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一石栃立場茶屋の桜が今年も見事な花を咲かせました。
今年は特に素晴らしく、息をのむほどの美しさでした。
桜は日本人にとって特別な花だと思います。
開花予想や開花宣言はテレビ中継され、花の下で宴を催し、幸せな気分に
浸り、散り始めると淋しさやわびしさを感じます。
茶屋の桜も、多くの旅人の疲れを癒してくれています。

木村　和恵



　私事ながら、子どもの頃は地元や地域の出来事に
さして関心も持たず、のほほんと育った。ましてや草
木、山々はそこにあるものでしかなかった。若い頃
は、常に興味は地元より外部にあり、地元を離れ、そ
して戻り、漸く４０代に入った頃から自分の住んでい
る地域の歴史や物事に関心を持つとともに愛着を感
じるようになりました。
　今回の講座の「南木曽町の草花」は私としては見
慣れた草花だと思っておりましたが、正確には名前も
知らず、生育状況も判りませんでしたが、改めて目を
向けるきっかけになりました。
　「南木曽の断層」は、の商売柄大変参考になりまし
た。今はパソコン上のグーグルアース等で自分たち
の住んでいる地域の地形を上空から見ることが出
来、坂本講師が説明された断層の位置等、ある程度
確認できます。私たちの生活している地面が「動く」
という事実も認識させられました。
　最後に、蘇南高校の先輩が講師として有意義な話
をしていただいたことに感謝申し上げます。

第３９回妻籠冬期大学講座は、２月７日（土）１３
時から１６時まで公民館妻籠分館ホールにお
いて行われました。
内容は、南木曽町文化財保護審議委員の楯誠
治氏による「南木曽町の草花」、南木曽町議会
議員の坂本満氏による「暮らしの中の地質-南
木曽の断層」でした。
両氏とも木曽の出身で地域に密着した、わか
り易く充実した講演会でした。

日本遺産落選しました
　文化庁が本年度より開始した、伝統文化を生
かした地域活性化を主眼とした「日本文化遺
産」に妻籠宿も応募しましたが、認定はかないま
せんでした。５年間で１００件の認定を目指すとい
うことなので、次年度に期待したいところです。

　ユネスコエコパークと言う名称を聞いたことがある
と思います。これは、ユネスコが生態系の保全と持続
可能な利活用の調和を目的として認定している地域
です。日本では、志賀高原・白山・大台ケ原、大峰山・屋
久島・綾・南アルプス・只見などが認定されています。
　木曽の地域にも世界に二つとない自然遺産があり
ます。「木曽悠久の森」には桧・椹などの樹齢３００年
の天然林があり、世界で唯一天然更新を実現した貴
重な自然遺産であります。このようなところを核とし
て、中部森林管理局の「木曽地方の温帯性針葉樹林
の保存・復元に向けた取組地域」の施策に沿って、信
州大学と協働で認定を目指しています。認定のメ
リットは、ユネスコエコパークの目指す「自然と人の
調和と共生」です。木曽の自然を未来に残せる。天然
林の保全に加えて復元に取組み、新たな天然更新さ
れた森林を増やし、未来に残す。利活用可能な区域
における、学術調査・研究、未来を担う子どもたちの
「持続可能な開発のための教育」の場や地域で行っ
ている保全活動の継続が図れる。木曽のブランド力
を国際的に高め、木曽地域の活性化を図れる等のメ
リットが期待できます。
　「信州大学地域戦略センター」と「木曽のエコパー
ク検討委員会」で木曽広域連合に働きかけ、２０１７年
６月に申請できるように計画しています。

常務理事　藤 原 義 則

妻籠冬期大学講座を聴講して 木曽には世界に二つとない自然遺産がある
－ユネスコエコパークを目指して－

妻籠冬期大学講座を聴講して 木曽には世界に二つとない自然遺産がある
－ユネスコエコパークを目指して－

橋場区　新 井 新 作
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　ここ数年、中山道を歩く人が増えています。東海近県の中学校や高等学校が遠足に利用することはありました
が、最近は海外からのお客様がとても多くなりました。前年度は１万２千人以上の海外の方が馬籠峠を歩いて越
えています。そこで、その魅力はどこにあるのか、一石栃の立場茶屋にてアンケートを実施し、探ってみました。

　この他、妻籠宿での飲食・お土産、楽しかったことなどを項目にしましたが、ほとんどが馬籠から妻籠へ向かう
方でしたので、残念ながら無回答が多かったです。参考までに、他の観光地では日本独特のアイテムを購入され
た方が多いようでした。また、飲食関係では「宿泊先の食事が美味しかった」という声や「妻籠に着いたら甘いも
のが食べたい」という声もありました。何よりも一番に多かった回答は、立場茶屋で頂いた「お茶が美味しかっ
た」という声でした。おもてなしの心を感じて頂けたようです。

＊アンケートの詳細が知りたい方は愛する会事務局にお問い合わせください。＊

中山道を歩くツアーに参加（２３）
ウェブやガイドブックで知った（１４）
日本の田舎風景を見たかった（９）
歴史的な道だから（７）
クチコミで知った（３）
旅行会社の紹介で知った（２）
電車でも行きやすいハイキングコースだった
から（１）
江戸時代の人がどんな旅をしたのか興味が
あったから（１）

美しくて素晴らしい（２６）
地域の人たちが友好的（１０）
滝、熊よけベル…絵画的風景が良い（１０）
静かでリラックスできる（８）
歴史や文化を感じる（６）
ゴミがなく衛生的（５）
道標がきちんとしている（４）
無料の公衆トイレが素晴らしい（２）
また来たい（２）
時間が止まったような信じられない世界（１）

馬籠峠を越える　～その魅力と楽しみ～

広報部　小笠原　美 雪

アンケート結果　（回答者数：６４名　４/１３～４/２０実施）

1.出身地はどちらですか？

2.なぜ、このルートを選びましたか？

4.妻籠宿の前後の訪問地を教えてください。

3.このルートを歩いた感想は？

チェコ（１）
スコットランド（１）

イギリス（７）
フランス（８）
スペイン（１）
オランダ（３）
スイス（２）
ドイツ（２）

イスラエル（２）

カナダ（４）

アメリカ（６）

バミューダ諸島（１）

アルゼンチン（１）

オーストラリア（２４）　　　ニュージーランド（１）

→　妻籠宿　→

＜南下組＞　
東京、松本、金沢、富士吉田、高山
＜北上組＞
大阪、京都、名古屋、恵那、姫路

＜南下組＞
名古屋、高山、伊勢、奈良、京都
＜北上組＞
鎌倉、東京、金沢、軽井沢、松本、
木曽福島、開田高原、河口湖、日光



恋野弘法様祭り

〈寺下弘法様〉

〈恋野弘法様〉

妻籠地区の春祭り　－弘法様・子安観音－妻籠地区の春祭り　－弘法様・子安観音－

　４月１９日（日）に、恋野地蔵堂のお祭りが執り行わ
れました。例年に比べ参加人数は少なかったのです
が、８時よりお堂内の清掃をし、１０時から光徳寺副住
職よりお経を上げていただきました。
　地蔵堂は、大正時代に建立されたと言われており、
老朽化が激しく、現在は電気も通っていません。当日
は曇り空であったため、薄暗い中でのお祭りとなって
しまいました。昔は、恋野地区婦人会の無尽にも使わ
れ、住民の人数も多かった時代、賑やかなお茶会だっ
たと聞いています。今は年一回のこのお祭りに、お地
蔵様のお顔を拝見するのみとなっています。お地蔵
様も淋しく思われているのではないでしょうか。
　年一回だけではありますが、恋野区の行事として、
末永くこの祭りを続けていきたいと皆が思っていま
す。

※妻籠では、恋野の他に各地区で弘法様の行事が行
われます。聞くところによると、従来は４月２４日に一
斉に行われていたようです。時代の流れとともに区
民の都合に合わせて変更されてきたようです。尾又・
寺下は２４日、渡島は１９日とそれぞれ行われました。
ずーっと続いて欲しい地域の行事ですね。

恋野区（広報部）　　木 村 和 恵



一石栃子安観音例祭

　４月１５日、昼頃から雹混じりの大雨という生憎の
天気の中、下り谷と愛する会の人たち２０名が一石栃
の子安観音に集まってきました。お参りもそこそこ
に、近くにある一石栃立場茶屋で雨宿りです。普段は
無料休憩所として愛する会が管理し、馬籠峠を歩く
ハイカーをもてなしていますが、この日だけは「御日
待」の場として使用します。1年に１回の再会を喜び、
昔話をしながら楽しいひと時を過ごしました。下り谷
の人たちが用意してくださった御札とお餅をいただ
いて帰ります。

〈渡島弘法様〉

〈城山のミツバツツジ〉

〈一石栃子安観音〉

（子安観音の桜は例祭の１５日頃から咲きます）

〈一石栃立場茶屋前の桜〉

立場茶屋・白木改番所跡の桜は４月末からゴールデ
ンウィーク頃が見ごろとなります。



今年もマラソン大会が近づきました!今年もマラソン大会が近づきました!

　南木曽町・妻籠健康マラソンは今年で３５回目を数
えます。６月７日（日）９時、６㎞コースの号砲を合図に
始まります。例年どおり、６㎞、１０㎞のコースは渡島
の総合グラウンドから、３.５㎞のコースは旧妻籠小学
校からのスタートとなります。
　今年も１,０００人を超える参加申込がありました。
北は福島県、南は宮崎県と、全国各地から妻籠に集
結です。長野県内からも町内だけでなく２２市町村か
らの参加が予定されています。
　また、年齢層も幅広く、就学前のペアが２４組、７０
歳以上では６㎞・１０㎞男女併せて６０名がエントリー
されています。
　当日は晴れるといいですね。宿場内の声援は毎年
選手の方々に好評です。ゴールまでの原動力となる
ことでしょう。今年も皆さんで温かい声援と拍手の
応援をお願いします！

　今年の全国町並みゼミは、６月１２日（金）から１４日
（日）まで兵庫県豊岡市で開催されます。豊岡市は志
賀直哉の「城の崎にて」で有名な城崎温泉のある町
です。城崎温泉といえば、この正月３日大火の報道は
記憶に新しいところです。その後、重伝建地区での
火災が続きました。妻籠にとっては対岸の火事では
ありません。城崎地区は現在も復興が続いていま
す。その中での開催となります。昨年１１月の鹿島・嬉
野大会には妻籠から８名が参加しました。日程は下記
のとおりです。皆さんも参加しましょう。

当日、妻籠からはJRを利用します。詳細を知りたい
方、参加を希望される方は愛する会事務局までご連
絡ください。

（TEL：０２６４－５７－３５１３）

第38回全国町並みゼミ
豊岡大会

第38回全国町並みゼミ
豊岡大会

〈倉敷大会の様子〉

〈昨年のマラソン大会〉

〈第１日目〉
６月１２日（金）　全体会
　・基調講演（西村幸夫氏）、開催地からの
　 報告他
　・歓迎交流会
〈第２日目〉
６月１３日（土）　分科会
　１．城の崎にて　２．湯あみ　３．芝居小屋
　４．酒蔵　　  ５．昭和の豊岡　６．たけの
　・分科会別交流会、夜なべ談義
〈第３日目〉
６月１４日（日）　全体会
　・分科会報告他



２月２０日
・舗装修繕工事（町：中町軽便道） １件
・玄関引戸改装（大妻籠） １件
・群状択伐（関電：大妻籠・下り谷） ３件
・余水路進入警戒装置（関電：尾又） １件
・電柱建替工事（中電：渡島・恋野） ２件
・引込線１条新設（中電：押手） １件
・配電線設備の保安伐採（中電：中町～恋野～城山～
 渡島） ３件
・携帯基地局光ケーブル引込工事（中部テレコム・押手） 
 １件
・地質調査ボーリング（県：下り谷） １件
・平成26年度県単治山事業（県：細野山） ２件
・歩道陥没修繕（町：第一駐車場付近） １件
・光ケーブルの引込（町：第一駐車場） １件
・林道細野山線改良工事（町：細野山） １件
・小規模災害復旧（町：下町・恋野） ３件
３月２０日
・農業倉庫新築（渡島） １件
・側溝石橋修繕（中町） １件
・外壁・雨樋等修復工事（中町） １件
・群状択伐（関電：下り谷、吾妻橋） ３件
・電灯引込線新設（中電：渡島） １件
・配電線設備の保安伐採（中電：城山口） １件
４月２０日
・群状択伐（関電：下り谷、渡島） ２件
・ボーリング調査（関電：渡島） １件
・筍伐採（関電） １件
・開閉器取替工事（中電：橋場） １件
・舗装修繕工事（町：軽便道） １件
・電柱新設（町：大妻籠） １件

統制委員会審議事項

２月 ４日 ： 広報部会
 ７日 ： 第３９回妻籠冬期大学講座（５８名聴講）
 １２日 ： 立場茶屋炊きつけ運搬作業（５名）
 １３日 ： 氷雪の灯まつり準備（氷つくり・木曽町３名）
 １４日 ： 氷雪の灯まつり（木曽町へ５名）、
   県観光関係撮影２件

 
 １７日 ： 案内人の会学習会
 １９日 ： 地域づくりネットワーク視察研修（４名参加）
 ２０日 ： 統制委員会
 ２１日 ： 日本ナショナルトラスト理事会・全国大会
 ２５日 ： 広報「妻籠宿」１１３号発行、
   元気づくり支援金ヒアリング
 ２６日 ： 木曽エコパーク会議、公民館建設委員会
３月 ３日 ： 南木曽町リニア中央新幹線対策協議会 
   （理事長、常務）
 ４日 ： 東海テレビ撮影（～５日）
 １０日 ： 観協役員会
 １２日 ： 韓国ジョンジュ市来宿（理事長、常務）
 １５日 ： 富士河口湖町まちづくり視察研修
 １７日 ： ＪＲリニア来宿、観協役員会
 ２０日 ： 統制委員会、地域づくりネットワーク幹事
   会（松本市・常務）、案内人の会世話人会
 ２３日 ： 理事会、木曽エコパーク会議
 ２５日 ： 妻籠観光協会総会
 ２６日 ： 評議員会
４月 １日 ： 駐車場臨時職員辞令交付
 ３日 ： 倉科様祭礼（理事長・常務）
 ４日 ： 木原啓吉先生を偲ぶ会（東京・理事長、常務）
 １０日 ： 広報部会
 １１日 ： 全国町並み連盟理事会（～１２日・常務）、
   石河同族会案内（理事長）
 １５日 ： 子安観音祭、観協女性部会
 １７日 ： 観協役員会
 ２０日 ： 統制委員会、木曽エコパーク会議

 ２２日 ： 衣装部会
 ２４日 ： 会計監査
 ２９日 ： 広報部会

発行：公益財団法人妻籠を愛する会
〒399-5302 長野県木曽郡南木曽町吾妻2159-2
ＴＥＬ：0264-57-3513（ＦＡＸ兼用）



平成２７年度　妻籠分館行事日程表

　２６年度妻籠分館文化祭が、３月７日（土）に分館ホールにて開催されました。雨の降るあいにくの天気
にもかかわらず、大勢の観客でホールは一杯となり、大いに盛り上がった文化祭となりました。
　力強いバンド演奏で始まり、保育園や小学生の皆さんのダンス。一生懸命踊る姿は可愛らしく、大きな
手拍子とおひねりも沢山飛んでいました。橋場地区の皆さんによるダンスの他、詩吟や津軽三味線の演奏
など１２の演目が発表されました。どれも日頃の練習の成果が見られ素晴らしかったです。
　トリを飾ったのは、毎年恒例の恋野地区の皆さんによる寸劇でした。今年の出し物は、昨年の大ヒット
アニメ「アナと雪の女王」。久し振りの西洋物語で、華やかなドレス姿に観客はウットリ？爆笑！今年も大いに
会場を盛り上げてくれました。
　最後のお楽しみ抽選会は、景品の本数が増え、品物も日用品となったことから女性に好評でした。分館
役員、出演者の皆さん、大変お疲れ様でした。

広報部　木 村 和 恵

妻籠分館文化祭　平成２７年３月７日（土）

＊そば打ち講習会 月２回 ☆軽音楽研究会  通年
＊ソフトバレーボール 週２回 ☆環境整備  適時
＊二胡教室 月２回
　※各団体への参加希望につきましては、分館主事までお気軽にお問い合わせください。
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 １２月 １３日

 ２月 ７日

 ２月 ２８日

 ３月 ４日

 ３月 ５日

 ３月 ２７日

曜日

日

日

木

金

日

日

日

土

日

日

日

日

金

土

日

全体会議

分館清掃（祭り準備日に合わせて）

和智埜大祭子ども神輿・夜警 

和智埜大祭夜警 

育成部行事：納涼祭（バーベキュー、花火等）

敬老会お手伝い

旧妻籠小学校校庭整備

区民運動会準備

区民運動会

しめ縄講習会、クリスマス会

南木曽町公民館大会

分館交流ソフトバレーボール大会

文化祭の準備

文化祭

２７度役員反省会

妻籠分館会議室

妻籠分館内外

旧妻籠小学校体育館

南木曽会館

旧妻籠小学校校庭

旧妻籠小学校校庭

旧妻籠小学校校庭

妻籠分館ホール、日本間

南木曽会館

社会体育館

妻籠分館ホール

妻籠分館ホール

妻籠分館日本間

行　事　内　容月　日

育成部（夜警は南木曽

小校外指導部と協力）

場　　　所

妻籠地区内


