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　東京において、２月２７日「公益社団法人日本ナショ
ナル・トラスト協会」の第３３回全国大会がありまし
た。最近の妻籠宿訪日観光の新しい動きとして、イン
バウンドの現状を報告しました。大会の基調講演で
は、日本で最も美しい村連合の常務理事、杉一浩氏
の地域の資源を活かした「最も美しい村」づくりでし
た。講演に感銘して帰路につきました。

日本ナショナル・トラスト協会全国大会日本ナショナル・トラスト協会全国大会 『木曽谷が日本遺産に決定』『木曽谷が日本遺産に決定』

　このたび、平成２８年度の「日本遺産」に木曽地
域が認定されました。木曽の６町村と塩尻市で申
請していました。
　奈良井宿から妻籠宿までの中山道沿いの歴史
文化、林業、御嶽信仰などを縫合した「木曽路は
すべて山の中～山を守り山に生きる～」がテー
マです。
　これからの木曽谷全体での観光振興をキーに
地域活性化を図るのが目的です。知恵と汗して
共同で大きな目を開いて進もう！

　年に二回の保存審議会が三月三十日に開かれまし
た。「保存審議会」とは聞きなれない名称だと思いま
すが、妻籠宿保存地区保存条例に基づき、地区内住
民・地区外住民・関係行政機関の職員・学識経験者ら、
教育委員会から委嘱された十二名の委員で構成し、
教育委員会の諮問に応じ、保存等に関する重要事項
について調査審議し、及びこれらの事項について教
育委員会に建議するための委員会です。学識経験者
の中には保存の初期からご指導いただいた奈良女子
大学名誉教授の上野邦一先生をはじめとする文化財
の専門家の先生方がいらして、地元住民としては勉
強させていただく部分が多々あります。　
　先日の博物館での審議会の後には上町の伊藤家
の現地調査をも行い、歴史的な検証もする中で「保
存審議会」の役割の大きさを実感した次第です。

常務理事　藤 原 義 則

統制委員長　松 瀬 博 敏

報告：藤原義則常務理事

〈全国大会会場〉

　３月１３日、全国町並み保存連盟理事会が和歌山県
湯浅町で開かれました。昨年の全国町並みゼミ豊岡
大会の総括、そして今年度の第３９回全国町並みゼミ
大内・前沢大会（福島県下郷町・南会津町）が９月９日
（金）～１１日（日）に決定しました。少し遠方ではあり
ますが多くの方の参加をお願いします。

全国町並み保存連盟理事会：湯浅町全国町並み保存連盟理事会：湯浅町

妻籠宿保存地区保存審議会妻籠宿保存地区保存審議会

〈理事会に先立ち
　　　湯浅町の町並み見学会が行われました〉

〈上町伊藤家前にて保存審議委員勢ぞろい〉



　妻籠冬期大学講座にてTyler Lynchさんによる講
演「外国人が求めるおもてなし」を受講させていた
だきました。
　Tyler さんは、２００５年にアメリカから移住し、奥様
のご実家である戸倉上山田温泉の亀清旅館の若旦
那として奮闘する中、町歩きのマップや５ヶ国語で観
光情報を伝えるユニーク長野の作成など、長野や地
域の魅力発信のために活躍されています。例えば町
歩きのマップは、旅先で入りにくいお店の入口の鍵、
鍵を開けることで、地域の人や文化との触れ合いが
生まれる、お客様との出会いを大切にし、顔を合わせ
たサービスをする事で、お迎えする心も変わるとお
話されました。忙しい日常から離れ、どれだけその土
地の文化に触れあえるかが外国のお客様が求めるも
の、文化体験など魅力ある企画や免税店の看板、クレ
ジットが使えるかでも“ようこそ”の気持ちとおもて
なし感がぐっと伝わるとも。
　また、Tyler さんご自身も妻籠宿へ訪れ、脇本陣の
囲炉裏に座って話を聞いた体験は、一生忘れない妻
籠マジックだとお話されました。住民の方々の保存
の努力で素晴らしい財産となっている妻籠宿は、そ
の静かな佇まいの中に、本物だからこその感動と魅
力が溢れていると私自身感じます。
　先日、亀清旅館を訪れTylerさんにお会いする機
会がありました。作務衣姿のTyler さんは、笑顔で木
曽へまたきっと行きますからと、寒い中外でお見送り
してくださいました。Tylerさんのおもてなしを自分
たちへ置き換えれば、どれだけ地域を知り、魅力を発
信し、たくさんの魔法を感じていただけるか、地域ぐ
るみのキャスティングによる舞台作りこそ大切な努
めなのだと感じました。素晴らしい講演と出会いの
場を頂戴し、ありがとうございました。

蘭地区　中 村 紋 佳蘭地区　中 村 紋 佳

　４０回という回を重ねた妻籠冬期大学講座、毎年そ
の時代を見据えた課題そして講師の先生方への依
頼等（公財）妻籠を愛する会役員の皆さまのご尽力
に感謝申し上げます。
　今、日本津々浦々海外からの旅行者また、その他
故あって日本にいらしている外国の方は大勢いらっ
しゃいます。とっさに声をかけることはためらわれま
すが、妻籠宿で茶房画廊を営む者にとってそうは
言っていられません。さあ、どうしましょうといったと
ころです。
　今回、戸倉上山田温泉旅館「亀清」さんの御主人
平リンチさん（アメリカ生まれ）のお話を伺い、「日本
の歴史文化を大切にしている妻籠宿、私にとって、ま
た欧米人にとって憧れなんです」のお言葉に自分た
ちの文化を認識しなおさなくてはいけないと身の引
き締まる思いがしました。
　子どもの頃より稽古している筝曲の世界でも「侘
び」については大変深いテーマです。リンチさんが座
禅（禅宗修行）・道（技・芸）に対しての憧れをつよく
語っていただき、重なるものがありました。不思議な
感覚です。
　岡田政晴先生の東山魁夷画伯の作風やお人柄に
ついてのお話は、私の全く思いの中にない東山魁夷
像でした。自分の未熟さに情けなく、しかし新鮮なお
話として心に染み入ります。父が生前よく東山魁夷
画伯の話をしてくれました。賤母街道を通った話で
す。母も絵が好きで、原画ではありませんが持ってい
ました。きっと励まされ慰められ、一生を全うしてき
たのだろうと、父を偲ぶことができました。またもや
不思議な感覚です。岡田先生のお話が私の心に強く
落とし込んでくれたのだと思います。
　全くタイプの違う先生方の講演でしたが、お話が
重なり、不思議の世界をとても心地よく過ごさせて
いただきました。ありがとうございました。

渡島区　松 瀬 康 子渡島区　松 瀬 康 子

第４０回妻籠冬期大学講座第４０回妻籠冬期大学講座
２０１６年２月６日（土）２０１６年２月６日（土）



【撮影：高井昌博】 【撮影：平野かほり】

雨の中の氷雪の灯まつり　２０１６．２．13雨の中の氷雪の灯まつり　２０１６．２．13

　木曽で一番寒い時期に開催される氷雪の灯まつり
は、毎年見に行くのが楽しみで、特に妻籠宿と奈良井
宿が当時の宿場の姿を残していて一番好きです。
　今年は朝から雨が降っていて、開催が危ぶまれま
したが、夕方に小雨になってくれたおかげで開催でき
ましたね。
　雨で道路が濡れているので、空の残照や灯りが写
りこみ、とても綺麗でした。
　雨が降る中、準備をするのは大変だったと思いま
す。ありがとうございました。

中津川市　高 井 昌 博



〔案内人募集のお知らせ〕

妻籠宿案内人の会　馬籠峠研修妻籠宿案内人の会　馬籠峠研修

　新緑が目に染みる季節となりました。会員から馬籠
宿までの研修会をしては、との希望があり、４月２７日、
足に自信のある会員７名が参加して行われました。天
候にも恵まれ、道端ではモクレン、レンギョウ、エンレ
イソウ、そして山を見上げればコブシ、山ザクラ、ツツ
ジ等が満開で、目を楽しませてくれました。コブシの
花が多く咲いた年は、作物が豊作だと言われていま
す。
　皆、順調に歩いて１時間ほどで吉川英治の小説「宮
本武蔵」に登場する男滝・女滝に着きました。マイナ
スイオンを胸一杯に吸うと、疲れがとんでいきます。
ひと息入れたところで馬籠峠を目指しました。途中、
宿場と宿場の中間に設けられた「一石栃立場茶屋」
で小休止です。ここは、無料休憩所として、ハイカー
にお茶等を提供し便宜を図ってくれています。外国人
のハイカーも多く立ち寄り、交流の場となっていま
す。また、枝垂れ桜の名所として有名です。今年は開
花が早く、満開は過ぎていましたが、十分満足しまし
た。是非見学に訪れてください。一石栃立場茶屋を出
て２０分ほどで馬籠峠頂上です。標高７９０Ｍで長野県
と岐阜県の県境にあたります。俳人、正岡子規が明治
３０年代に木曽路を訪ねた時に「白雲や青葉若葉の三
十里」と詠んだ句碑が立っていますが、丁度今頃の時
期ではないかと推察されます。天気がよいと、樹木の
間から残雪の残る木曽駒ケ岳が見えるはずでした
が、曇っていて残念でした。妻籠宿から馬籠宿のハイ
キングコースは、木曽十一宿の中でも中山道の面影
を色濃く残しており、素晴らしいコースです。８．８ＫＭ
あっという間に馬籠宿です。ハイキングには今の時期
が最適かと思われます。昔の旅人を偲び、約２時間半
の行程ですが、是非一度、この街道を歩いてみません
か。
　案内人の会では、これからも宿場だけでなく、南木
曽町を中心に、木曽の魅力について案内を通じてＰＲ
していきます。

　妻籠宿案内人の会では、妻籠宿・南木曽町・木
曽の歴史に興味のある方を募集しています。
　案内人の活動に興味のある方は、事務局まで
ご連絡ください。
【妻籠宿案内人の会事務局】
　ＴＥＬ：０２６４－５７－３５１３（妻籠を愛する会内）

妻籠宿案内人の会会長　原 　 修 己

〈女滝でマイナスイオンを沢山浴びました！〉 〈馬籠展望台に到着〉

〈登りはツライ！〉

〈一石栃立場茶屋で一休み〉



駐車場勤務にあたって　駐車場職員：梶田健司駐車場勤務にあたって　駐車場職員：梶田健司

〈平成２８年度　（公財）妻籠を愛する会事業計画〉〈平成２８年度　（公財）妻籠を愛する会事業計画〉

　この度、妻籠宿の駐車場に勤務させて頂くことに
なりました。
　今までの私の人生の中で、接客業の経験は全くな
かったのですが、平成２７年２月から１年２ヶ月、一石栃
立場茶屋に勤務する機会を得て、人生初の接客業を
経験しました。
　まず、妻籠を訪れる観光客の多さに驚きました。そ
して、茶屋で休憩される大勢のお客様、特に外国の
お客様との会話の難しさと楽しさを知りました。
　今まで英語での会話はほとんど経験がなかったの
で、単語を並べて身振り手振りで応対しましたが、何
とか通じることを実感しました。多くのお客様との会
話の中で共通の趣味の話題で盛り上がったり、各地
の観光地の情報交換をしたり、と、たいへん有意義な
時を過ごさせて頂きました。
　お客様が笑顔で「また来るから」と言って茶屋を出
て行く姿を見送る時が一番嬉しかったです。たくさ
んの貴重な経験をさせて頂いた、１年と２ヶ月でし
た。

　この茶屋で得た経験を今後の駐車場勤務に活か
していければと考えております。
　駐車場勤務は、お客様の大切なお金を扱う仕事で
あり、緊張感を持って、間違いのないよう勤務に当た
る覚悟です。伝統ある妻籠宿の知名度をより一層上
げるよう、また、いい印象を持ってお帰り頂けるよう
常日頃心掛けたいと思います。
　先輩方、地域の皆様のご支援をよろしくお願いい
たします。

１． 妻籠宿保存のための調査・研究・指導・援助に関する事業
 現状変更行為申請受付事務及び指導・援助、月例統制委員会の開催と申請事項の審議、統制委員会の研
 修、建築物保存修理修景計画への参画、空き家に関する調査・研究・道標等の製作・講習会の実施、防災施
 設の点検・修理計画の推進、防災訓練の実施、全国町並みゼミ等研修会への参加・参画
２． 建造物の保存及び景観を守るために必要な維持管理・環境保全事業
 「立場茶屋」建物の維持管理・活用・通年開放及び周辺耕作地管理、「白木改番所」の史跡公園整備、中山道
 沿線の景観整備・松枯れ対応、「尾又屋」「まつや」「旧田原家」の維持管理・活用、板葺き石置き屋根の保存
 技能の継承、空き家所有者の維持管理委託及び改修の推進
３． 文化財の公開に必要な諸施設の設置と、その維持管理に関する事業
 「ふれあい館」の管理運営、「四阿」の維持管理、休息施設の維持補充、ホームページ等による保存事業の情
 報発信、道標・説明板の見直しと更新、民俗資料の収集・公開・活用
４． 文化の向上を図るための調査・普及に関する事業
 広報「妻籠宿」・事務局便りの発行配布、「文化文政風俗絵巻之行列」の実施、「妻籠冬期大学講座」の主催と
 勉強会の支援、妻籠宿案内人の会への支援・育成、古い時代の衣装の保存・収集・活用・着付け教室の実施、
 妻籠及び木曽に相応した文化の伝承と開発・研究
５． 文化財と一体をなす自然環境の保護に関する事業
 保有山林地の維持管理、休耕地の景観整備、重伝建地域の桜・ミツバツツジ等の花木の保護・植栽・育成と
 景観整備、妻籠城址の環境整備、外来動植物の駆除
６． 重要伝統的建造物群保存地区内において公開に必要とする事業の受託
 町営駐車場管理事業、旧妻籠小学校の管理、妻籠観光協会事務事業
７． 関係機関、連携団体との集落保存、自然環境の保護、地域づくりに関する事業
 木曽風景街道推進協議会・木曽ユネスコ協会との協働活動、木曽街道連絡会の事業の推進、関係団体との
 交流、国土交通省エクスカーション活動参加　
８． 前号までに掲げるもののほか、前号までの目的を達成するために必要な事業
 中央駐車場の経営及び環境整備、取得資産の有効活用



２月２２日
・電灯引込線新設（中電：大妻籠） １件
３月２２日
・架空通信ケーブル移転（関電：恋野） １件
・群状択伐（関電：下り谷） １件
・竹垣修繕（脇本陣奥谷：教委） １件
・住居修繕（下町） １件
・女滝前木製橋の維持補修（町） １件
・横断溝設置（町：下町） １件
４月２０日
・配電線支障移設工事（中電：大妻籠） １件
・筍伐採（関電：保存地区内） １件
・住居修繕（下町） １件
・駐車場屋根新築工事（下町） １件
・ＮＨＫ南木曽ＦＭ補間中継放送所新築（細野山） １件
・携帯電話基地局妻籠局増改築（ＫＤＤＩ：大妻籠） １件

統制委員会審議事項

２月 ２日 ： 南木曽町ﾘﾆｱ中央新幹線対策協議会
 ６日 ： 第４０回妻籠冬期大学（５０名聴講）
 １１日 ： テレビ信州撮影
 １２日 ： 氷雪の灯まつり準備（氷つくり・木曽町）
 １３日 ： 氷雪の灯まつり（木曽町へ４名）
 １５日 ： NHK番組撮影
 １６日 ： 南木曽町博物館協議会（理事長）、
   案内人の会学習会 
 １７日 ： 放射線量調査（馬籠峠：リニア関係）
 １８日 ： （公財）妻籠を愛する会理事会
 ２０日 ： 広報「妻籠宿」１１７号発行
 ２２日 ： 統制委員会
 ２３日 ： 放射線量調査（馬籠峠：リニア関係）、
   公民館妻籠分館建設委員会（理事長・常務）
 ２７日 ： ナショナルトラスト協会理事会・全国大会
   （東京：常務）
 ２９日 ： 元気づくり支援金２８年度ﾋｱﾘﾝｸ（゙常務）
３月 １日 ： インバウンド講演会（合庁）
 ２日 ： 地域づくりネットワーク講演会
   （合庁：理事長・常務）
 ４日 ： 南木曽町リニア中央新幹線対策協議会
   （南木曽会館）
 ７日 ： 観協役員会 
 ８日 ： カシヨ撮影
 １１日 ： 観協役員会、美しい村加藤氏来宿
 １２日 ： 全国町並み保存連盟理事会
   （湯浅町：常務～１３日）
 １４日 ： 妻籠観光協会総会
 １６日 ： 長野朝日放送撮影
 ２２日 ： 統制委員会、案内人の会世話人会
 ２５日 ： 理事会
 ２７日 ： 県観光地点パラメータ調査
 ２８日 ： 評議員選定委員会
 ２９日 ： 広報部会
 ３０日 ： 妻籠宿保存地区保存審議会
   （理事長・常務）、東海テレビ撮影
４月 １日 ： 駐車場臨時職員辞令交付、
   英国ITVテレビ撮影（～２日）
 ３日 ： 倉科様祭礼（理事長・常務）
 ５日 ： 観協役員会
 ７日 ： 広域季刊誌プロジェクト会議（常務）
 ８日 ： 理事会
 １５日 ： 子安観音祭礼
 １８日 ： 広域季刊誌プロジェクト会議（常務）
 ２０日 ： 統制委員会
 ２１日 ： 木曽風景街道推進協議会役員会（理事長・常務）

 ２４日 ： ＴＢＳビジョン撮影
 ２５日 ： クールジャパン撮影（～２８日）
 ２６日 ： 会計監査、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）

〈表紙のことば〉
　木曽地方は南北に細長いので、桜の開花は暖
かい地域から順次始まります。
　妻籠宿は、木曽の最南端で他の地域よりも早
く開花するので、木曽の春を探しに行くときは
真っ先に妻籠宿へ向かいます。
　当日は曇りで、今にも雨が降り出しそうな天
気でしたが、桜のみならず木蓮なども咲いてい
て、初春の妻籠宿を楽しませて頂きました。

【中津川市：高井昌博】　

〈４月１５日子安観音祭礼〉



妻籠分館文化祭　　平成２８年３月５日（土）広報部　木村和恵妻籠分館文化祭　　平成２８年３月５日（土）広報部　木村和恵

平成２８年度　妻籠分館行事日程表平成２８年度　妻籠分館行事日程表

　妻籠分館文化祭が、３月５日（土）に開催されました。各団体や個人の皆さんが、日頃の練習の成果を、またこ
の文化祭に向けて厳しい練習（？）をされてきた成果を発表されました。出演者皆さんが元気一杯に、一生懸命
演じている姿に、観客からは大きな歓声や拍手が送られていました。最後に、日用品などが当たるおたのしみ抽
選会があり、クジを片手に一喜一憂し、文化祭は無事終了しました。
　分館役員の方々は、今年のプログラムを作成するにあたり、出演者がなかなか集まらず大変ご苦労されたそ
うです。分館活動を盛り上げるためにも、また妻籠地区全体を活気付けるためにも、来年は是非多くの方々に
参加いただける事を願います。

  

 


