」

人々なのです。

（執筆 髙橋秀子）

酪農製品がたくさん生産されている美し

【表紙料理】▼鶴居村はおいしい生乳、

い村とのことで、今号は一面アイスク

リームで作りました。タンチョウのクッ

キーをあしらって、春らしく桜の花びら

を添えました。撮影中にアイスクリーム

はどんどん溶けていきます。鶴居村の春

の雪解けを思い浮かべました。

（料理制作 明光玲子）

【問い合わせ】 E-MAIL mng@exapieco.com
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季刊 日本で最も美しい村は
グリーン電力でつくられています。
有限会社エクサピーコでは、2,000kWh のグリーン電力（地熱）を
利用し、季刊 日本で最も美しい村の編集業務を行なっています。

1

基準

2

トーンカーブ明るさ強め

4

背景少し明るめ

3

アイスの明度-低

4

アイスの明度-同じ

トーンカーブ暗め

トーンカーブ暗め

京極町では長く厳しい冬が終わり、5月の連休あけ頃に
はふきだし公園全体が満開の桜で埋め尽くされます。毎
年多くの観光客が訪れ、知る人ぞ知る穴場スポットに
なっています。今年の春は
「ふきだし湧水」を楽しみなが
ら桜の咲いている公園を散策されてはいかがでしょうか。

○「十二神楽」1本
（720ml）1,500円
（税込）

福島県推奨の酒造好適米を大玉村で栽培し、大玉村
大玉村商工会（村おこし実行委員会）
産
「夢の香」100%で醸造した特別純米酒です。フルー
☎ 0243-48-3931
ティーでまろやかな味わいが特徴です。
http://www.ohtama.-sci.jp

小坂町康楽館
☎ 0186-29-3732

http://kosaka-mco.com

1,000本を超える
エゾヤマザクラ

中札内村観光協会
☎ 0155-68-3390

中札内村の桜六花公園は村内随一の
桜ス ポットで、 頂 上の展 望 台 からは
1,000本を超えるエゾヤマザクラを見る
ことができます。例年4月下旬から5月
上旬ごろに満開を迎えますので、ゴー
ルデンウィークのお出かけにもぴった
りです。気になる開花の様子は、観光
協会のホームページからもご確認いた
だけます。ぜひゴールデンウィークは
中札内村に桜を見に来てみませんか。
http://kankou-nakasatsunai.com

「カルデラをまるごと食べよう!」のコンセプトで毎年8月
「カルデラ
の第1週目の週末にカルデラ公園で開催される
（土）、5日
（日）の
の味覚
（あじ）まつり」。今年は8月の4日
2日間です。毎年好評のメロンやスイカなどのワンコイン
食べ放題、出店やゲーム大会、夜には花火大会もありお
祭りの最後はもちまきで締めくくられます。また、地場農
産物の即売コーナーもあり、会場から郵送も可能です。
赤井川村 企画地域振興係
☎ 0135-34-6211 http://www.akaigawa.com

着物をレンタルして着付けをした後、歴史的建造物や寺社な
どが建ち並び、往時の面影を残す
「いにしえ街道」を散策でき
ます。江戸時代にタイムスリップしたような感覚の中、ゆった
り江差町の町並みをお楽しみください。
江差町役場 追分観光課 観光係
☎ 0139-52-6716 http://www.hokkaido-esashi.jp

黒松内町では、移住を考えている方々向けに家具、
家電、食器などを完備し、着の身着のままで黒松
内に移住した気分で暮らすことができるお試し暮ら
し用の住宅を4棟整備しています。1週間から1 ヶ月
まで滞在期間に合わせて御利用いただけます。
黒松内町役場
☎ 0136-72-3376

http://www.kuromatsunai.com/kuro_immig/

?

北海道黒松内町から

（火）
（金）~11月27日
常打芝居 4月20日
康楽館では、毎年
「下町かぶき組」による大衆演劇がほぼ
毎日上演されています。明治時代からそのままの姿の芝
居小屋での観劇は、まるでタイムスリップしたかのような
気分を味わうことができます。今年は上記の期間中7公演
が行われます。笑いあり、涙ありの人情芝居と華麗な舞踊
ショーは必見です。詳しい公演日程は、下記ホームページ
をご覧ください。皆さまのお越しをお待ちしております。

中札内村

じ

大玉村産「コシヒカリ」100%で醸造し、しっかりとし
た米の香と味わい深い特別純米酒です。

標津サーモン科学館
☎ 0153-82-1141 http://s-salmon.com

あ

大玉村指定無形民俗文化財
「玉井本揃田植え
踊り」及び
「神原田神社十二神楽」に由来してお
り、安達太良山の裾野に広がる肥沃な大地で
育まれた 米 と安達太良の 伏流水 で仕上げ
られた大玉村の地酒を是非ご賞味ください。
○「田植おどり」1本
（720ml）1,380円
（税込）

標津サーモンパークでは、ゴールデンウィークの期間中に
「標津サーモンパーク春祭り」が開催されます。期間中は各
種イベントの他、今年で25回目となるサケ稚魚放流式が
5月3日~5日の間行われ、どなた様でも無料で、お気軽に
鮭稚魚
（あきあじ・シャケの子ども）の放流を体験できます。
鮭稚魚が立派に成長し、無事故郷の川に帰って来ることを
願って送り出す、そんな貴重な体験をしてみませんか。

春の新緑のブナ林で
お試し暮らし
してみませんか

http://www.okuaizu-amikumi.jp/

「田植おどり」

明治の芝居小屋

肘折温泉観光案内所
☎ 023-376-2211 http://hijiori.jp

肘折温泉の朝は、

三島町生活工芸館
☎ 0241-48-5502

朝市のお母さんたちとお
客さんの明るいやり取り
から始まります。春の山
菜に始まり、自家製の野
菜やきのこなど、その季
節の旬の味
覚、お母さ
んたち手作
りの惣菜が、
ずらりと並
びます。

ふるさと
会津工人まつり

http://www.urabandai-inf.com

おおたまの地酒

自然豊かな三島町で全国から170軒の
作り手が集まり、約2万人の使い手が集
まるイベント
【ふるさと会津工人まつり】
が6月9日
（土）と10日
（日）の2日間で行
われます。コンセプトは
『作る人の手』か
ら
『使う人の手』へ。奥会津編み組細工
をはじめとするカゴ・ザル等の編み組
細工や木工、陶芸、ガラス、金属加工
など、たくさんの作り手が自ら制作した
ものを持ち寄ってお店を並べます。生活
の中で培ってきた伝統と技術を目の前
で見て、触れて、感じることが出来ます。
今年も多くのお客様にお会いできるこ
とを楽しみにしております。

鶴居村株式会社振興公社
☎ 0154-64-2840

京極町役場 企画振興課
☎ 0136-42-2111 http://www.town-kyogoku.jp

康楽館

第32回

美瑛町

鶴居運動公園が4月28日にオープンし、オープン記念として先着200名
様に遊具券1,000円分がプレゼントされるほか、5月3日には景品総額30
万円のわくわく抽選会、5月5日には景品総額35万円のお楽しみ抽選会
が開催されます。また、一昨年にオープンした
「鶴居たんちょうプラザつ
るぼーの家」
（夏季9:00~18:00、冬季
（月曜定休）9:00~17:00）があり、
本村の特産品の販売だけでなく、観光コーナーを設置するなど、鶴居村
の食や情報を発信する拠点となっておりますので、是非お越しください。

赤井川村

裏磐梯観光協会
☎ 0241-32-2349
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カルデラの
味覚まつり

美瑛町役場 経済文化振興課
☎ 0166-92-4321

季刊 日本で最も美しい村

着物で
歴まち散策

白金インフォメーションセンターは、青い池や白金温泉などが位置する白金エ
リアの拠点施設としてオープンし、白金地区の観光案内を中心として運営され
てきました。近年の青い池の人気向上や、冬季の観光客の増加に伴い、美瑛
町全体の活性化にもつながる施設としてリニューアルします。５月に本オープ
ンを予定し、観光情報の提供や、物販、美瑛の四季を楽しめるＶＲコーナー
を設け、美瑛の魅力を発信していきますので、ぜひ足を運んでみてください。

今年で37回目をむかえる
『桧原湖一周ファミリーサイクリン
グ大会』は、5月27日(日)、休暇村裏磐梯多目的広場を発
着点に開催されます。毎年、県内外から約1,000人が参加
し一周約30kmのコースを思い思いのペースで走行します。
｢磐梯山｣ や ｢桧原湖｣ など、新緑の季節ならではの ｢北塩
原村・裏磐梯｣ の雄大な自然を眺めながらサイクリング大
会です。皆さまのご参加をお待ちしております。

16

京極町ふきだし
公園の桜

白金インフォメーション
センターリニューアル

桧原湖一周
北塩原村
ファミリー
サイクリング大会

清里町役場 企画政策課 地域振興グループ
☎ 0152-25-3601 http://www.town.kiyosato.jp/kankou/kyannpujyou.html

https://www.takikawa-nanohana.com/
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標津

所在地 :北海道斜里郡清里町字江南807番地
入場料金:大人500円 小人
（小学生以上）300円
※20名以上の団体の場合は3割引き
宿泊料金:コテージ
（8人用）1泊 14,000円 5棟
バンガロー（4人用）1泊 5,000円 7棟
カーサイト
1泊 2,000円 20サイト
フリーサイト
1泊 1,000円 23サイト

季刊 日本で最も美しい村

清里

「清
自然にふれ、自然と共存できる場所
里オートキャンプ場」。緑に囲まれなが
ら、自然の中で暮らしてみたい。誰もが
抱く希望をこのキャンプ場で実現してみ
てはいかがでしょうか。緑あふれるキャ
ンプ場で、ゆっくり自然を堪能できます。
炊事棟、水洗トイレ、身障用トイレなど
完備しています。皆様のお越しをお待ち
しております。
営業期間:6月15日
（金）~9月2日
（日）

SPRING 2018

オート
キャンプ場

2018

たきかわ観光協会
☎ 0125-23-0030

たきかわ
菜の花
まつり

5月26日
（土）と27日
（日）
（予定）の2日
間、菜の花畑と滝川市丸加高原伝習
館において2018たきかわ菜の花まつ
りを開催します。日本一の作付面積
を誇る菜の花畑会場では、展望台を
設置して、広大な畑に黄色いジュー
タンを敷き詰めたような美しい菜の
花畑を楽しんでいただけます。
また、伝習館会場では、旬の菜の花
やナバナを使用した菜の花グルメを
提供するほか、地元農産物等を活用
した地産地消グルメフェアや、地元
ジンギスカンを丼で提供するジンギ
スDON!フェスタやなどを行います。
ぜひお越しいただき、北海道の春を
満喫してください。

Vol.23

サ ー モ ン パー ク
春祭り

村からの季節のお便り

Vol.23

大鹿歌舞伎春の定期公演
日時:5月3日
（水）12:00開演／場所:大磧神社

4月21日
（土）
（予定）
大西公園
4月中旬

祭り

昨年3月に国の重要無形民俗文化財に指定された大鹿歌舞伎。地芝居
では全国初の指定です。大自然に包まれ、解放された空間の中で、まさ
に古来の観劇スタイルそのままに、境内にゴザを敷き、ご馳走を食べ、
酒を酌み交わしながら芝居を楽しめます。ご来場お待ちしております。

中之条町

岩木山観光協会
☎ 0172-83-3000

自然たっぷりの早川町では、春の訪れとと
もに山菜の季節がやって来ます。この春の
味覚を多くの方々に味わってもらいたいと
始めたのが、毎年5月3日の
「南アルプス山
菜祭り。」町民が丁寧に摘んだ、様々な種
類の山菜やそれを使った天ぷら等山菜料理
を販売!購入した山菜をその場で味わうこと
も出来ます。春の味覚を求めて毎年10000
人以上のお客さんが訪れる町内最大のイベ
ントへ、みなさんぜひ足をお運びください。

弘前市岩木

http://www.iwakisan.com

小川村

4月下旬~5月初旬に桜が見ごろを迎え、この時期には恒例の
「小川村桜
ウィーク」
、
「夜桜祭り」を今年も開催する予定です。桜の里として人気が
高まっている小川村は、4月下旬に村内約7,000本もの桜が咲き誇り、ラ
イトアップされた夜桜や村内の桜と真っ白な北アルプスのコントラストは
必見です！是非、雄大な北アルプスの大展望と優美な山桜を小川村でお
楽しみください。
（詳細は小川村観光協会までお問い合わせください。
）

第 41回

南 アルプス
邑 早川 山 菜 祭り
早川町役場 振興課
☎ 0556-45-2516

小川村観光協会
☎ 026-269-2323

http://kankou.ogawamura.jp

な

http://www.vill.showa.gunma.jp

は

昭和村 企画課
☎ 0278-24-5111

が

船ヶ鼻山は赤城山系に属する山で、山頂は赤城山主峰の北
西部に位置し、昭和村の南端で渋川市との市村境となって
います。一帯はナラ林などの豊かな自然に恵まれ野生動物
も多く棲息し、山頂付近はシャクナゲやヤシオツツジ等の群
生地となっています。昭和村側の麓からは
「楢水」
「牛石」の
2つのコースで山頂を目指せます。登山道が整備され3年目
を迎えます。今年はゴールデンウィーク過ぎに開通予定です。

高遠 城 址
さくら祭り

日本100名城にも選定されている高遠城址
公園は約1,500本のタカトオコヒガンザ
クラが咲き誇ります︒タカトオコヒガンザク
ラは高遠固有の種で︑花はやや小ぶりでソメ
イヨシノよりも赤みを帯びており︑
﹁天下第一
の 桜 ﹂と 称 さ れ 開 花 時 に は 公 園 一 帯 が 淡 い ピ
ンクに染まり︑雄大なアルプスの山々を背景
に見る者を魅了します︒見頃は 月中旬です︒

ね

川根本町

岩木山の南麓、20㎞にわたり続く世界一長い桜並木。昭和60年から10年
間で6,500本のオオヤマザクラが住民の手で植樹されました。桜の見頃は4
月下旬~5月上旬
（要問合せ）
。緑萌える岩木山麓に鮮やかな紅の色を添える
桜の回廊「世界一の桜並木」を散歩し、百沢温泉郷や嶽温泉郷の宿で旅の
疲れを癒す。岩木山の春と温泉を満喫してみてはいかがですか?

ふ

川根本町まちづくり観光協会
☎ 0547-59-2746 http://www.okuooi.gr.jp/wordpress

4

山

ダムカレー

松崎町

静岡県松崎町 企画観光課
☎ 0558-42-3964 http://www.town.matsuzaki.shizuoka.jp

船ヶ鼻

川根本町まちづくり観光協会
☎ 0547-59-2746 http://www.okuooi.gr.jp/wordpress

カレーライスを、ダムと周囲の地形に
見立て、その特徴を表現して盛り付け
る
「ダムカレー」。ダムを観光資源とし
て生かそうと、町内各地で提供が始
まっています。
「大間ダムカレー」は、
食パンでダムゲート上の高欄を表現。
カレーの肉にはジビエを使用し、グラ
スや旬の野菜で夢の吊橋と周辺の森林
をイメージ。
「長島ダムカレー」は湖上
駅とレインボーブリッジをイメージした
食材に、地元でとれた野菜を添えて彩
りも鮮やかに。要予約や数量限定な
（税込）~。
のでご注意ください。864円

に癒されて

観光遊覧船から臨む仏ヶ浦は壮大で、思わず
息を呑んでしまうほど。また、周辺の海は海中
公園に指定されてされており、シーズン中には
船底から海が見えるグラスボートも出航してい
る。また、佐井港の防波堤には色とりどりの
壁画が描かれており、目を楽しませてくれます。

昭和村

大井川沿いに広がる茶園から高地に位
置する天空の茶園など、町内には多様
な茶畑の景観が広がっています。新芽
が芽吹いた春の茶園は、やわらかな光
に照らされ、まばゆいほどに輝きます。
人々は摘採・製造に精を出し、町のあら
ゆるところから山間の新茶のさわやか
な香りが漂い、町は活気づきます。春の
川根本町にお越しいただき、是非とも
川根茶を五感で味わってみてください。

東白川村役場 産業振興課 林務商工係
☎ 0574-78-3111 https://www.vill.higashishirakawa.gifu.jp

川根本町

新茶 到来
シーズン

フェスタ

佐井定期観光株式会社
☎ 0175-38-2255 http://www.saiteikikanko.jp
仏ヶ浦海上観光
☎ 0175-38-2244 http://www.hotokegaura.jp
夢の海中号
☎ 0175-38-5018 http://www.saiteikikanko.jp

開催

南木曽町観光協会
☎ 0264-57-2001 http://www.town.nagiso.nagano.jp/kankou/

ちのこ

春の景色

の

ま

つ
東白川村

佐井村

や

開催期間:4月7日
（土）~22日
（日）
※開花時期は天候状況などに
より変わります。物産販売は開
花状況により開催します。詳し
くは、観光協会ホームページを
ご覧ください。

ミツバ
ツツジ

つちのこ目撃数日本一の村 東白川
村 では毎年5月3日に一斉捜索イベ
ント 「つちのこフェスタ」が開催され
ます。平成元年よりはじまった本イベ
ントは今年で30回を迎え、毎年多くの
来場者がつちのこ捕獲を夢見て村を訪
れます。今年の捕獲賞金は129万円。
皆様のご来場をお待ちしております。
会場 中川原水辺公園

おだやかな

世界一長い
桜並木

4

中川村観光協会
☎ 0265-88-3001（内線 33） http://www.vill.nakagawa.nagano.jp/kankou

５月５日までの期間、松崎町那賀地区において、田ん
ぼをつかった花畑を楽しむことが出来ます。農閑期の
約62,000㎡の田んぼにアフリカキンセンカ、るりから
くさ、姫金魚草、つましろひなぎく、ひなげし、矢車草
の６種類の花が３月上旬から次々に咲いています。また、
5月1日〜 5日の期間は、無料で花摘みが楽しめます。

月から

3

南木曽町

南木曽町の町花である
「ミツバ
ツツジ」の開花時期にあわせて
「なぎそミツバツツジ祭り」が天
白公園にて開催されます。葉よ
り先に花がつく
「ミツバツツジ」
約400株が春 先の枯野の中で
鮮やかなピンク色の花を咲か
せます。祭期間中は茶店や地
元の農産物、ツツジ苗などを
販売します。この機会にぜひ南
木曽町にお越しください!

漁村
歌舞伎

佐井村 総合戦略課
☎ 0175-38-2111 http://www.vill.sai.lg.jp

大鹿村教育委員会
☎ 0265-39-2100 http://www.vill.ooshika.nagano.jp/kakukakarano/kyouiku/oosikakabuki/

! 中川村

（一社）中之条町観光協会
☎ 0279-75-8814 http://www.nakanojo-kanko.jp/saijiki/takeyama-matsuri.shtml
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漁師によって100年以上受け継がれてきた、全国的にも珍し
い漁村歌舞伎。佐井村は江戸時代、東北・北海道と京・大阪、
江戸を結ぶ北前船の中継地として大いに繁栄しました。そう
いう土地柄が、上方の歌舞伎がこの地に伝わる背景にあった
のです。記録によれば、明治23（1890）年、上方から地回り
の役者が佐井村に来て、冬の楽しみのない漁村の暮らしに接
して歌舞伎の指導を始めたといわれています。例年4月10日に
歌舞伎の上演をしますので、ぜひご覧ください。

月 下 旬 か ら 月 上 旬 に か け て︑ 村 内 で は 桜 が 見 頃
を 迎 え ま す︒ 大 草 城 址 公 園 で は︑ 桜 の 開 花 時 期 に 合
わせて住民有志による﹁桜く楽市︵さくらいち︶﹂や﹁大
草城址公園桜まつり﹂が開催され︑五平餅などの郷土
料 理 や︑ お 土 産 の 販 売 な ど で 賑 わ い ま す︒ ま た︑ 背
景 に は 残 雪 の 中 央 ア ル プ ス を 望 む こ と が で き︑ 写 真
スポットとしても県内外から多くの方々が訪れます︒
桜 の 開 花 情 報 は︑ 観 光 協 会 ホ ー ム ペ ー ジ で 公 開 し て
おりますので︑天気の良い日にお出かけください︒

中之条町に入ると最初に
視 界 に 入 っ て く る 山 が︑
嵩 山︵ た け や ま ︶で す︒
標高789m︑町のシン
ボル的な山です︒毎年
月 日は嵩山まつり︒ふ
も と の 親 都︵ ち か と ︶神
社のお祭りとあわせて行
われます︒山は新緑に包
まれ︑岩肌にはツツジが
咲き︑子供からお年寄り
まで大勢の人々がこの山
を登ります︒ 月連休に
は︑鯉のぼりが大空を泳
ぎ︑その勇壮な眺めは中
之条町の風物詩となって
います︒
5

ゴールデンウイークは、

大鹿村役場 産業建設課
☎ 0265-39-2001 http://www.vill.ooshika.nagano.jp

嵩山

「大鹿さくら祭り」が開催されます。3000本の桜が咲く大西公園は南信州
を代表する桜の名所。残雪の赤石岳を眺めながら、満開の大西公園で各
種イベントが盛大に行われます。見頃期間は毎晩ライトアップ!昼間の桜だ
けでなく夜桜もお楽しみ頂けます。皆様のお越しをお待ちしております。
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佐井村

さくら

季刊 日本で最も美しい村

大鹿村

大鹿

期日
場所
見ごろ

SPRING 2018

大鹿
歌舞伎

村からの季節のお便り

4

開催期間:2018年4月1日
（日）~4月30日
（月）
開催場所:長野県伊那市 高遠城址公園
料金:入園料大人500円 子ども
（小中学生）250円
駐車場
（有料）有

（一社）伊那市観光協会
☎ 0265-78-4111 http://inashi-kankoukyoukai.jp

上島町

1

4月8日
（日）、中里地区の隠岐神社外苑において、
「チェリーカップin海士」こと
『第33
回隠岐島綱引大会』が開催されます。当日は、隠岐島内外から総勢約30チームが参加
し、それぞれ自慢の技やパフォーマンスを披露し、会場は大いに盛り上がります。桜
の名勝で知られている隠岐神社ということもあり、満開の桜のもと、観光客も足を止
めて選手達に声援を送り、交流の輪も拡がります。飛び入り参加も可能ですので、是
非一度観光がてらに参加してみてはいかがでしょうか。ご来町お待ちいたしております。
金峯山寺
☎ 0746-32-8371

日時:平成30年6月2日
（土）／場所:上勝町樫原の棚田／参加費: 早乙女衣
装着用 500円、田植え体験:500円／持ち物:スパッツ・Tシャツ
（その上か
ら着物を着付けします。）、汚れてもいい靴下やサンダル、着替え等
NPO 法人 郷の元気
☎ 0885-46-0676 https://www.facebook.com/satonogenki/

http://www.kinpusen.or.jp

★全日本しゃくなげ競技大会 受付9:00~10:30 競技開始11:00~
★グラウンドゴルフ大会
受付8:30~9:00 競技開始9:30~
※道具のない方は、無料で貸出致します。会場へお越しの際は、尼
崎市立美方高原自然の家とちのき村をゴールにして下さい。敷地内
が会場となります。
日本で最も美しい村・香美町小代事務局（小代観光協会内）
☎ 0796-97-2250 http://www.ojirokanko.com

伊根町
2018年4月、伊根湾の舟屋を一望できる新
たな観光拠点「伊根町観光案内所」がオープ
ンします。この建物は、旧役場書庫として
利用していたものを、1階を観光案内所、2
階を飲食店に改修したものです。2階の飲食
店は、伊根湾が一望できるテーブルが32席
とパーティールームを準備。飲食店は、朝
7時から営業し、新鮮な食材を使った朝食・
ランチ等を提供します。

伊根町観光協会
☎ 0772-32-0277

http://www.ine-kankou.jp

花供
懺法会

隠岐島
綱引大会 開催
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全国から寄せられた 種︑約
7,000株の石楠花が
月下旬〜 月下旬にかけて
美 し く 花 を 咲 か せ ま す︒ ひ
しゃくを空いっぱいに投げ
つ け る 人 気 イ ベ ン ト﹁ 全 国
しゃくなげ競技大会﹂
も開催︒

https://www.town.kamijima.lg.jp
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吉野町

つ

いわぎ桜まつり
☎ 0897-75-2500
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花供懺法会は︑約千年の歴
史を持つ金峯山寺の法会
で︑ご神木の山桜の満開を
ご本尊蔵王権現に報告す
る行事です︒奴行列を先頭
に金峯山寺の鬼・稚児・山
伏・僧侶・大名籠が続く大
行列が竹林院から金峯山
寺まで練り歩きます︒花の
吉野ならではの行事です︒

て

南阿蘇鉄道株式会社
☎ 0967-62-1219 http://www.mt-torokko.com
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【業務・営業時間】
●観光案内所：業務時間 9時から17時まで
●飲食店：営業時間 7時〜 10時、11時〜 16
時
（休業日 毎週木曜日）

団体でご旅行の際など特別ダイヤ
で運行できます。詳しくは、お問合
せ下さい。

びらき

いわぎ桜まつり
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香美町

喜界島観光物産協会
☎ 0997-65-1202 http://kikaijima-kankou.com
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小代

海開き

平成30年4月1日
（日）~4月15日
（日）、いわぎ桜
まつりを開催します。上島町岩城島の積善山で
は、毎年春になると3千本を超える桜が一斉に
見頃を迎えます。期間中は夜のライトアップを
実施。桜公園の竹灯りは幻想的な夜桜を演出
します。メインイベントは4月8日
（日）。当日は
バザーの出店やレモネード・柑橘のお接待で地
域をあげて皆様をおもてなしします。お客様の
安全のため、8日は午前8時~15時まで山頂へ
の車両
（自転車を含む）が通行止めとなりますの
で、各港からのシャトルバスをご利用ください。

春の

ん

!

喜界町
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第33回

上勝町

な

<特別運行期間>
期間中は、平日を含む毎日運行し
ます。
春休み期間中
3月18日
（日）から4月8日
（日）まで
ゴールデンウィーク
4月28日
（土）から5月6日
（日）まで

高森町

冬眠から目覚めた
『ゆうすげ号』。先
月からまた運行をはじめました。窓
がないトロッコ列車ならではの開
放感で、南阿蘇の春を存分に楽し
めます!運行は、毎週土・日・休日。
各区間1日2往復。

南阿蘇鉄道
トロッコ 列 車
『ゆうすげ号』
元 気 に 走って
います

和束町活性化センター
☎ 0774-78-3396 http://wazukanko.com
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昔︑田植えは主に女性の仕事でした︒﹃早乙
女﹄とは田植えをする女性のこと︒サに神の
稲という意味があり︑巫女と同じく神に仕え
る 神 聖 な 役 目 だ っ た そ う で す︒ そ し て ハ レ
着である田植え姿は紺絣の着物に赤い帯と
た す き︑ 白 い 手 ぬ ぐ い︑ 菅 笠 が 定 番︒ ハ レ
の日にハレ着を着て田植えをしませんか?

和束町

月・ 月 に
開催。

和束町は、緑豊かな山腹に茶畑が広がる宇治茶
の主産地で、京都府の茶生産量の約45%を占めて
います。その歴史と美しい茶畑景観から2015年に
は、日本遺産に認定されました。あなたも宇治茶
の主産地・和束町でお茶摘み体験をしてみません
か。希望者には、茶娘衣装のレンタルもあります。

海士町

早乙女衣装で
田植え体験
樫原の棚田

古くから発酵文化の息づく木
曽町には、 糀 店が1軒と2軒
の酒蔵があります。毎年4月
の中旬に、3つの蔵が一堂に
会して
「春の蔵びらき」を開催
します。咲き始めた桜の花を
楽しみながら、長い 冬 の 終
わりを祝う。木曽谷の春の幕
開けです。昔ながらの味噌玉
から作られた味噌は味わい深
く、清らかな木曽の名水から
作られる日本酒を蔵ごとに飲
み比べて風味を楽しむ貴重な
1日になることでしょう。今
年は4月21日と22日に開催さ
れます。詳しい内容はホーム
ページをご覧ください。皆様
の訪れをお待ちしています。

木曽町役場 観光交流課
☎ 0264-22-4285 http://www.kankou-kiso.com/event/

http://www1.town.chizu.tottori.jp/kankou/

海士町教育委員会
☎ 08514-2-1221 matsumae-kazutaka@town.ama.shimane.jp
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蔵

月 日︵ 火 ︶ 花
供 千 本 搗 き︵ 午 後
時︶ 女人採灯大護
摩供修法︵午後 時︶
月 日︵ 水 ︶・
日︵ 木 ︶ 大 名 行 列
︵午前 時出発︶ 花
供 懺 法 会︵ 午 前 時
頃︶ 採灯大護摩供
修 法︵ 午 後 時 頃 ︶
餅まき︵午後 時頃︶
月 日︵ 土 ︶~ 5
月 日︵ 日 ︶ 金 峯
山寺本堂蔵王堂の日
本 最 大 秘 仏﹁ 金 剛 蔵
王 大 権 現 ﹂特 別 ご 開
帳

&

球磨村 企画振興課
☎ 0966-32-1114 http://go-kuma.com
喜界町では 月下旬にスギラビーチにて海開きを開催しま
す︒スギラビーチは︑海の透明度はもちろんのこと︑周りが
サ ン ゴ の リ ー フ で 囲 ま れ て い る た め 波 が 静 か で︑ 家 族 連 れ
に も 大 人 気 で す︒ 当 日 は 海 の 安 全 講 習 か ら 始 ま り︑ 海 水 浴
とあわせてシーカヤックやスタンドアップパドル︵SUP︶
体 験︑ 芝 生 広 場 で は ス ポ ー ツ イ ベ ン ト も 行 わ れ︑ 子 ど も か
ら 大 人 ま で 大 勢 の 参 加 者 で 賑 わ い ま す︒ 月 の 喜 界 町 は す
でに夏です!美しい海で一足早く夏を先取りしませんか?

お茶摘み
体験
6

球磨村の玄関口である一勝地 駅は縁起の
良い地名で受験生にも人気です。リニュー
アル後は特産品販売スペースを設け、チャ
レンジショップも併設しています。3月には
肥薩線の観光列車かわせみやませみ1周年、
SLひとよし10周年を迎え、31日からななつ
星の運行も開始しました。人気の観光列車
でぜひ一勝地までお越しください。また、
一勝地温泉かわせみは3月12日より全館リ
ニューアルオープンしています。美肌の湯
「一
勝地温泉かわせみ」で心も体もリフレッシュ!

智頭町観光協会
☎ 0858-76-1111
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鳥取県で有数の桜の名所である桜土手。一級河川の千
代川沿い1.3Kmに約180本のソメイヨシノが咲き乱れる
景色は心奪われる美しさです。そんな桜土手で行われる
「智頭河畔桜Cafeフェスティバル」はたくさんのお客さん
と屋台で賑わいます。特設ステージが設けられ、桜が舞
う中、地元チームによる踊りや演奏などを楽しんでいた
だけます。また夜になると桜土手がライトアップされ、夜
桜も見物。花見をしながら楽しい時間を過ごしませんか?

新庄村

!

馬路村役場 魚梁瀬支所
☎ 0887-43-2211 http://umajimura.jp
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木曽町
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智頭河畔桜

11

30

新庄村役場 産業建設課
☎ 0867-56-2628 http://www.vill.shinjo.okayama.jp

馬路村
観光開き

21

Cafeフェスティバル

1

季刊 日本で最も美しい村

一勝地温泉かわ
せみ 一勝地駅
がリニューアル
しました
球磨村

4
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がいせん桜

https://sonimura.com

月 日︵ 日 ︶ 時 か ら 時 に お い て︑ 馬 路 村 観 光 開 き
︵魚梁瀬桜まつり︶が︑魚梁瀬丸山公園にて開催されます︒
当 日 は︑ 地 元 の 保 育 園 児 の う た や 踊 り︑ 村 内 の 芸 達 者 が
演芸を披露するほか︑村が誇る劇団﹁杉ぼっくり﹂による
歌 謡 シ ョ ー な ど︑ た く さ ん の 催 し を ご 用 意 し て い ま す︒
ま た︑ 賞 品 付 き の ゲ ー ム や︑ も ち・ 菓 子 投 げ が 行 わ れ る
ほ か︑ 森 林 鉄 道 乗 車 体 験 や 魚 梁 瀬 温 泉 の 入 浴 料 が 半 額 と
い っ た 特 典 も い っ ぱ い で す︒ ぜ ひ︑ こ の 機 会 に 高 知 県 の
山奥の満開の桜を楽しみに皆さんでお越しください︒

曽爾村観光協会
☎ 0745-94-2106

Vol.23

日露戦争の戦勝記念として新庄村の中心部に植
えられた﹁がいせん桜﹂︒毎年︑春には村の一大
イベントである﹁がいせん桜まつり﹂を開催して
おり︑平成 年は 月 日︵日︶に開催します︒
新庄村は中国地方で最も遅く桜が開花する地域
であり︑全国各地から歴史ある美しい桜を見よ
うと多くの方が訪れます︒村の先人が守り︑現
在に受け継がれる出雲街道新庄宿の街並みと満
開のがいせん桜を見に︑新庄村へぜひお越しく
ださい!

曽爾村
曽爾村には屏風岩公苑というところがあります。そこには
国の天然記念物に指定されている屏風岩があり、高さ200
メートルその幅約2㎞でまるで屏風を立てたように屹立し
ています。また屏風岩の麓には樹齢100年を超える山桜
が300本以上あり岩壁とのコントラストは圧巻です。毎年
4月末に
「桜まつり」が開催され多くの方で賑わっています。

屏風岩

村からの季節のお便り

舟屋を一望できる観光拠点が誕生!
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綾町

新緑の
照葉樹林

南小国町

ユネスコエコパーク
（生物圏
保存地域）に登録されてい
る自然豊かな綾町のシンボ
ルは、日本最大級の照葉樹
林とその森をのぞむ大吊橋
です。年間を通して濃い緑
色に輝く森は、新緑の季節
になると、薄黄色の花がも
こもこと咲きとてもにぎや
かです。大吊橋からの森と
大空の眺めは圧巻で、まる
で空中散歩。また、森の中
を散策することもできます
（ガイドを頼むこともできま
す）。マイナスイオンいっぱ
いの森に入ると、そこは非
日常の世界。癒しの時間が
待っていますよ。

南小国町観光協会
☎ 0967-42-1444 http://www.minamioguni.com

全世帯に網羅されている光ファイバー回線
を活かして、自分にあった新しい働き方と
してテレワークへの取組みがスタートしまし
た。昨年から入門セミナーを開催し、いよ
いよ実践セミナーを開始。テレワークを行
える場を含む複合拠点施設も今後、整備を
行っていく計画です。11名の参加者も和気
藹々とした雰囲気のなか、自分のライフスタ
イルにあわせた働き方が出来るように意欲
的に勉強中。また、移住者や子育て世代の
お母さん達のなかにも興味を持つ人も多く、
秘境での新しい働き方が育ち始めています。

3 5
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椎葉村

in

椎葉村 地域振興課
☎ 0982-67-3203

東峰村役場 農林観光課
☎ 0946-72-2313 http://toho-info.com

今年の6月末にバーレーンで開催される、世界遺産委員会
に
「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」が候補と
してあげられています。長崎地方の潜伏キリシタンが禁教
期に密かに進行を続ける中で育んだ、宗教に関する独特
の文化的伝統を物語る12の資産で構成されており、小値
賀町の
「野崎島の集落跡」も、そのひとつとなっております。
昨年末に開催した
「野崎島フォトコンテスト」では、地元
出身の吉元俊二郎氏が撮影した作品「祈りの星空」が最優
秀作品を受賞しました。世界遺産に登録された際は、是
非野崎島に泊まりがけで遊びにきてください。

3
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八女市役所星野支所 建設経済課 産業観光係
☎ 0943-52-3114 http://www.city.yame.fukuoka.jp/i/

小値賀町役場 総務課企画係
☎ 0959-56-3111 http://ojika.net

た
か
ま

高 原 町 で は︑ 地 元 焼 酎
﹁ 高 天 原 ﹂を 発 売 開 始 し ま
した︒この焼酎は︑明石酒
造株式会社の協力のもと
﹁高原町で親しまれる焼酎
を作ろうプロジェクト﹂の
企 画 と し て 作 ら れ ま し た︒
ラ ベ ル デ ザ イ ン は︑ 本 町
出身のデザイナーが手が
け︑
﹁ 高 天 原 ﹂の 名 称 は 一
般応募の中から投票で選
ばれました︒
こ の 焼 酎 は 現 在︑ 町 内
の酒販売店だけでしか購
入 で き ま せ ん が︑ ふ る さ
と納税の返礼品として手
に 入 れ る こ と が で き ま す︒
一 年 間 熟 成 さ れ︑ イ モ の
香 り 引 き 立 つ 焼 酎﹁ 高 天
原 ﹂︒ ぜ ひ 一 度 お 召 し 上 が
りください︒

が
ら

高原町役場 まちづくり推進課 商工観光係
☎ 0984-42-2115 machi@town.takaharu.lg.jp

は

高原町

焼 酎「 高 天 原 」
と高 千 穂 峰 山
頂から見下ろす
高原町

高天原

福岡県八女市星野村には︑ 箇所のシャ
ク ナ ゲ 園 が あ り ま す︒ 星 の ふ る さ と 公
園 に 隣 接 し た 星 の 花 公 園 で は︑ 万 坪
を誇る広大な敷地に 万本の色鮮やか
な 西 洋 シ ャ ク ナ ゲ︑ 淡 い ピ ン ク の 筑 紫
シ ャ ク ナ ゲ が 咲 き 誇 り ま す︒ ま た︑ 村
の中心部から8km上流に位置するミ
ヤ シ ノ シ ャ ク ナ ゲ 園 で は︑ 山 間 を 包 み
込んだ古木の筑紫シャクナゲ 万本が
人 気 で︑ 手 作 り の 物 産 販 売 や 古 民 家 で
味わえるだご汁定食も人気です︒
入 場 料 : 星 の 花 公 園︵ 有 料 ︶︑ ミ ヤ シ ノ
シャクナゲ園︵無料︶

八女市星野村

2

小値賀町

シャクナゲ園

3

野 崎 島 の集 落 跡

TELE
WORK

あか牛ファンディングプロジェクト とは、
参加店の対象商品を食べることにより、1
食50円が寄附され、貯まった寄附金で新
たなあか牛を購入、草原を維持すること
を目的としています。
「あか牛」は脂肪分
が少ない適度な霜降りが特徴で、和牛な
らではの柔らかさを持ち合わせています。
小国町と共同で開催中。17件の店舗であ
か牛を味わえます。

春の民陶むら祭
月 日︵木・祝︶~5日︵土・祝︶の
日間︑春の民陶むら祭が開催されま
す︒福岡県東峰村には経済産業大臣指
定伝統的工芸品の小石原焼や黒田藩の
御用窯であった高取焼があり︑村内に
は約 軒の窯元が点在しています︒民
陶むら祭の開催期間中は︑小石原焼と
高取焼が通常価格の 割引で販売され
るほか︑小石原焼の絵付体験等のイベ
ントが行われます︒今年の春は︑美し
い村で美しい伝統工芸品の数々を直
接︑目で見て︑触れてみませんか︒

テレワーク

綾町役場 ユネスコエコパーク推進室
☎ 0985-77-3482 （Webサイト開設準備中）

あか牛
ファンデ ィ ン グ
プロジェ ク ト

ご案内
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季刊 日本で最も美しい村

族。移住のきっかけは、お世話に

人の娘さんと暮らす八巻さんご家

先生方の教育は、時に厳しくも手

ポカと暖か。
「 子どもたちが学校

れ、外は氷点下でも家の中はポカ

リビングには薪ストーブがたか

面倒見も良いし、人とのかかわり

ちらでは子どもの数が少ない分、 「 鶴 居 の 人 は あ っ た か い ん で す。

に通うのがすごく楽しそうで。こ

もある意味、濃厚です。人との付

を日常的に食せること。それから

村ゆえ、美味しいチーズや乳製品

がある。ここに住む魅力は酪農の

的に子どもと関わろうという姿勢

年生の女の子を筆頭に、小学

のが嬉しい」とご主人。

なった先輩が口にした「住むなら

厚い。親である私たちも、教えら

き合いを好む人には向いていると

いと言われて私の中で鶴居村が気

鶴居村がいいんじゃない」という

れることがたくさんあります」と

思います」
。笑顔で語ってくれる

鶴居村が移住施策の一環として

ご夫婦の地元である釧路市から

奥様。ご夫婦揃って「鶴居村に来

ご主人と、そのそばでうなづく奥

38

人。

も近い鶴居村、という名前が頭の

て良かった」と口をそろえる。

様。隣では、いま、この地域の子

小学校は全校生徒わずか

中にインプットされていた時、た

「鶴居村に帰ってくるとホッと

どもたちが真剣に取り組んでいる

になっていた時、タイミング良く

またま新聞の広告で下幌呂の分譲

します。星空も綺麗ですし、夏は

という、北海道特有の「下の句か

宅地造成を行う下幌呂（しもほろ

地を見つけた。
「僕自身、家を建

カブトムシを捕まえに行ったり」

るた」に夢中になる娘さんたち。

地域には行事も多く、住民も積極

てる仕事をしていて、釧路管内を

と奥様。週末の過ごし方も変わっ

「釧路管内のかるた大会で優勝し

6

広告を見てピンときました」
。

動いているので距離的なこだわり

た。
「 それまでアパート住まいで

たので、次に向けて熱が高まって

2

ろ）地区に移住して 年目。小学

はありませんでした」とご主人の

チャンスのなかったバーベキュー

いるところなんですよ」と奥様。

年生、年長さんと、育ち盛りの

聡さん。奥様のまみさんも「子育

を日常的に楽しめるようになった

何気ない一言だった。

てするにもノビノビした環境がい

3

5

八巻さんファミリー（鶴居村）

「日本で最も美しい村」連合は、
サポーター会員を募集しています。

「日本で最も美しい村」連合は、小さくても輝くオンリーワンを持つ農
山村が、自らの町や村に誇りを持って自立し、将来にわたって美しい
地域であり続けるため活動しているN PO 法人です。わたしたちは、こ
の活動を支えていただくサポーター会員（企業・個人）
を募集しています。

全国の加盟町村／美瑛町（北海道）
、赤井川村（北海道）
、大蔵村（山形県）
、大鹿村（長野県）
、上勝町（徳島県）
、南小国町（熊本県）
、高原町（宮崎県）
、木曽町（長野県）
、標津町（北海道）
、馬瀬（岐阜県）
、
鶴居村（北海道）
、京極町（北海道）
、飯豊町（山形県）
、中川村（長野県）
、南木曽町（長野県）
、伊根町（京都府）
、馬路村（高知県）
、小坂町（秋田県）
、東成瀬村（秋田県）
、昭和村（群馬県）
、伊参（群馬県）
、
早川町（山梨県）
、小川村（長野県）
、曽爾村（奈良県）
、海士町（島根県）
、新庄村（岡山県）
、上島町（愛媛県）
、星野村（福岡県）
、小値賀町（長崎県）
、綾町（宮崎県）
、喜界町（鹿児島県）
、飯舘村（福島県）
、
北塩原村（福島県）
、高山村（長野県）
、十津川村（奈良県）
、智頭町（鳥取県）
、多良間村（沖縄県）
、黒松内町（北海道）
、六合（群馬県）
、東白川村（岐阜県）
、本山町
（高知県）
、塚原（大分県）
、三島町
（福島県）
、
小代（兵庫県）
、吉野町（奈良県）
、東峰村（福岡県）
、那珂川町小砂（栃木県）
、松崎町（静岡県）
、和束町
（京都府）
、高森町（熊本県）
、球磨村（熊本県）
、大玉村（福島県）
、椎葉村（宮崎県）
、江部乙（北海道）
、
江差町（北海道）
、田子町（青森県）
、原村（長野県）
、伊那市高遠町（長野県）
、川根本町（静岡県）
、清里町（北海道）
、中札内村（北海道）
、佐井村（青森県）
、弘前市岩木（青森県）

Vol. 11

Vol. 12

2015年春号
北海道美瑛町

2015年夏号
鹿児島県喜界町

Vol. 13

Vol. 14

2015年秋号
長野県木曽町

Vol. 15

2015年冬号
愛媛県上島町

2016年春号
福岡県星野村

Vol. 16

Vol. 17

2016年夏号
山形県飯豊町

Vol. 18

2016年秋号
静岡県松崎町

Vol. 19

2016年冬号
奈良県曽爾村

Vol. 20

2017 年春号
熊本県高森町

2017 年夏号
北海道赤井川村

Vol. 21

2017 年秋号
山形県大蔵村

Vol. 22

2017 年冬号
長野県高山村

http://www.murakara.com

季刊 日本で最も美しい村は、書店もしくはオンラインショップからお求めいただけます。

北海道／フローモーション 秋田県／スペシャルティコーヒー豆専門 caffe gita（横手） 宮城県／ MUJIBOOKS（仙台ロフト店） 東京都／カルビー株式会社、MUJIBOOKS（アトレ恵比寿 無印良品）
、丘のま
ち美瑛（有楽町）
、代官山 蔦屋書店、B ＆ B（下北沢）
、キッチン わたりがらす（恵比寿）
、IID 世田谷ものづくり学校（池尻） 長野県／栞日 sioribi（松本市）
、basecamp COFFEE（中川村）
、やぼら清水（木曽町）
大阪府／丸良工業、FOLK old book store、MUJIBOOKS（無印良品グランフロント大阪） 京都府／レティシア書房、ホホホ座、恵文社一乗寺店、伊根工房（伊根町） MUJIBOOKS（無印良品イオンモール京都店）
滋賀県／半月舎 奈良県／カフェねころん（曽爾村） 兵庫県／書肆スウィートヒアアフター（神戸市） 鳥取県／津田英樹邸（智頭町） 岡山県／ MUJIBOOKS（無印良品岡山ロッソ） 広島県／ MUJIBOOKS（無
印良品広島パルコ店） 徳島県／ NPO 法人ゼロ・ウェイストアカデミー（上勝町） 愛媛県／ Kitchen 313 Kamiyuge（上島町） 熊本県／ Cafe karin（南小国町）

タートは、紙面ではご紹介できませんで

【編集後記】 ▼今回のインタビューのス

したが、鶴居村の地域おこし協力隊員と

して活躍した増田喜美子さん。札幌のお

生まれで、飲食の世界に入ったことを

キッカケに、ワイン、そしてチーズの世

界へ。道内でチーズの仕事を探していた

頃、鶴居村が募集していた「チーズの宣

伝隊」に惹かれて移住した増田さん。現

在、村人の願いでもある生ハム作りにか

かわり、同じ「日本で最も美しい村」連

合に加盟する長野県・高山村にも視察へ

行き、製造技術などを伝授いただいたそ

うです。今後は、村の観光資源に育て

発行人・編集長：ジュリアーノナカニシ デザイン：小瀬古智之 中西美嘉 料理造形：明光玲子 英訳：細谷由依子 中西智華 校閲：柴山悠子
印刷：
（株）朝日プリンテック 編集協力：NPO法人「日本で最も美しい村」連合事務局 協力：鶴居村 釧路湿原国立公園 温根内ビジターセンター

ていきたい、とのこと。
「鶴居村は良質

発行：平成 30 年 3月26日 発行元：有限会社エクサピーコ 154-0001 東京都世田谷区池尻 2 - 4 -5 世田谷ものづくり学校 201A
TEL 03 ( 6450 ) 9955 E-MAIL mng @ exapieco.com http://www.exapieco.com

な乳質のおかげで自立できている酪農の

村」という、核心にせまるお話を伺うこ

毎回取材はお一人につき、１～ 時間

とができました。

ほどのインタビューです。何気ない雑談

からいつの間にか本題へ入っていること

が多く、そして取材が終わる頃には、相

手とのささやかな「信頼関係」のような

ものが生まれ、その方のお人柄や魅力が

身近に感じられるほど、
「濃厚」な時間

をご一緒させていただく。それがこの美

しい村新聞の取材の醍醐味だと思ってい

自分の持ち場で、自分の最大限のベス

ます。

トを尽くそうと奮闘されている人々。だ

けど、
そこには「歯を食いしばりながら」

でなく、
「楽しみながら」
「リラックスし

ながら」の、しなやかさもあります。そ

んな村人たちの一人ひとりの頑張りが、

ひいてはその村を明るく照らす。ここで

ご紹介させていただく方々は、みんなが

気づいていないほんの

片隅に目を向ける、ま

さ に「 一 隅 を 照 ら す 」

人々なのです。

（執筆 髙橋秀子）

酪農製品がたくさん生産されている美し

【表紙料理】▼鶴居村はおいしい生乳、

い村とのことで、今号は一面アイスク

リームで作りました。タンチョウのクッ

キーをあしらって、春らしく桜の花びら

を添えました。撮影中にアイスクリーム

はどんどん溶けていきます。鶴居村の春

の雪解けを思い浮かべました。

（料理制作 明光玲子）

【問い合わせ】 E-MAIL mng@exapieco.com
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季刊 日本で最も美しい村は
グリーン電力でつくられています。
有限会社エクサピーコでは、2,000kWh のグリーン電力（地熱）を
利用し、季刊 日本で最も美しい村の編集業務を行なっています。

