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服装や遊ぶ玩具が変わっても、子どもたちの願いは似通って

いるように思います。

皆さん、幼い頃の願いは叶いましたか？

小笠原　美雪



 昨年１２月に「妻籠宿保存５０周年記念事業委員会」
を立ち上げました。同時に企画委員会を設け、その
中から『式典・会場委員会』『冬期大学委員会』『記念
誌委員会』を設置しました。企画委員会で大まかな
計画を立て、２月３日の記念式典に向けて進めていま
す。
 その中で記念誌委員会は何回か委員会を開催し、
少しずつ原稿集めを行なっています。今回は、記念誌
の進捗状況をお知らせいたします。

【記念誌内容】
・ 思い出誌上対談
・ 妻籠冬期大学講座のあゆみ
・ 年表
・ 住民憲章
・ 定款
・ 広報妻籠宿
・ 統制委員会審議一覧
・ 歴代役員名簿
・ 町長あいさつ
・ 理事長あいさつ
・ 原稿投稿文
・ 新聞記事コピー
・ 収支概要
・ 各種統計…人口推移、観光業者数、歴代町長
 教育長関係等
 （順不同：記念誌委員会で協議していきます）

 以上の内容で、古い資料を引っ張り出しながら進
めています。
 そこで、皆様にお願いがあります。
◉役員名簿を作成していますが、財団発足後、理事
 につきましては登記をしていますので、閉鎖謄本
 等から正確に把握できました。監事につきまして
 も事業報告の中に監査報告がありますので把握で
 きました。評議員につきましては、平成２５年度に
 公益財団法人移行後は登記が義務付けられました
 が、それ以前は登記されていないため、特に昭和
 のころについて若干把握できない年度がありま
 す。自宅の蔵に古い資料が眠っていませんか？
 もし、資料等お持ちでしたら、事務局までご連絡く
 ださい。よろしくお願いします。
◉記念誌にぜひ投稿したい方、原稿募集中です。
 ご連絡ください！

                          【事務局】
０２６４（５７）３５１３　下枝まで

【リニア中央新幹線関連】

　　県環境審議会専門委員会による
　　　　『妻籠水道水源保全地区』現地視察
　「リニアの工事で私たちの水源が枯れてしま
うのでは？」というのは、妻籠住民の一番の関心
事だと思います。７月５日と７日にわたって現地視
察がありました。

妻籠宿保存50周年記念事業記念誌作成中！妻籠宿保存50周年記念事業記念誌作成中！

〈資料の一部〉



　新年度を迎えて早くも４ヶ月が過ぎました。昨年を
振り返ってみますと、案内実績は対前年８４％と、お客
様の入込みに比例して減少しました。今年度も今の
ところ低調に推移しています。原因は、経済状況、環
境の変化等いろいろ考えられますが、案内人の会と
しては、各種イベント、学習会、研修会等に積極的に
参加し、活発な活動ができた１年であったと総括して
おります。
　本年度は、７月１日から９月３０日までの日程で、「信
州デスティネーションキャンペーン」が始まりまし
た。このキャンペーンは、長野県・地元自治体・観光業
者・JR６社が連携し、信州にお客様を呼び込もうとす
る催しです。また、宿場保存開始５０年の大きな節目
を迎える年でもあります。来年春にはいろいろなイ
ベントが計画されています。多くのお客様に来宿し
ていただく絶好の機会であると捉えています。
　案内人の会としても、今まで以上に「おもてなし」
の心を基本に、「また妻籠に来て見たい」と思われる
案内に努めると共にリピーターを増やしたいと考え
ています。
　全国で重伝建の登録数が１１４ヶ所になりました。
旅先を選ぶのはお客様です。魅力ある妻籠宿、また
来たいと思われる妻籠宿を案内を通してPRしてい
きます。また、昨年木曽全域が日本遺産に登録され、
「木曽路はすべて山の中」をキャッチフレーズに木曽
への誘客活動も始まっています。刻一刻と世の中の
情勢は変わっています。宿場保存５０年、先輩の方々
が築き上げてきた歴史を守りつつ、将来にわたって
守っていくことは我々の責任です。いろいろな意見
を聞きながら、より良い方向を見出すことが大切で
す。
　案内人の会として、今年度も案内はもちろん、研
修会等に積極的に参加し、レベルアップを図っていき
ますのでよろしくお願いします。

妻籠宿案内人の会会長　原 　 修 己妻籠宿案内人の会会長　原 　 修 己
妻籠宿案内人の会会員募集中！

南木曽町や妻籠宿の
歴史・文化・観光に興味のある方
案内人の活動に興味のある方
私たちの仲間になりませんか？
一緒に活動しましょう！

【問い合わせ先】
　妻籠宿案内人の会事務局
　　　　TEL：02６４－５７－３５１３
　　　　（公財）妻籠を愛する会内

【木曽風景街道推進協議会外来植物駆除講習会】
於：上松町赤沢　２０１７．７．１９

　外来植物の観察会のあと、炎天下のもと、オオハ
ンゴンソウを中心に駆除作業を行いました。
　木曽郡内から約１００名の参加がありました。

妻籠宿案内人の会　活動状況について妻籠宿案内人の会　活動状況について

〈平成28年度：大津市視察研修〉

〈木曽風景街道推進協議会総会に参加〉



　南木曽町･妻籠健康マラソンに初めて参加させて
いただきました。妻籠宿には観光で何度か訪れたこ
とがあり、雰囲気のある素敵な場所だなぁと思ってい
たので、そこで走れることがうれしくて、何ヶ月も前
から楽しみにしていました。
　事前に、急な坂道が多いと聞いていたため、当日
は少し不安を感じながら会場に向かいました。実際
に走ってみると、今までに経験したことのないような
アップダウンの激しいコースでかなり体力を奪われ
てしまいました。しかし、沿道での地元の皆様の応援
や妻籠宿の情緒ある町並み、山のきれいな緑に励ま
され、何とか走りきることができました。
　今回のマラソンで一番心に残っていることは、南
木曽町の皆様の暖かさです。おいしい五平餅、豚汁、
漬物のサービスがあり、預けた荷物を受け取る際に
は、「お疲れ様でした。来年もぜひ来てくださいね。」
と暖かい言葉をかけていただきました。また、6位に
入賞し、舞台の上で表彰状をもらえたこともうれし
かったです。
　今まで様々なマラソンの大会に参加してきました
が、これほどのおもてなしをしていただいたのは初
めてではないかと思います。
　とても楽しく、思い出に残る一日を過ごさせてい
ただき、ありがとうございました。来年も走りにきま
す。

愛知県　女子10㎞　井戸田 　希

　今回、子どもと一緒に初参加しました。毎年仕事が
あるので出場していませんでしたが、小学２年生の
長男が去年出場し１０位になり、「来年こそ表彰台に
立ちたい！」と言っていたので、春になったら早起きし
て、６時半に近くの長延寺の鐘を鳴らして帰ってくる
のを日課にしていました。散歩だけの日もあれば、
しっかり走ってくる日もありました。次男は気まぐれ
で、たまに一緒に行く程度でしたが、マラソンには出
たいということで、自分も親子ペアで出場すること
にしました。
　旧妻籠小学校の校庭の脇には小川があり、子ども
たちはイモリやカエルを捕まえたりと、マラソンそっ
ちのけで夢中になっていたので、「これはいつものよ
うに遊んでしまい、走る気はないだろうな。」と思っ
ておりましたが、本番ではほとんど歩くことなく頑
張って走ることができたので、とても驚きました。途
中、五平餅を食べ、のどに詰まらせそうになりました
が…。長男も目標の表彰台に立つことができて、自
信がつき、とても満足した様子でした。自分自身、子
どもの頃以来の参加でしたが、自分の子どもと親子
で走るといういい経験ができ、また来年も参加した
いと思いました。

南木曽町　3．5㎞ペア　北原大作・光

第37回南木曽町・妻籠健康マラソン大会 2017年6月4日（日）第37回南木曽町・妻籠健康マラソン大会 2017年6月4日（日）

〈井戸田：宿場内疾走中〉
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　暮らしの中でマラソンと付き合って長い年月を数
えます。スタート直後に急坂を駆け上がる妻籠の
コースも初参加した頃は苦しかった記憶が残ってい
ません。若かったんですね。
　今大会で健康大賞を初受賞、区切りの大会となり
ました。シーズン最後の大会と位置づける妻籠の大
会は、私にとっては一年の総括と来シーズンに繋が
る節目ともなっており、はやる気持ちと練習不足の
不安を抱えつつ晴れがましい襷と共にスタートを切
りました。
　急坂を100ｍも走らぬうちに片足が痙り、急ブレー
キがかかる久しぶりの「まいった感」に襲われたので
すが、すぐ完走レースに切り替えることにしたのでし
た。沿道の皆様の応援、陣屋太鼓の力強い後押し、
コース整理、給水にと町民総出の「おもてなし」を受
けつつ苦戦ながらも無事ゴールができました。
　マラソンを通して常々思うのですが、自分のエン
ジン（心臓、肺臓）と駆動力（手足等）を総動員して
「タイムには関係なく」満足感を味わえるスポーツを
これからも続けられることを願っています。妻籠宿
の外れ、バス停近くで「あんたここで暮らさんかね」
と声をかけてくれた木材加工の方、「もう３０年以上
経ちますね、お元気ですか」そして南木曽町妻籠の
皆さんお達者で！

愛知県　男子10㎞　濵 西 修 作 　当日は晴天に恵まれ、絶好のマラソン日和でした。
第３７回南木曽町・妻籠健康マラソンにボランティア
スタッフで参加し、微力ですが宿場を走る選手に拍
手と声援を送らせていただきました。いつもどおり
観光客の歩く中で、時には一緒に応援する人もい
て、観光地ならではの微笑ましい光景も見られまし
た。スタッフジャンパーを着ていたこともあり、観光
客に大会の質問や道を尋ねられることもありまし
た。マラソン大会以外にも役立てたようでよかったと
思います。いろいろな事でお手伝いするようになっ
てから、イベントは沢山の人の協力があって成り立っ
ているという事を知りました。イベントの開催は大変
な労力が要る事で、主催者、参加者の熱意はもちろ
ん、それを支える地域の方々がいて、作業を通じて
の交流を楽しんで、そうして繋げていく事も大事だ
と感じました。
　最近は、近隣地区との同時開催で、参加者が集ま
らず開催が危ぶまれるマラソン大会もあると聞いた
ことがありますが、南木曽町・妻籠健康マラソンは、
私が生まれる前から続く歴史のある大会ですから、
古い町並みを走れるという特色を活かし、人と人と
の繋がりを大事にして、より長く続くことを願ってい
ます。

実行委員　平 川 慎 治『健康大賞の重みと嬉しさで苦戦』

〈妻籠宿を駆け抜ける濵西さん〉



　環境保全委員と妻籠観光協会若者１４名が厚集ま
り、合同で真夏の夕暮れに作業を行ないました。

平成29年度　特定外来生物駆除活動平成29年度　特定外来生物駆除活動

　最近ニュースで話題になっているヒアリは、南米原
産の特定外来生物に指定されて、刺されると生命を
脅かされ、大きな話題になっています。
　今年も車を走らせると、道路際には黄色い花が群
生しています。風に揺れている黄色い花は元はと言
えば遠く北米が原産で観賞用に導入され、ヒアリと
違い人間に害を及ぼす事はないのですが、在来種の
花々にとっては侵食され、命を奪われてしまう危険
な植物です。
　６月に入りオオキンケイギクが咲き始め、アレチウ
リと共に第一回目の駆除作業を行いました。国道２５
６号線沿線が一番目立つのですが、何年か続けてい
るおかげか、少し減った様な、それでも何年続けても
絶滅することなく咲き乱れている姿を見るとため息
が出ます。
　最近は環境整備の仕事＝外来植物の駆除作業の
様になってしまっています。７月に入るとセイタカア
ワダチソウと、オオハンゴンソウの駆除を始めます
が、去年は暑い中、財団の環境整備部員や観光協会
の若い人の協力を得て、大変な思いをしながら駆除
したのですが、今年は早い時期より処置を始めてお
ります。引き抜いても引き抜いても僅かに残った根
から再生するので、困難な作業の連続になります。
　これから他の品種も含め、何年も時間を費やし、
根気な駆除作業をすることになると思いますが、間
違っても庭に植えたりしないように見かけたら引き
抜き、また、見かけましたら情報をお知らせいただき
ます様に、ご協力をお願いします。

環境保全委員長　今 井 啓 文環境保全委員長　今 井 啓 文

〈６月１２日：オオキンケイギク駆除作業〉

〈７月２８日：オオハンゴンソウ除去作業〉



５月 １日 ： メ～テレ撮影
 ８日 ： 信州DCキャンペーン撮影
 ９日 ： 記念誌委員会
 １１日 ： 観協役員会
 １２日 ： 理事会、木曽地域文化遺産活性化協議会
   活性化委員会総会（合庁・理事長、常務）
 １３日 ： 松本大学学生来宿
 １４日 ： イベロ・ジャパン撮影
 １６日 ： 県国際観光推進協議会馬籠峠案内
 １７日 ： 高森町狼煙会議（高森町・常務）
 ２０日 ： 広報１２２号発行
 ２１日 ： NHK・BS番組撮影
 ２２日 ： 統制委員会
 ２３日 ： 木曽風景街道推進協議会総会
  （上松町・５名参加）
 ２４日 ： 南木曽町リニア中央新幹線対策協議会
  （理事長・常務）、テレビ信州撮影
 ２５日 ： ナショナルトラスト常任理事会
  （東京・常務）、県議員団来宿
 ２６日 ： ナショナルトラスト理事会（東京・常務）
 ２８日 ： DCキャンペーンポスター撮影
 ３０日 ： 評議員会
 ３１日 ： 衣装部会、水道水源保全地区事前協議
   専門委員会傍聴（県庁・常務）
６月 ４日 ： 第３７回南木曽町・妻籠健康マラソン大会
 ６日 ： イタリアテレビ番組撮影
 １２日 ： オオキンケイギク駆除
  （環境保全委員会・９名参加）、観光地づくり
   戦略プロジェクト会議
 １３日 ： 衣装部会
 １４日 ： 観協役員会
 １５日 ： 広域季刊誌プロジェクト会議（常務）
 １６日 ： 彦部家来宿
 １７日 ： 一石栃草刈作業
 １８日 ： ナショナルトラスト総会（東京・常務）、
   平成２９年度第１回観光地点パラメータ調査
 ２０日 ： 統制委員会
 ２２日 ： 記念誌委員会
 ２３日 ： NHKワールド撮影（～２４日）
 ２４日 ： テレビ朝日撮影
 ２６日 ： 一石栃草刈作業
 ２７日 ： 広報部会、CBC撮影
７月 １日 ： DCキャンペーンオープニングイベント
  （南木曽駅前）
 ５日 ： リニア中央新幹線水源公聴会
 ８日 ： リニア中央新幹線水源公聴会
 １０日 ： 南木曽町リニア中央新幹線対策協議会
  （理事長・常務）、県観光部撮影

 １１日 ： CBCテレビ撮影
 １３日 ： 木曽観光地域づくり戦略プロジェクト
   会議（ねざめ亭・常務）
 １８日 ： ウォークジャパン２５周年記念式典
  （木曽町・副理事長、常務）
 １９日 ： 木曽風景街道推進協議会外来植物駆除
   講習会（上松町・２名参加）
 ２０日 ： 統制委員会、南木曽地域産業労働安全
   大会（２名）
 ２１日 ： 観協役員会
 ２３日 ： 和智埜神社祭礼（～２４日）
 ２６日 ： 木曽路の眺望景観整備連絡会
  （広域：常務）、名工土木城山整備作業
 ２７日 ： 広報部会
 ２８日 ： オオハンゴンソウ駆除作業
  （観協保全委員会・14名参加）

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）

統制委員会審議事項
５月２２日
・群状択伐（関電：尾又・恋野・渡島） ３件
・住宅増築（橋場） １件
・平成２９年度重伝建事業（寺下） １件
６月２０日
・平成29年度林地荒廃防止事業第１号工事（県：尾又）
 １件
・群状択伐（関電：妻籠地区） ６件
・配電設備の保安伐採（中電：橋場） １件
・電力供給設備の撤去（中電：下り谷） ２件
・平成29年度妻籠宿保存地区建造物小規模修理事業
（大妻籠） １件
７月２０日
・道路法面の立木伐採及び枝払い（建設業協会：上在郷）
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１件
・立木伐採工事（町：妻籠橋バス停） １件
・駐車場造成（橋場） １件
・居宅・客室修繕〈内部〉（上町） １件

〈木曽踊り：毎週金曜日公開練習中〉



信州デスティネーションキャンペーン

「世界級リゾートへ、ようこそ。山の信州」
信州デスティネーションキャンペーン

「世界級リゾートへ、ようこそ。山の信州」

　長野県では平成２２年以来となる大型観光キャン
ペーン「信州デスティネーションキャンペーン」を７
月から９月末まで開催しています。
　このキャンペーンでは、「世界級リゾートへ、よう
こそ。山の信州」をキャッチフレーズに、「癒し」「ア
ウトドア」「歴史・文化」「食」の４つのテーマで「人生
が変わる旅」をプロモーションしております。
　ＪＲでは、新宿と南木曽を直通で結ぶ木曽あずさ号
を運行しているほか、都市圏において、テレビＣＭ、
駅貼りポスターや電車の中吊り広告などで信州のＰ
Ｒを行っています。
　木曽観光復興対策協議会（事務局：木曽地域振興
局商工観光課）では、列車で木曽を訪れるお客様が
南木曽駅又は木曽福島駅からタクシーで観光地をめ
ぐるプランの運行を始めました。妻籠宿と阿寺渓谷
散策３時間コースをおとな一人５千円で販売するな
ど、滞在時間を増やす仕組みづくりを行っておりま
す。
　昨年初めて実施した旅行者満足度調査では、木曽
郡を訪れた日本人旅行者の２２．６パーセント、外国人
旅行者の５１．２パーセントが「たいへん満足（総合満
足度）」（７段階評価の最上位）しており、県全体と比
べて、高い満足度を得ていることが分かりました。
　一方で課題として挙げられたことは、「目的地以外
の観光情報が容易に入手できること」、「体験プログ
ラムの内容や質」及び「地域内の移動の利便性向
上」という結果となっておりますので、今回のキャン
ペーンを通じて、こうした課題解決に皆様とともに
取り組んでいくことで、日本遺産に認定された「山を
守り山に生きる」木曽地域が、国内外のお客様に何
度も訪れていただける地域となるよう努めてまいり
ます。

木曽地域振興局商工観光課長　　内 田 孝 雄

〈７月１日南木曽駅〉 〈名古屋駅〉

〈手を振ろう運動：木曽町役場〉

〈あずさ到着で賑わう南木曽駅〉

〈７月１日歓迎セレモニー：南木曽駅前〉


