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Ｈ２３年４月２６日～７月１５日 

 

今年も又北海道へ渡りました。毎年冬は「台湾」、夏は「北海道・東北」、を基

本に滞在していましたが、「東日本大震災」を契機に今年と来年は日本国内で多

少でもお金を使いたいと言う意味から台湾は取りあえず中止しました。（今後、

台湾へ行かないという事では有りません） 

 

何時もは大洗や、仙台から太平洋を渡って北海道へ渡りましたが、今回の「東

日本大震災」で港が使えず、出発時点で各社運行を取り止めていますので日本

海側のフェリーを使うと言う事で「新潟」から「小樽」行きの「新日本海フェ

リー」に乗りました。日本海側のフェリーに乗るのは初めてです。 

未だ周りに雪の残る「関越自動車道」を利用して新潟まで行きました。仙台ま

で行く思いをすれば悪くないなと感じました。 

フェリーは、やはり震災の影響か、ゴールデンウイークにも近いのですが大変

空いていました。コンテナーや大型の貨物車も太平洋側から幾らかは回ってき

ているのだと思います。 

 

 

新潟港フェリー埠頭 



 

午前１０時半に出発して、翌朝４月２７日４時半に小樽へ着きました。大変早

い時間ですが、札幌へ行ってから用事を全部済まして翌日には道東に向けて出

発できるので、私にとっては大変便利ですね。北海道へ来た初日、何時もは定

山渓温泉に行って泊まるのですが、今回は翌日早く出発するので札幌のビジネ

スホテルに泊まりました。札幌にはビジネスホテルが沢山有りますので大変リ

ーズナブルに泊まる事が出来ます。 

 

 
「大倉シャンツエ」        人気キャラクター「まりもっこり」 

 

翌日４月２８日６時半に朝食を摂ってから札幌を７時過ぎに出発しました。「道

央自動車道」を、旫川を目指して走ってから「旫川紋別自動車道」へ入り、本

当は「上川ＩＣ」で国道３９号線に下りて「層雲峡」｢石北峠｣を経由して北見

へ向かう予定でしたが、「上川ＩＣ」を通り過ぎてしまい、知らずに「丸瀬布」

出口まで走ってしまいました。大失敗でしたが、結果これが正解に成ってしま

いました。３９号線を走ると今日は雪模様の「石北峠」を通る事に成るのです

が、そこを通らずに、空いているので時間も早く安全に北見へ着く事が出来ま

した。“ラッキー”でしたね。後で北見の友人Ｋさんに聞くと、地元の方も良く

そういう利用の仕方をするらしいです。ともかく北見には１１時頃に入り大変

助かりました。これから札幌方面から道東方面へ来られる方にはお勧めです。

早く着いたので本当は滞在先の「津別町」へ直接行く予定でしたが、北見の友

人Ｋさんの所へ寄ってから行きました。 

 

〈津別町〉 

この「津別町」は北見から２０分くらいの所にある町で、町の産業の主な物は

「林業」です。周りを山で囲まれていて、町内には「丸玉産業」と言う日本有

数のベニヤ板メーカーの大変大きな工場が有ります。町民の方々もこの工場関



係の方が沢山います。又、今この工場は今大変な忙しさで、休み返上でフル生

産をしています。その理由は「東日本大震災」用の仮設住宅向けの建材を作っ

ているからです。ライバルメーカーが宮城県にあり、この度の震災でそこの工

場が被害に合い、その分が此方にしわ寄せで回ってきているそうで、神戸の震

災の時もその様な事が有ったそうです。頑張って欲しいと思いますが、町の人

は管理職はボーナス１００万円は下らないだろうと噂していました。 

 

 

木の町「津別」           大きな工場と材木の山 

 

 

丸玉産業と言うベニヤを作る会社です。凄く大きい！！ 

 

あちこちに沢山の材木置き場が有り、材木が山の様に沢山積んで有ります。此

処は「屈斜路湖」にも近いのですが、近道の「津別峠」が未だ雪のために５月

一杯は通行止めに成っています。道東・道北では５月はまだまだ冬の域を脱し

ていませんので雪がしょっちゅう降っています。積もることは少ないですが大



変寒く春未だ遠い北海道ですね。 

 

一番良かったのは、千葉に居るときは毎日余震で悩まされましたが、此処では

地震は未だ一度も感じませんので大変嬉しいです。３月１１日の大震災のとき

も此方では震度２くらいだったそうです。 

 

周りの畑では、今玉葱の苗を植えている真っ最中です。大きな機械で植えてい

ますが、人は余り見えません。山からエゾ鹿が下りてきて苗を食べる為に畑の

周りは金網の柵で囲まれています。津別町内だけで３００ｋｍにも成るそうで

す。国からの補助を使って作っているそうです。この柵が出来たお陰で、鹿と

ぶつかる交通事故も大変少なくなったとの事です。そう言えば今回は余り道路

わきに鹿がいませんでした。未だ２回ほどしか見ていません。昨年までは毎日

のように鹿を見ました。 

 

 
ずーっと金網のフェンスで囲まれている。 

 

この町にも勿論温泉があります。町から車で２０分位、屈斜路湖方面へ行くと、

ランプの宿「森つべつ」と言うホテルが有ります。昨年までは第三セクターで

運営をしていて、名前も「フォレスター」と言う名前だったようですが、何処

でも同じようにうまく行かずに今は民間に委託して運営しているようです。こ

の運営会社は最近あちこちのこの様な施設を買収したり委託されたりして随分

増やしているようです。北広島市に有る、元プリンスホテルもそうです。 

 

役場から割引券を頂きましたので、本当は５００円の入浴料ですが３００円で

入ることが出来ました。温泉はアルカリ質の温泉で少しぬるぬるしますが、湯

上りの肌が本当にすべすべに成る大変良い温泉でした。お徳用割引で「入浴＋

きりたんぽ鍋セット」で１１００円と言うサービスも有り大変リーズナブルだ



と思います。このセットはシーズンで料理の内容が変わるそうです。 

 

このホテルの周りは「森林セラピー地域」になっていて、遊歩道などが整備さ

れています。６月１９日には登山家の「今井道子」さんと「田部井淳子」さん

が来て講演とウオーキングの会が有るので私達も参加予定です。 

 

 

内湯です。          キレイな野趣味溢れる露天風呂 

 

〈北見市〉 

オホーツク沿岸で最大の町が「北見市」です。昔は「網走市」の方が大きかっ

たのですが、「常呂町」や「端野町」、「留辺蕊町」など周りの沢山の町村を合併

して今では北見が一番大きな町に成ったようです。 

 

 
「薄荷記念館」             「薄荷蒸留館」 

 

市内の駅の裏に、昔北見の最大の特産品であった薄荷の記念館が有ります。昔

は世界中の薄荷の７０％が北見産だったそうですが、今は科学的に製造出来る

為に斜陽に成った様で、台湾の樟脳と同じ運命ですね。今では近くの「滝上町」



の方が薄荷の生産量が一番多いです。此処では薄荷の蒸留などが実際見ること

が出来、その過程で出来た薄荷の成分の入った水を貰えます。これをお風呂に

入れると香りと共にリラックス出来るそうです。又、薄荷の苗も頂けます。 

 

「薄荷」の蒸留装置          棚には「薄荷」の原料の束 

 

 

「フラワーパラダイス」           大変眺めも良い 

 

北見の郊外に「フラワーパラダイス」と言う花園があります。以前は私的な施

設だったらしいのですが、今は市で管理しているとの事で無料でした。 

公園内の山頂に上ると市内と、綺麗な花で覆われた山腹が一望に見ることが出

来お勧めです。先日行った「温根湯ツツジ公園」より私はお勧めだと思います。 

 

〈山菜取り〉 

５月２日と４日にＫさんと、Ｋさんのおばさんと言う方と一緒に山菜「行者ニ

ンニク（北海道では昔からアイヌネギと言います）」を取りに行きました。２日

には３人で、４日には４人で行きましたが、今年も沢山取れました。今年の雪

解けは早かったそうですが、春先寒さが続いた為にシーズンが少し長いような

気がしますので、もう少し取る事が出来るかも知れません。 



 

本州では「行者ニンニク」は山奥に取りに行かなければ中々取れない貴重品で

すが、北海道も昔に比べれば大分少なくなってきています。特に札幌近辺や道

南地方では見つけることは至難の業ですが、道東・道北では未だ沢山取る事が

出来ます。 

 

 

こんな林道を歩きます。          有った、有った！！ 

 

但し、簡単には取る事は出来ません。やはり、熊や蝦夷鹿の縄張りに入って、

傾斜地と戦いながら取る事に成ります。又、ダニが居ますので帰ってきてから

も大変です。入山するときは、鈴を身に付け、笛やラジオを持って、時々爆竹

を鳴らしながら入ります。休日にはあちこちで爆竹の音がします。爆竹は、作

業服屋や、釣り道具屋に何処でも売っています。熊に出会う確立は本州の山の

方が多いですが、北海道では会ったら最後ですから怖いです。根性のない方に

は無理ですから止めた方が良いでしょう（？）。食べたい方は、北海道ではシー

ズンに成るとスーパーなどで沢山売っていますので其れを購入したほうが手っ

取り早いです。但し最近は自然の物では無く栽培物が多いので、香りや味が天

然物に比べると今一です。 

 



 
帰ってきてからが大変。         まだまだ採りました。 

 

帰ってきてからＫさん宅で仕分けをしてから、奥さんの用意して頂いた恒例の

ＢＢＱをご馳走に成りました。色々美味しい又珍しい物を準備して頂いて「感

謝、感謝！！」です。その晩は北見のビジネスホテルに泊まって、翌日帰って

から「アイヌネギ」は醤油漬けに漬けました。 

 

５月１１日にもＫさんが見つけた新しい場所へ行ってまたまた沢山採りました。 

商売が出来ますね。場所は秘密です！！ 

 

昼食を取っている時「キタキツネ」のお母さんを見ました。観光客が来たら餌

をもらえるらしく車の直ぐ側まで寄って来ます。しかし野生ですから餌付けは

厳禁です。「エキノコックス」と言う病気も持っていますので注意が必要です。

そのため北海道では、沢や、川の水はそのまま飲むのは危険です。 

 

 
キタキツネ         子供が居るらしくオッパイが大きい 

 

〈釣り〉 



Ｋさんからコマイとカレイが釣れているらしいと言う情報を得て早速オホーツ

ク海に有る「能取湖」へ行きました。此処は、狭い水路でオホーツク海と繋が

っています。湖内に有る港へ行って見ましたが、平日でも結構釣り人が来てい

ました。防波堤へ行って釣っている人に聞いて見ましたが、こんなに釣れない

のは余り知らないと言う、釣る前からガッカリする返事が返ってきましたので

戦意喪失でした。地元の人の言う事は間違い無い様で、結果は３時間ほどで「ボ

ウズ」でした。しょうがないので近くの浜に行って潮干狩りをやりましたが、

３０分ほどで結構取れました。有り難い事に全部無料です。沢山の人が来て取

っていました。大潮の干潮時だった為に釣れなかった事もあるのですが、思わ

ぬ潮干狩りが出来て良しとします。 

 

 

能取湖漁港 全然釣れない       沢山の人が潮干狩りをしている 

 

その後オホーツク海との水路まで行って見ました。右に「能取湖」左に「オホ

ーツク海」を望む事ができます。対岸の方には「能取岬」も有るので観光客も

多いのですが、こちら側は観光客は来ませんので静かです。 

 

それから「卯原内」と言う所に行きました。「サンゴ草（アッケシ草）の群落」

が有りますが、花が咲くのは９月なので今は何にも有りませんでした。シーズ

ンには沢山の観光客で賑わうそうです。 

 



 

能取湖湖口、向こうがオホーツク海 シーズンにはこの干潟が真っ赤に成るそうです。 

 

５月１２日にＫさんと渓流釣りに行きました。道東は５月、６月の２ヶ月間は

「山女魚」釣りは禁漁のために釣る事が出来ません。桜鱒として海へ降海する

為に、其れを保護する事らしいです。ですから解禁に成っても釣れるのは雄ば

かりです。 

岩魚やニジマスなどは釣っても良いそうですが、何か線引きが曖昧な気がしま

す。もし「山女魚」が釣れた場合はリリースすれば良いのですが、死んでしま

ったら持って帰っても良いのかな？この様な禁漁期間を設けている割には北海

道で大きな「山女魚」は釣れた事が有りません。釣れるのは新子と呼ばれる小

さいのばかりです。不思議ですね。 

でも平日なので他の釣り人は一人も居ませんでした。本州では必ず誰か入って

いるのですが、さすが広い北海道です。 

 

この日の釣果は３７ｃｍのニジマスが１尾、２５ｃｍと２２ｃｍと１５ｃｍの

岩魚（アメマス？）です。Ｋさんは２７ｃｍの岩魚を１尾釣りました。 

 

 

ニジマス釣ったどー！！             今日の釣果 



 

このニジマスは、さすが天然だけあって、幅広で、魚体の大変綺麗なヒレピン

の魚でした。力も大変強くて、仕掛けが細いせいも有るのですが、上げるまで

にファイトは１０分位掛かりました。本州のニジマスとは比べ物にならない元

気さでした。スチールヘッドならどんなにか凄いかと思います。 

 

今回は小さな川で餌釣りでしたが、本流でルアーかフライで大物を目指したい

ですね。この辺の大きな川の側に立っている看板にも、４０ｃｍ以下の魚はリ

リースして下さいと書いて有りますので、そこではこれはリリースサイズです

ね。これからどんな大物に出会えるか楽しみです。 

帰ってから早速、岩魚は骨酒用に焼いて、ニジマスは燻製を作る為の下拵えを

しました。 

 

５月１４日に近くの川に行って見ました。小雤が降っていましたので本格的に

釣るつもりは無く、下見のつもりで正味１時間ばかり釣りました。網走川の支

流で街中から１５分も走ったところの畑の中を流れている川でしたが、たった

１時間程で２３ｃｍのオショロコマを１尾と、１５～２２ｃｍ位の岩魚を１７

匹釣りました。その他に１５ｃｍ位の山女魚が１０尾程掛かりましたが、今は

山女魚は禁漁の為直ぐリリースしました。この様子では７月の解禁が楽しみで

すが、ここでも魚体が小さいのが気に成ります。 

 

私は、魚の為にも釣った物は全て食べてあげる事にしていますので、これは岩

魚の骨酒用に空焼きしてから冷凍しておきます。そうすると１年中骨酒が楽し

めます。但し、余り冷凍期間が長いと味が落ちますので程ほどに保存します。 

 

「オショロコマ」を釣ったのは初めてなのでラッキーでした。「オショロコマ」

は北海道特有の魚で、岩魚と良く似ていますが、岩魚より魚体が黒っぽくて斑

点が小さく、その中に赤い斑点が混じっています。西日本で釣れる「アマゴ」

と言う、山女魚とそっくりな魚にも赤い斑点が有ります。 

 



 

今日の釣果、まだ有ります。       下が「オショロコマ」です。 

 

〈花〉 

網走湖の女満別（女満別湖）に有る水芭蕉の群落を見に行きました。土曜日で

したが、ＧＷも終わり観光客は誰も居ません、私達だけでしたのでゆっくり鑑

賞する事が出来ました。道東道北の湿地帯には何処でも水芭蕉が沢山咲いてい

ますから珍しくは有りませんが、やはり大きな群落は素晴らしい物です。 

 

しかし逆に小さめの群落の方が花は生き生きと綺麗に見えるのは何故でしょう

か。余り保護されていて栽培物のような物より、本当に野生の物の方が良い様

な気もします。北海道ではいたるところに水芭蕉の群落がありますので、秘密

の水芭蕉の群落を見つけるのも面白いかも知れません。私も随分見つけました

が内緒です。 

 
綺麗な水芭蕉            大きな群落が沢山有ります。 

 



 
北海道天然記念物             花のトンネル 

 

どっちがキレイ！！？？、勿論○○○？     エゾムラサキツツジのジャングル 

 

「温根湯温泉」に有る「ツツジ公園」に北海道天然記念物の「エゾムラサキツ

ツジ」を見に行きました。「温根湯つつじ祭り」が開催していましたが、見物客

も少なく少し寂しかったですね。ツツジも未だ４分咲きで物足りなかったです

ね。最近寒かったのでタイミングがずれてしまったらしいですね。２８万株の

群落は日本一だそうです。 

 

模擬店やジンギスカンのＢＢＱコーナーなども有りましたが、食べている人も

少なく、店員さんも手持ち無沙汰の様でした。 

 

「津別町」にも芝桜が沢山有ります。冬はスキー場になる所に有るのですが、

予算の関係で手入れが悪く剥げていて芝桜も可愛そうです。でも今はエゾ山桜

と芝桜のコントラストが大変綺麗で、他の有名な所では有料ですが、此処では

無料で楽しめますので文句は言えないですね。 

 



 

三角屋根が「木材工芸館」           有名な「双子の桜」 

 

 

綺麗な「山桜」と「芝桜」    昔は綺麗だったと言う、ゲレンデの「芝桜」 

 

この奥に「津別２１世紀の森」と言う所があってその中に「森林学習展示館」

と言う建物が有ります。この中には子供達が遊ぶ木で出来た遊具やおもちゃな

どが沢山揃えて有ります。勿論無料で自由に遊ぶ事が出来ますので小さな子供

達に木の温もりを味合わせたい目的にはぴったりです。是非着てみて下さい。

大人でも楽しいです。 

 



 
「森林学習展示館」           たのしいな～！！ 

 

側の森の中には「野鳥観察舎」もありますので。野鳥のお好きな方にもお勧め

です。 

 

〈旨いもの〉 

 

津別町にも有名な「ラーメン屋」さんが２件有ります。休日のお昼は行列が出

来ます。どういうわけか両方の店とも売りは「塩ラーメン」でした。北海道で

塩ラーメンと言えば「函館ラーメン」が有名ですが、オホーツク地方の塩ラー

メンは、ホタテだしの塩ラーメンが特徴です。大変さっぱりとして美味しいで

す。「てん馬屋」は国道２４０号線沿いに有り、「西洋軒」は町の中に有ります。 

 

 
「てん馬屋」ラーメン店        「塩ラーメン」ゴマを擂ります。 

 



 

「西洋軒」レストラン             塩ラーメン 

 

北見にも、今流行の「Ｂ級グルメグランプリ」に出場した料理が有ります。 

初出場で見事１０位に成った「オホーツク北見塩焼きソバ」です。この焼きソ

バをメニューに出すには、オホーツク産の帄立貝や、北見市特産の玉葱などを

使い、他の材料も市や北海道の特産物を使うなど色々と制約が有ります。割り

箸や、小麦粉も道産の指定のものを使う等大変細かいです。 

  

 

「オホーツク北見塩焼きそば」です。 ランチタイムは、結構ボリューム有ります。 

 

今、加盟店は２６店ほどらしいです。各店によって味がそれぞれ違いますが、

前述の用にこだわりの食材は各店共通です。其れを熱々の鉄板の皿で出します。 

具沢山なので結構お腹一杯に成ります。日本で最初に認可された、地ビールの

「オホーツクビール」を飲みながら食べてみては如何でしょうか。 

 

沢山ある店の中から、私達は「ピアソンホテル」の中に有る中華料理店の「瀋

陽飯店」で食べましたが、大変美味しかったです！！ クーポンを使うと杏仁

豆腐がサービスですよ。 



 

 〈東藻琴の芝桜と屈斜路湖〉 

５月１６日に「大空町」の「東藻琴の芝桜公園」に芝桜を見に行きました。「芝

桜祭り」は５月始めのＧＷから６月初めまでやっているのですが、満開の時期

の見極めが難しいです。芝桜は「滝上町」の「滝上公園芝桜」が有名ですが、

最近は東藻琴の方が人気が有る様です。期間中は芸能人のショーやライトアッ

プが有ります。 

 

 

此方のサイドは満開            此方はマダマダ 

 

「滝上町」の芝桜も数年前に言った事が有りますが、その時も時期が悪く見ら

れませんでした。今回も何時行ったら良いか悩みましたが、天気が良かったの

で今日にしました。美幌から２０分くらいで、道々１０２号線沿いに有る「芝

桜公園」に着きましたが、案の定まだ早く山の斜面は３割方満開の様子でした。

話を聞くと今月の下旪が良いそうです。入場料５００円ですが、中に入っても

外から見ても同じなので入るのは止めました。 

 

 

「ひがしもこと乳酪館」      中には巨大な「カウベル」が並んでいます。 



此処に来る前に、今人気の有る地元東藻琴生産のチーズを売っている「ひがし

もこと乳酪館」と言う所があります。此処のチーズは以前北見のＫさんから頂

いて食べた事が有りますので買いに行きましたが、生憎月曜日は休館日でした。 

後日行きましたが、中にはチーズは勿論売っていますが、冷凍の「生どら焼き」

と言うクリームの入ったどら焼きがお勧めです。冷蔵庫で自然解凍してから食

べるのですが、これが美味しい！！道の駅「メルヘンの丘 めまんべつ」でも

売っていますが、製造元の「菅野商店」は「乳酪園」の側に有ります。 

 

チーズでは硬い饅頭の様な「ゴーダーチーズ」と「チェダーチーズ」がお勧め

です。因みに私は「チェダーチーズ」が好きです。「カマンベール」も美味しい

のですが、十勝産に比べるとちょっとお高いのが難です。 

「芝桜公園」へ行く機会が有ればお寄りになると良いでしょう。 

 

 
これが噂の？「生どら焼き」 

 

と言う事で早々に「東藻琴」を引き上げて「屈斜路湖」へ行きました。 

 

  

「藻琴山小清水高原展望台」      素晴らしいパノラマビューです。 



此処から「屈斜路湖」に行く途中に「小清水高原展望台」と言う所があります

が、普通「屈斜路湖」の展望は「美幌峠」が有名ですが、私は此処の方がお勧

めです。 

美幌峠は展望台まで歩く距離があるし風が強いので大変ですが、此処は駐車場

から直ぐ展望出来ますし、展望台の建物も有るので寒くても大丈夫です。施設

も新しいので大変良いです。 

 

 

「屈斜路湖」の眺め           未だこんなに残雪が有る 

 

そこから「小清水峠」を越えて「川湯温泉」に下りました。「川湯温泉」には昭

和の大横綱「大鵬」の生家や記念館が有ります。川湯神社の側には大きな足湯

の場所も有ります。川湯温泉では２～３のホテルで無料の足湯も有りますので、

足湯のハシゴ（？）も面白いでしょう。 

 

 
「川湯温泉」                無料足湯 

 

この足湯の近くには２５０円で入浴できる公衆浴場も有ります。中は女湯と男

湯に分かれていて、混浴では有りません。余り綺麗な施設では有りませんが、



お湯は自噴の源泉欠け流しで最高に良いです。但し２つ有る湯船の内１つは冷

泉で３７～８度しか有りませんし、もう一つは４３～４度くらいの大変熱い風

呂です。入っていた地元の人からも、先にぬるい方に入って身体を慣らしてか

ら熱い方に入ったほうが良いと言われました。熱いけど大変良い温泉でした。 

 

 
「大鵬記念館」            ２５０円の公衆浴場 

 

その後、蕎麦を食べに行きました。風呂で知り合った地元の方に、道々の方に

戻った所に有る蕎麦屋を勧められたので行って見ました。「そば道楽」と言う、

お爺さんとお婆さんがやっている店で、別棟で蕎麦打ちの体験もさせてくれま

す。この日も私達が行った時に、地元の小学生が１０人ほど先生と父兄の引率

で来ていました。蕎麦も自分の所で作っているとの事ですが、１年おきに作る

そうです。そば粉も売っていました。外には水車が有ってそれで粉を挽くとの

事で本格的です。 

 
蕎麦屋さん「そば道楽」         親父さんと奥さんです。 

 

普通のもり蕎麦と、そば殻ごと挽いた田舎蕎麦のもりを頼みました。こしが非

常に強く大変美味しい蕎麦でした。大盛りを頼んだのですが、自分で１日に打



てる量が少ないので、大盛りを出すと麵が直ぐ無くなってしまうと言う事で出

してないとの事でした。贅沢を言えば、そばつゆがもうちょっとの気がしまし

たが、好みの問題です。 

 

その後、又温泉街に戻って土産物屋さんに行って見ました。此処もご他聞に漏

れず温泉街は閑散としていて閉まっている店がずらっと並んでいます。閉店で

は無く辞めてしまった所が多いようです。その内の１軒の大きな土産物屋さん

に入りました。おばさんが居て色々見せて貰いましたが、最近凝っているフク

ロウの木彫りのものを見せて貰いました。付いている価格よりもの凄く安くし

て貰いました。半額どころじゃなく３分の一、４分の一以下の値段で分けて貰

いました。お客が少ないので背に腹は代えられないのでしょうが、申し訳ない

気がしました。そこでは自分の家で飾る物とお土産にする物と７点ほど買いま

した。少しはおばさんの為に成ったかな思います。 

 

 

大きく綺麗な店ですが！！          親切なおばさん 

 

それから、寄って見たいと思っていた所へ行きました。此処は温泉旅館なので

すが、３食付いて、一人１ヶ月９万円と言う費用で滞在できる場所です。２ヶ

月だと１ヶ月８万円、３ヶ月だと１ヶ月７万円で泊まる事が出来ます。勿論３

食付です。中に入って、食堂や部屋と一番肝心なお風呂を見せて貰いましたが、 

施設はそれなりに古いですが温泉も良さそうだし部屋にもテレビやストーブ完

備で滞在には支障有りませんので、湯治と思えば良いと思います。その証拠に

今居る人たちは殆どが本州からの人達で、これから最高６ヶ月滞在する人も居

るそうです。案内してくれた人も此処の人ではなく東京から来た常連だそうで、

後でそれが分かり大笑いです。 

山形と此処を使えば温泉三昧で国内ロングステイが出来ますので、大いに検討

価値ありです。 



 

その後に、屈斜路湖の湖畔に有る有名な「砂湯」と言う場所へ行きました。此

処にも足湯が有ります。又、此処ではその名の通り砂を掘ると温泉が湧きだし

て、入る事も可能です。 

此処の土産物屋さんでもやはりお客が少ないせいか木彫りを安く売っていまし

た。またまた情に絆されてフクロウの置物を買ってしまいました。裏にサービ

スで私達の名前と作者の店主の名前を入れてもらいました。 

 

 
「砂湯」です。          この人が店主で彫り師です。 

 

この先の「和琴半島」にも露天風呂があり無料で入ることが出来ます。側には

簡単な更衣場所も有り、混浴なので水着着用が良いでしょう。 

 

そこから国道２４３を登って「美幌峠」へ行きましたが、今日も風が強く大変

寒かった。 

 

 
「和琴半島」の無料温泉です。         美幌峠の「美空ひば」りの歌碑 

 



〈潮干狩りと網走・小清水原生花園〉 

５月１７日、今日は久し振りに良い天気だったし、潮周りも良かったので潮干

狩りとついでに網走と浜小清水の原生花園に行って見ました。 

 

「能取湖」の潮干狩りの場所は、先日釣りに来た時に寄ったので場所は直ぐ分

かります。着いた時には未だ取ってる人は少なかったですが、２時間ほどして

帰る時には随分多くなっていました。 

最初はアサリを取っていたのですが、波打ち際にムール貝の種類の、小さい時

には「ヒル貝」と呼んでいた貝が沢山流れ着いていたので早速拾いました。拾

っているうちに周りに色んな物が居る事に気が付きました。流れ着いた海草の

中にはウニが沢山居ました。又ホタテ貝やナマコまで居ます。結局２時間ほど

で、ナマコ２尾、ホタテ貝３個、ヒル貝５０個位、ウニ３０個位拾いました。

取った訳ではなく流れ着いたのを拾ったので良いのではないかと自分で納得し

て（？）持ち帰りました。 

 

その中で大発見を女房がしました。アサリにくっきりとハートのマークが入っ

ているのです。これも何かご利益が有るのでしょう。大事にしたいと思います。 

決して書いた物では有りませんので、念のため！！ 

 

 
横から見ると、こうです。      たてから見ると、凄いでしょう！！ 

 

それから「能取岬」を回って行きましたが、その道中湖の周りには沢山の潮干

狩りの車が止まっていました。潮干狩りの許可されている地域は意外と広くて、

能取港から湖口までの右側が入っても良い所に成っているようです。 

 

能取岬」は中国で放送された人気ドラマの舞台に成った所で、その為に中国人

ん観光客の北海道観光の定番コースに成っています。中国語の看板も有ります



が、震災の影響で今は誰も居ません。今日は風もなく天気も良いので大変良い

観光日和でした。下の海の岩棚にはアザラシが沢山来るそうですが、今日は居

ませんでした。襟裳岬と似ています。 

 

 
「能取湖」側から見た「能取岬」           ｢能取岬灯台｣ 

 

 
中国観光客御用達！！        その奥に有る「オホーツクの塔」 

 

それから網走市内に入り「網走刑務所」へ行きました。向かいの「天都山」と

言う山には「網走監獄」と言う博物館も有りますが、そこは何回か見たので本

物へ行って見ました。本当の目的は刑務所の前に有る「ＣＡＰＩＣ」と言う受

刑者が作った物を販売している売店です。此処には良くて安い掘り出し物が有

るので楽しみでしたが、最近は網走だけではなく日本全国の刑務所で作った物

も販売しているので少し興ざめです。しかし網走刑務所産の物を探して買い物

をしました。特に陶器が安くて良い物が有ります。家具なども安くて良い物が

多いです。昔買った皮製のクッションは今でも家で使っていますが、大変丈夫

ですよ。 

 



 
本物の「網走刑務所」正門です。         向かいに有る「展示即売所」 

 

網走の道の駅「流氷街道 網走」へ行って情報を仕入れてから「浜小清水」の

原生花園へ行って見ましたが、未だ時期尚早で何にも咲いていませんでした。 

 

 
な～にもネェ！！「原生花園」       可愛い、ＪＲ「原生花園駅」 

 

しょうがないので、道の駅「はなやか小清水」フリーの無線ランを使ってメー

ルを確認してから「大空町」と「美幌町」を経由して帰りました。 

 

〈大樹町〉 

５月２２日に大樹町へ行きました。昨年は９月に１ヶ月滞在しましたが、今年

は予約が取れずに６月５日までの２週間だけです。 

 

朝７時過ぎに出て「大樹町」には１２時前に着きました。ゆっくり来たので４

時間ほど掛かりました。 

昨年来ているため大体の町の様子は分かりますので助かります。日曜日でした

が直ぐに滞在先に入る事が出来ました。 



｢大樹町｣に来た一番の目的は山菜取りです。翌日早速教えてもらった場所へ行

って見ましたが、未だ早いのか余り出ていませんでした。 

翌日昨年知り合った蕎麦屋さんのＴさんから急に電話が入りました。昨日山へ

行った時に私達の車とすれ違ったので又今年も来ると言ったのを思い出したら

しいです。おかげさんで午後からワラビの取れる所に連れて行ってもらいまし

たが、やはり地元の方です、そこではもうワラビが大きくなって沢山出ていま

した。 

それから何回も山菜を取って塩漬けにして千葉の家の方に送りました。蕨の他

にゼンマイ、タラの芽、センの芽、ウド、蕗など沢山採りました。中でも長さ

１ｍ以上もある巨大ワラビにはビックリしました。 

 

 

 

普通のワラビです。             タラの芽 

 

 

センの木の芽        巨大ワラビ。蕗も１ｍ以上有ります。 

 

 

 



 

１回でこれだけの収穫です。       右が普通のワラビ、左が巨大ワラビです。 

 

山菜の師匠の蕎麦屋さんは、大樹市内に有って「一秀」さんと言う店です。私

と同じ年ですが、拘りを持って自分で蕎麦を栽培し打っています。此方に来ら

れた方は一度試してみて下さい。私の事を言って頂いても結構です。 

 

 

店の前で親父さんのＴさんと。           店内です。 

 

魚釣りにも行きましたが、此処十勝地方も５～６月は山女魚が禁漁の為に釣れ

てもリリースして岩魚だけキープしました。魚は小さいですが沢山居ます。 

海釣りは水も冷たく波も高かったので全然駄目でした。旫浜漁港でカジカが４

５ｃｍ以下５匹ほど釣れましたが、この時期のカジカは油もなく身も痩せてい

て余り面白く有りません。 

旫浜港でカジカを釣っていたときの事です、後の港内で「シュー、シュー」と

言う音がするので振り返ると何も居ません。又暫くすると同じ音がするので今

度はずーっと見ていると急に海が盛り上がって何かが出てきました。良く見る

と「イルカ」でした。ちょっと小さめのイルカですが２頭が泳いでいます。魚

を追いかけて入って来たのでしょうか、それからは全然釣れなくなってしまい



ました。 

 

 

今日の釣果             イルカちゃんです。 

 

２８日に、昨年から懇意にして頂いている町内会の区長さんからＢＢＱのお誘

いが有りましたので行って来ました。昨年と同じお宅の庭で、立派なＢＢＱコ

ンロが備え付けて有りました。昨年と同じメンバーだったので気が置けなく話

が出来大変楽しかったです。 

 

 

ＢＢＱ用シートの仮設ハウスで          鹿肉の缶詰 

 

６月１日に自宅で食事会を催し、役場の方や区長さんや、町会議員さんなど有

力者が５名遊びに来てくれました。実は、今回の大樹町訪問の第２の目的は、

昨年行った「台湾高雄市大樹区」の方々と、同じ名前の町と言うよしみで、交

流をセットしようと思ったからです。一杯飲みながら色々打ち合わせしました

が、取り敢えずは民間の交流からやって、それから自治体同士の姉妹関係にも

って行こうと言う事に成りました。町会議員さん達が音頭を取って希望者を集

め、今年の１１月か１２月頃行ってはどうかと言う事に成りました。未だはっ



きりは分かりませんが、忙しくなりそうです。早速台湾へＳｋｙｐｅして確認

しましたが、台湾側も大歓迎との事でした。 

 

 
女房の手料理ですが、大盛り上がりでした。 

 

大樹町も春の目覚めで皆さん庭や家庭菜園に一生懸命です。町内に「工藤公園」

と言う産直が有ってそこでは苗や肥料などを安く沢山売っています。千葉に比

べても大変安いです。今は最盛期なので毎日朝早くから沢山の方が苗や庭木な

どを買いに来ています。今は野菜の種類が未だ少ないですが、秋頃になると地

物野菜が馬鹿安で買う事が出来ます。 

 

 
「公園」と成っていますが産直です。         今は苗が沢山です。 

 

〈帯広と津別への帰り〉 

道東にはみずほ銀行が「帯広市」にしか無い為に銀行へ行く方々帯広まで出ま

した。ついでに有名な帯広のスイーツの会社を回りました。最初に銘菓｢三方六」

で有名な「柳月」へ行きました。ここは帯広の隣の「音更町」に有ります。 

中にはお菓子造りの体験教室も有ります。コーヒーも無料で飲めますし、試食



も沢山有るので良いですよ。但し、店員さんが余り愛想がないのが気に成りま

した。そこで新製品の「北海道ロール 白樺の木」と言うロールケーキを買い

ました。 

 

そこから帯広市内に入り「マルセイバターサンド」で有名な「六花亭」へ行き

ました。此処は裏通りに小さいですが駐車場が有ります。ここでもコーヒーは

無料です。どちらかと言うとこちらの方が好きかな？ 

 

 

「柳月」の工場                 店内 

 

 
「六花亭」                 店内 

 

お昼に成ったので食事に行きましたが、帯広で来たら必ず行くのが食堂の 

「味福」」と回転寿司の「なごやか亭」です。「味福」は帯広名物「豚丼」の安

いし「中華ちらし」も美味しいです。ラーメン類も美味しいですよ。 

それと「なごやか亭」は道東にある回転寿司のチェーン店らしいのですが、こ

この寿司もネタが大きく新鮮で大変美味しいです。蕎麦も意外と旨い。 

 



大樹町から津別町への帰りに足寄町へ寄りました。此処はかの有名な「鈴木宗

男」先生と「松山千春」の地元です。道の駅「あしょろ銀河ホール２１」には

「松山千春記念碑」や館内に「松山千春コーナー」も有りますので興味のある

方はどうぞ。それと此処は「螺湾蕗」の産地です。高さは２～３ｍにも成りま

す。此処から「オンネトー」へ行く途中には観光用の「ラワンブキ鑑賞ほ場」

と言うところも有ります。 

 

 
大きい！！              これでも２ｍ位 

 

次に陸別町へ寄りました。此処は「日本一寒い町」として知られています。こ

の日本一寒い町を開拓したのは、千葉県佐倉の医者であった「関 寛斎」とい

う人で、今から１００年ほど前の事です。旧「ふるさと銀河線」の陸別駅が、

今は道の駅「オーロラタウン９３りくべつ」になっていて、その構内に「関 寛

斎資料館」が有りますので興味のある方は見て下さい。 

 

 
道の駅｢オーロラタウン９３陸別｣         「銀河鉄道９９９」 



このほかこの町には日本最大級の反射望遠鏡を備える「銀河の森天文台」やオ

フロードレース場なども有ります。駅では、残っている構内の線路上を有料で

列車の運転体験が出来ます。 

 

〈ボタン園祭りとＢＢＱ〉 

６月１１日に北見市内の「河西ボタン園」でボタン祭りが有りましたので、北

見のＫさんと一緒に見に行きました。丁度このボタン園に来ていたＬＳ仲間の

Ｋさんにもお会いする事も出来ました。６月一杯此処に滞在するそうです。こ

のボタン園は古くから有り、１２０００坪の広さが有ります。昔は園内一面に

ボタンが咲いていたそうですが今は大変少ないです。広いし、古いので管理も

大変なようでした。中ではお琴の演奏や、野点なども開催していました。 

 

 
Ｋさんと、右が保存会の会長さん        今を盛りの「ボタン」です。 

 

 
お琴の演奏                野点 

 

その後、午後から北見のＫさんの自宅の庭で、恒例のＢＢＱをご馳走に成りま

した。春と秋に２階開催するそうで、皆さんは「北見園遊会」と呼んでいるそ



うですよ！！？？ 

 

 
時々雤でした！！          この豪快な肉の塊を見て！！ 

 

 

満面の笑み！！        花咲ガニを焼いてます。サイコー！！ 

 

流石、「焼肉の町北見」の美味しい焼肉と美味しいお酒を飲んで、最近メタボ気

味です。困った！！ 

台湾から帰って来た時は、ダイエットする固い決意で帰ってきたつもりだった

のですが、旨い物の誘惑には弱いです！！今日は北見のホテルにお泊りです。 

 

〈道東一周、根室・知床の旅〉 

６月１３日から１６日まで道東一周の旅に行きました。 

友人の北見のＫさんご夫婦と一緒にＫさんの友人のＳさんが待っている中標津

へ向かいました。途中、この辺は熊より詳しい（？）Ｋさんの案内でアチコチ

寄りました。 

まず「清里町」に有る「じゃがいも焼酎」の工場へ行きました。何処もそうで

すが、未だ本格的観光シーズンに入っていない北海道では平日はガラガラです。 



工場内を自由見学しましたが、ジャガイモの収穫シーズンではないので、醸造

作業もやっていませんから設備を見ただけです。試飲コーナーが有り、自由に

飲めるのですが、運転の為残念ながら飲めませんでした。誰も居ないしフリー

で飲めるので好きな人にはたまらないですね。 

 

 
「ジャガイモ焼酎工場」        どれでも好きなものをどうぞ！！ 

 

その後、そこから余り遠くない所にある「裏摩周展望台」へ行きました。表側

の「第１展望台」や「第３展望台」は観光バスも必ず寄りますが、裏摩周は観

光客も少なく、又違った展望の魅力が有ります。 

 

 

｢裏摩周展望台」         少し霧が出て神秘的ですネ！！ 

 

そこから戻る途中に「神の子池」へ行きました。秘境だと思っていたのですが、

すっかり開けていてちょっとがっかりでした。近くまで車で行けるのが災いし

ているのでしょうか。それでもサファイヤブルーの色の水は綺麗です。 

 

魚も「さくらます」やオショロコマ」が居るらしいのですが余り見えませんで



した。ＰＲ用の映画などでは沢山泳いでいるのですがね。 

 

 

 
「神の子池」               説明看板 

 

それから、昔網走の囚人が作ったというコンクリート製の橋脚の跡を見に行き

ました。鉄道の陸橋ですが道路に掛かった部分が壊されて、残っているのは道

路を挟んで２箇所に分かれています。北海道文化財だそうです。 

昔の囚人は、北海道の開墾や、道路、鉄道の建設に使われて命を落とした人も

沢山居たそうなので気の毒ですね。 

この様な所はＫさんのように地元に詳しい人にしか分かりませんね。 

 

その後、近くの「越川温泉」へ行って見ました。入浴する予定でしたが、余り

綺麗ではなく、特に女性には無理なので男も止めました。中には３人の男の人

が入っていましたが、近くの農家の人でしょうか。入浴料は２００円だそうで

す。 

 

 
陸橋跡                「越川温泉」 



 

次に国道から５ｋｍくらい入った山奥に有る秘湯「川北温泉」へ行きました。

此処も北海道らしい秘湯ですが、６月６日に「熊が出たので注意」と言う張り

紙がして有りましたので、ほんの１週間くらい前ですからビックリです。 

此処は、脱衣所も露天の浴槽も男女別々なので大変良いです。トイレもあり、

掃除も行き届いていて気持ちが良いです。有志の方がボランティアで管理して

いるらしいので感謝ですね。泉質は硫黄泉ですが大変温度が高く、沢水を引い

たホースを出し入れして湯温を調整します。男湯の方は先人が居たので適温で

快適に入れましたが、女湯の方は誰も入っていなくてホースも揚げて有りまし

たので、入るまで大騒ぎしていました。男湯の方からもホースを回して何とか

調整して入りました。出るときは湯温を下げすぎない為にホースを浴槽から出

して置くとの事です。 

 

 
「川北温泉」左が休息所、右がお風呂       ６月６日に熊が出た！！ 

 

   
男露天風呂               女露天風呂 

 

 



泉質と言い、環境と言い、最高の温泉です。おまけに無料で、申し訳ないです

ね。 

 

次に、Ｋさんの友人のＳさんの縄張り（？）である「サーモンパーク」へ行き

ました。此処には「サーモン科学館」と言う施設が有ります。此処にはサケと

マスに関する事なら何でも分かる様に成っています。サケ・マス以外にもチョ

ウザメも飼っていまして、水槽の水面から顔を出してとても可愛いです。おま

けに指を出すと舐めてくれます。チョウザメには歯がないので問題ないそうで

す。面白い体験ですよ。その他に室内から見られる魚道が有って、シーズンに

成るとサケの遡上が見られるそうです。科学館の外も色々遊ぶ施設が有ります

のでゆっくり来たい物です。売店には産直の店も有って、海産物が大変安いの

でお勧めですよ。入場料は６１０円ですが、ＪＡＦや割引券などが出回ってい

ますので利用してください。２０％引きくらいに成りますよ。 

 

 
「サーモンパーク」          「サーモン科学館」 

 

 
指パクします。      僕、チョウザメ君です。可愛いでしょう！！ 

 



それから、野付半島へ行きました。「野付半島」は根室海峡と根室湾に突き出た

日本最大の「砂嘴」です。細い道路の両脇が海なので東日本大震災の後なので

何となく心細いです。 

 

もう少しすると原生花園になるフラワーロードを走って最初に「ナラワラ」と

言う所に行きました。向こう側に枯れて白くなった木が沢山立っていました。 

そこから暫く走ると「野付半島ネイチャ―センター」へ着きました。此処から

徒歩で「トドワラ」へ行きました。片道２５分くらいです。「トドワラ」も「ナ

ラワラ」と同じ立ち枯れの木が沢山有りましたが、此処は年数も経っているの

で「ナラワラ」の方が良いと思いました。「トドワラ」はトドマツが立ち枯れし

たのでその名がついているそうです。車はその先の「野付灯台」まで行けます

が、その先は通行止めです。マア、１度来れば良いでしょう！！ 

「ナラワラへは馬車が出ていますので、歩くのが嫌な方はそれを利用意してく

ださい。 

 

 
「野付半島」            これが「ナラワラ」です。 

 

 

馬車道。真ん中が馬の足跡。          「トドワラ」です。 



 

此処は「別海町」に有ります。私達北海道生まれの人間は「べっかい」と言い

ますが本当は「べつかい」と言います。 

 

その晩はＳさんの紹介で、中標津の「マルエー温泉」と言う、ビジネスホテル

へ泊まりましたが、此処の温泉は良いですよ。中標津も温泉が沢山出ています

が、泉質がそれぞれ違うそうですが、此処はお勧めです。朝夕食バイキングで

すが美味しいし種類も多いです。おまけに料金もリーズナブルです。別に何も

貰っていませんがお勧めします。賄いのおばちゃんも感じがＧｏｏｄです。 

夜はＳさんお勧めの居酒屋で食事しましたが、海産物が豊富で新鮮で大変美味

しかったです。店の名は“秘密”！！ ニシンの刺身初めて食べました。 

又、最近人気の、中標津御当地グルメ「ホタミミジョ」を初めて食べました。 

ホタテの耳と切り干し大根をキムチ味に付けた物で、最近全国的にお取り寄せ

グルメで評判らしいです。 

 

中標津町には空港もあり、この辺では一番大きな町です。郊外には３３０度の

大パノラマを展望できる「開陽台展望台」が有ります。夏にはライダーの聖地

に成ります。その近くには「釣りバカ日誌」で有名に成った「養老牛温泉」も

有りますし、その先は「摩周湖」です。 

 

 
ホテル「マルエー温泉」           大変美味しかった！！ 

 

翌日、Ｋさんご夫婦と別れて私達は「厚岸町」に向かいました。これから厚岸・

根室・知床へ行きます。 

 

厚岸町では特産の牡蠣を食べたかったのですが、朝が早かった為道の駅に併設

されている「味覚ターミナル・コンキリエ」もしまっていました。残念！！ 



それから、「北太平洋シーサイドライン」を走って霧多布へ行きました。霧多布

岬と灯台まで行きましたが、残念ながら濃い霧のために何にも見えませんでし

た。 

 

 
厚岸の町             霧多布の「湯沸岬灯台」 

 

それでも、それから走って根室へ向かい、取り合えず町は通り過ぎて納沙布岬

へ行きました。納沙布岬でも霧で北方領土も何も見えませんでした。 

岬の周辺には右翼の立てた石碑が沢山建っています。右翼もこんなに沢山ある

んだなと実感しました。 

 

 
「納沙布岬」五里霧中！！？？      右翼の石碑がこの他にもいっぱい。 

 

此処には「北方館・望郷の家」と言う資料館や、「４島の架け橋」と言う大きな

モニュメント、開店休業のような、寂れた「平和の塔」等が有りますが、「ビザ

なし交流」の無意味な２０年間と言い、この寂れた施設と言い、只待ってるだ

けの日本の政治にはうんざりです（個人的私観です）が、日本人は一度は訪れ

ても良いかなと思いました。 



日本一早い日の出の見られる所ですが、霧で何も見えないので「納沙布岬」を

早々に退散して「根室市」に入りましたが、何か寂しいですね。 

 

 
「北方館 望郷の家」           「４島の架け橋」         

 

 
「平和の塔」見えない！！        日本最東端「納沙布岬灯台」 

 

根室ではご当地Ｂ級グルメの「エスカロップ」と言う食べ物を食べにお勧めの

「どりあん」と言う所へ行きましたが、生憎お休みでしたので、近くの食堂へ

入って食べてみました。バターライスの上にトンカツがのっていてそれにデミ

グラスソースのかかっている物でしたが、私は美味しいとは感じませんでした。

どうしてこんな料理が出来たのか不思議でした。「さんまロール」と言う巻き寿

司も名物です。 

 

根室から花咲へ行って見ました。花咲ガニでも買って帰ろうと思ったのですが

今は漁の最中ではないらしく何処にも売っていないし土産物屋さんも全部締ま

ってました。その後「風連湖」の側の「春国袋」に有る道の駅「スワン４４ね

むろ」へ行きました。本当は此処で車中泊の予定だったのですが、何も無いし



時間も４時過ぎで早かったので、羅臼まで走ることにしました。途中、昨日行

った「野付半島」や標津の町を抜けて「羅臼町」に着いたのは午後６時頃でし

た。これで明日からの行程が楽なので正解だと思います。 

 

道の駅「知床･らうす」で車中泊をしましたが、同じ様な車が４～５台有りまし

た。最近は本当に多いですね。只、施設を汚したり生活ゴミを捨てたり電気や

水道などを使ったりと苦情も多くなってきているらしいので、規制がされない

様に皆気をつけないといけないと思います。見ていても、大体きちんとしたキ

ャンピングカー以外の車中泊は男の一人旅が多い様なので、該当者は特に注意

が必要ですね。私達の様な夫婦連れは特殊のようですが、私の放浪旅に協力し

てくれる女房には感謝です。朝８時頃に、羅臼から車で行ける最終の「相泊」

まで向かいました。途中にも見るところが有るのですが、取りあえず「相泊」

まで直行しました。 

 

途中、右は海、左は山ですが、その傾斜地にエゾシカが沢山出ていました。そ

れどころではなく、町の中の道路にまで出てきて人間や車を気にするでもなく

我が物顔で歩いたり草を食んだりしていますが、流石に小さな子供だけはびく

びくしていました。こんなに間近にエゾシカを見るのは初めてですね。道路な

どで作業している人たちも鹿を全然気にしてないようで、これが共存なのだな

と実感しました。この道を走るときは朝走ることをお勧めします。 

 

 

道路わきにエゾシカの家族が。        これは大きなオスです。 

 

羅臼から３０分くらいで「相泊」の集落へ着きました。町の先の橋を渡った所

で道路は行き止まりに成ります。この先は漁師以外は立ち入り禁止との事です。 

 

 



 
「相泊」最終地点           これから先は行けません！！    

 

そこから少し戻ったところに有る「相泊温泉」へ行きました。シーズンに成る

と屋根や男女別の脱衣所も出来るらしいのですが、今は海辺に風呂場が有るだ

けです。小屋掛けして男女の間仕切りを付けても海の方からは丸見えなので女

性は無理でしょう。水着の着用は此処は駄目らしいですが、観光客は情状酌量

が有るらしいです。聞いて見て下さい。 

私も入ってみようと思い裸になって足を入れたらもの凄く熱い、あわてて２つ

有る蛇口を全開にして水を入れたのですが、これが“焼け石に水”で適温にな

るまでは相当時間が掛かりそうです。しょうがないから、又服を着て足湯だけ

で我慢する事に致しました。もし皆さんが来たときは、服を脱ぐ前に湯温を確

かめる事をお勧めします！！ 

道路際にトイレや小さな駐車場も有りますが、シーズンの時は込み合うと思い

ます。 

 

 
「相泊温泉」駐車場        こんなお風呂です。メチャ熱い！！ 

 

次にそこから又羅臼方面へ少し戻って「瀬石」に有る「セセキ温泉」へ行きま



した；。此処も露天の海岸ぺりに有る温泉で、此方は屋根も脱衣所も有りませ

んが、水着はＯＫらしいです。 

風呂場も自然石を並べて作った野趣豊かなものですが、此処のお湯はぬるく入

られません。風邪引いてしまいます。おまけに風呂の中には海草が沢山あって

気持ち悪いですね。７月になると掃除して綺麗にするらしいです。ここは満潮

時には海の中に成るそうで、それでぬるかったのかも知れません。浴槽の脇か

ら湧いている温泉の方が良い温度でした。 

 

 

「セセキ温泉」        石積みの風呂場が３箇所ほど有ります。 

 

そこから又少し羅臼方面に戻った所の「ルサ川」の脇にある「知床世界遺産ル

サフィールドハウス」と言う施設が有ります。此処では知床半島の先へ行きた

い方などに情報を提供してくれる施設です。中には無料の望遠鏡なども何台か

有りますのでゆっくりして見たいものです。シーズンには鯨などが見ることが

出来ます。ガイドの方が常駐していますので色々聞く事も出来ます。 

此処では是非知床の案内ビデオを見て下さい。大変勉強に成ります。 

 

 

｢ルサフィールドハウス｣入り口              建物 



 
館内は新しくとても綺麗です。        こんな事も出来ます！！ 

 

「マッカウス洞窟」へ着く前に右へ上がると羅臼灯台と「クジラの見える丘公

園」が有り鯨ウオッチングの為の展望台も有ります。 

「マッカウス洞窟のひかりごけ」は今は大分荒れていて余り見ても分かりませ

ん。もっと早くに規制すると良かったのにと感じました。 

羅臼漁港の側の「しおかぜ公園」には、森重久弥が「地の涯に生きるもの」で

演じた「オホーツク老人の像」が有ります。この映画のロケ中に森重久弥が作

詞作曲したのが、誰でも知っている有名な「知床旅情」です。この歌碑も同じ

所に有ります。 

 

 

 

熊が入った家だそうです。       「マッカウスの洞窟」です。 

 

羅臼町内を抜けて知床横断道路を少し走ると「知床国立公園羅臼ビジターセン

ター」有ります。これから知床峠を下ってウトロに入りますが、その事前情報

収集に利用すると良いです。色々な方向から知床を勉強する事が出来ます。 

ここでもレクチャールームで「知床・羅臼の四季」と言うビデオが見られます。 



３０分ですが、中身が濃く勿論無料です。入館料も無料です。 

中には大きなシャチの骨格標本も有ります。 

 

 
「羅臼ビジターセンター」     向こうに見えるのがシャチの骨格標本です 

 

それから少し上がった所に有る無料露天温泉「熊の湯」へ行きました。 

此処は何時来ても良いですね。特に、シーズンには満員で入れないことも多い

のですが今は観光客も少なく、地元の漁師さんが時々入りに来るくらいなので

ゆっくり浸かれます。この時も最初は５～６人入っていましたが、地元の人が

出てしまうと私と、千葉から来て羅臼で観光の手伝いをしている若い人の二人

に成りました。でも、やはりお湯は熱かったです。聞くと地元の人は熱い湯に

入るのでむやみに水でうめると怒られると言う事です。しかし良いお湯でした。

女風呂の方も誰も入ってなくて女房が貸切で入ったそうです。 

此処も、地元のボランティアの方々の手で掃除や保守をされているので感謝い

たしましょう。 

 

 
橋を渡って左に下りると風呂が有ります。     綺麗に整理整頓されています。 

 



そこからさらに登って「知床峠」へ行きましたが、霧で何も見えません。晴れ

ていると綺麗なハイ松と羅臼岳が目の前に見えます。 

 

 

「知床峠」                駐車場 

 

 

「羅臼岳」            未だこんなに雪が有ります。 

 

「知床峠」を下りて「知床五湖」方面への枝道の角に「知床自然センター」が

有ります。此処も羅臼の案内所と同じで、ビデオも殆ど同じ様なものなので 

見る必要はないです。 

 

８月１日～２５日までと、９月１５日～２４日までは「知床五湖」や「カムイ

ワッカの滝」へ行くときは、此処で車をシャトルバスに乗り換えて行く事に成

ります。７月一杯までと、以上のバス限定の時意外は、自家用車で「カムイワ

ッカの滝」まで入る事が出来ます。昨年は、７月以降は車で入れませんでした

ので毎年規制が変更に成るようです。 

館の周りには沢山のエゾシカが居ます。此処のシカも人に慣れていて、よほど

近づかないと逃げません。 



 
「知床自然センター」             館内です。 

 

 
こんな事も出来ます！！          シカも人懐っこい。 

 

途中、「プユニ岬」からウトロの町並みが綺麗に見えました。此処から見る冬の

流氷郡は圧巻だそうです。 

 

 
「プユニ岬」            岬からのウトロ市街の眺望 

 



山を下りて港に来ると、お祭りらしく綺麗な大漁旗で飾った漁船が沢山係留さ

れていました。地元の「遠音別神社」のお祭りらしいです。あちこちに大きな

のぼりが上がっていました。 

 

 
綺麗に大漁旗で飾った漁船。            ウトロ港 

 

ウトロ漁港の横に有る「オロンコ岩」へ登りました。この岩は大変大きな岩で

登る為の階段も急で結構しんどいです。でも上に上がるとエゾカンゾウかキス

ゲか分かりませんが黄色いユリ科の花が咲いていて、景色と共に大変綺麗でし

た。此処はあまり来る人が居ないようです。 

 

 
「オロンコ岩」       町営駐車場と、右にあるのが知床観光船 

 

「オロンコ岩」は昔は「オロッコ族」から取って「オロッコ岩」と言ったそう

です。岩に彫られたトンネルを抜けると駐車場が有りますが、此処は有料です。 

岩の下にも駐車場があり此処は無料です。大型知床観光船に乗るためにはこの

駐車場に車を止めて乗りますので無料にすれば良いのにね。 

景色が大変綺麗だし、季節毎に花も咲いているのでお勧めです。 



 
ウトロ港です。          エゾカンゾウだと思います。 

 

その日は、山の上にある温泉街の「ホテル 知床」へ泊まりました。 

 

  

「ホテル 知床」        ご苦労様でした。カンパ～～イ！！ 

 

翌日は一路「カムイワッカの湯の滝」を目指しました。 

「知床五湖」の駐車場の手前を右折して砂利道に入り、蛇のような狭い道路を

走って３０分くらいで「カムイワッカ湯の滝」の駐車場に着きました。この先 

は行き止まりになっています。 

滝は、幾つも有るらしいのですが、普通に入れるのは通称「一の滝」だけです。

「一の滝」も昔は入浴出来たようですが、今は湯温も低くなり入る事は出来ま

せん。又テープを張って「一の滝」の奥には行けない様に成っていました。 

 

帰りは、又くにゃくにゃ曲がった狭い砂利道を戻りましたが、途中で大変景色

の良い所が有りましたので避難帯に車を止めて下りて写真を撮りました。この

道は雤の時はドロドロになって車も泥だらけになるし滑って危ないそうです。

晴れが続くと又砂埃が酷いそうなのでご注意下さい。 



 

「カムイワッカ湯の滝」           これが一の滝です。 

 

そこから又戻って「知床五湖」へ行きました。「知床五湖」もシーズンによって 

規制がかかっていますので注意です。一湖までは、木道を歩いて誰でも無料で

開園期間中は何時でも行く事が出来ます。 

 
「知床五湖ビジターセンター」            ｢知床五湖｣ 

 

 
此処が一湖です。         高い木道がつながっています。 

 



しかしその他の湖に行くには自由に入れる訳では有りません。木道以外にルー

トは３つ有り、それぞれ有料に成ります。 

 

Ａルートは、二湖から五湖までで、期間は５月１０日から７月３１日まで、ヒ

グマの活動期の為にガイドツアーのみが許可されています。ガイド料は一人５

０００円です。(高い！！熊に対する保険か？) 

 

Ｂルートは、一湖から五湖まで、期間は８月１日から１０月２０日までで、レ

クチャー代２５０円のみで自由に歩けます。 

 

Ｃルートは、一湖から二湖まで、後はＢコースと同じです。 

 

１０月２１日から閉園までは無料で全てのコースに入る事が出来ます。木道は

閉園まで無料です。 

これは平成２３年度なので、来年以降は変更に成るかも知れませんね。 

 

帰りにお風呂に入ろうと思い「岩尾別温泉」へ行って見ました。此処には「ホ

テル地の涯」と言うホテルが有ります。無料の露天風呂とホテルの露天風呂が

有りますが、両方とも混浴です。無料の露天風呂に入ろうとした所、後から来

た札幌ナンバーの車のおばちゃんが、私も入って良いかと聞くので、どうぞと

言って私は遠慮してしまいました。おばちゃんは強い！！ お風呂に入れなく

て残念でした。 

可愛いオネーチャンだったら状況は変わっていたかも！！？？ 

此処も震災などの影響かお客が少なくて６月２０日まで特別割引をやっていま

した。でも名前の通り夜は怖いかも！！ 

 

 

「ホテル 地の涯」             無料の露天風呂 



知床五湖からウトロへ戻ってからウトロを出ました。斜里へ行く途中に「オシ

ンコシンの滝」へ寄りました。国道の直ぐ脇にあるので便利です。 

 

 

「オシンコシンの滝」       こんな大きな鮭を捕まえました！！ 

 

それから「斜里町」へ寄りました。知床のウトロ側は「斜里町」に成ります。 

大きな観光地を持っているので町も何か裕福そうで、駅舎や駅の周りも再開発

されて大変綺麗に成っています。町の中にある「知床博物館」へ行って見まし

た。何処の小さな町にも有る普通の博物館ですが、北方警備に当たった津軽藩

と縁が深いため弘前の「ねぷた」などの展示もありました。毎年夏には「しれ

とこ斜里ねぷた祭り」が有って、弘前から日本一大きい「ねぷた」がやってく

るそうです。 

博物館の裏に大きな鳥舎がありその中に「オジロワシ」と「オオワシ」が飼わ

れていました。両方とも絶滅危惧種の鳥で大変少なくなっているそうです。 

 

 
「知床博物館」              「オジロワシ」 

 

斜里港では、秋のサケ漁の為の網を整理していました。もの凄く大きな網です。



畳むのにクレーン二台を使っていました。 

斜里から出る時に遠くに「斜里岳」が綺麗に望めました。 

 

 

サケ漁の定置網を畳んでいるところ。      「斜里岳」が綺麗です。 

 

それから「川湯温泉」「屈斜路湖」を抜けて、「津別峠」を通って帰りました。

屈斜路湖を見下ろす峠は「美幌峠」「小清水峠」「津別峠」と３つ有りますが、

私は「津別峠」が一番景色が良い峠だと思います。 

 

 

「津別峠」左端に鹿がいます。         立派な展望台です。 

 

標高は展望台の一番高いところで１０００ｍ有りますので、朝登って来ると雲

海が素晴らしいです。夏のシーズンはアマチュアのカメラマンが何時も来てい

るそうです。別の日に私達が行った時も、沢山のリタイヤ族カメラマンが来て

いました。余り知られていないので車も少ないし観光バスなどは勿論来ません。 

立派な展望台内にはシーズンに成ると売店も出ます。ここはお勧めです。 

 

これで３泊４日の「道東の旅」を終わります。 



 

〈くりん草フェスティバル〉 

６月１１日から２６日まで「津別町」の津別町上里に有る「町民の森自然公園」

の「ノンノの森」で「くりん草フェスティバル」が開催されています。 

 

 
このバスで行きます。            「くりん草祭り」 

 
ホテル｢森つべつ｣         裏には公園とパークゴルフ場が有る。 

 

 

館内ロビー            露天風呂、泉質が良い！！ 



 

「くりん草」とは「桜草」の一種だそうです。野生の「くりん草」を役場の一

担当者が手入れ増殖して大群落にしたそうです。私達は、６月１９日に有名な

女性登山家の「田部井淳子」さんと、「今井通子」さんが来て「森林セラピー・

山ガールシンポジウム」が有ると言うので行く事にしました。連絡バスで行き

ましたが、予約制で役場のターミナルから出ましたのでそれを利用しました。

お昼の弁当も１０００円で予約して手ぶらで行きました。とりあえず森林ウオ

ーキングが有ると言うので、それらしくトレッキングシューズなども履いて行

きましたが、必要無いようでした。 

 

最初にオープンセレモニーが有り、今井さんから「森林セラピー基地」として

の認定証の授与がありました。町長や、道議会議員や、どう言う訳か千葉県の

船橋からも市の関係者が参加していました。何か子供達の交流が有るそうです。 

その後「森林セラピーロード」をお二方と散策しました。散策路の周りには今

日の主役「くりん草」が沢山咲いていました。 

    
開会セレモニー               散策道路 

 

 

               これがくりん草です。 



 

昼食の後、お二人の講演とパネルディスカッションが有りました。山女（今は

山ガールと言うそうです）のお二人の話は大変面白かったです。特に田部井さ

んの福島弁でウイットに富んだ話は大うけでした。 

 

 

今井通子さん              田部井淳子さん 

 

森林浴が出来て「フィトンチッド」を沢山吸って大変気持ちが良かった１日で

すが、少し寒かったですね。帰りに此処のホテル、｢ランプの宿 森つべつ｣に

有る温泉に入って帰りたかったのですが、大変な人なので遠慮しました。 

 

此処から直ぐ近くに「津別峠」へ行く枝道があります。もう何回も行ってます

が、中々景色の良い時にお目にかかる事は難しいです。津別側は天気が良くて

も屈斜路湖側は曇っている事が多いです。前にも書きましたが朝方に雲海やご

来光の写真を撮る為に沢山のカメラマンが来ています。私も運よく雲海を撮る

事が出来ましたのでご紹介いたします。 

 

 

曇っていますが、「屈斜路湖」です。        見事な雲海です。 



 

 

ご来光はきっと素晴らしいでしょう！！   遠くに見えるのは「斜里岳」か？ 

 

〈屈斜路湖のチップ釣り〉 

２６日に知人の歯医者さんのＹさんと屈斜路湖へチップ釣りに行きました。「チ

ップ」とは「ヒメマス」の事で、紅鮭の陸封型の魚の事です。海へ下ると紅鮭

に成ります。この湖でも元から居た訳ではなく他から移植したらしいです。津

別に有る「チミケップ湖」が原産地と言う説も有りますが、今は大変少なくな

っているそうです。チップつりで有名なのは「支笏湖」ですが、支笏湖のチッ

プは魚も小さく入漁料も取られますし、解禁に成ると大変な釣り人で込み合い

ます。しかし此処は無料で魚体も大きく数も沢山つれますので、商売で釣って

る人が居るらしいです。何年かしたら此処も魚が居なく成らないように保護を

考えないといけないと思います。 

 

 
歯医者の Y先生             湖から見た「美幌峠」、小さくバスが見える               

 

ともかく、４０年振り以上のチップ釣りなので、今日は沢山釣って楽しみたい

です。船は１５ft くらいの船でしたが、今日は大変天気も良くベタ凪でしたの



でかえって大きい船より快適でした。Yさんは、この他にも２隻持っているらし

いです。私も昔「猪苗代湖」に持っていたのですが乗る機会が少なくて売って

しまいました。船と別荘は夢でしたが、持ってしまうと意外と使わないでお荷

物になる物です。しかし使えば便利ですね。今思えば、今持って居れば重宝に

使ったと思います。しかし昔と違い、トローリングしながらの釣りで、リール

は電動でした。ビックリですね。 

Y さんの話では、昔はニジマスの７０ｃｍオーバーと言う化け物も釣れたそうで

すが、今はもう居ないとの事でした。スチールヘッドも居たそうですが、残念

ですね。しかしアメマスの大きいのは居るようです。 

 

 
釣れた釣れた！！日焼け防止のマスクです！  こんな具合に、一人で２本の竿です。 

 

昼までの釣りでしたが女房と二人で結構釣りました。Yさんの勧めで帰りに女房

にもボートを運転させましたが、上手いものでした。私は「１級船舶」を持っ

ていますが、女房が何時免許を取ったのか知りませんでしたね。「無級船舶」ら

しいです！！？？ 

 

 

「１級小型船舶」！！            「無級小型船舶」？？  



 

道具や餌まで借りての釣りでした。おまけに魚まで沢山頂いて、Yさんどうもあ

りがとう御座いました。大変楽しかったです。 

 

帰りに、天気が良かったので又、途中の「津別峠」へ寄りました。何時もは平

日なので人も居ないのですが、今日は日曜なので沢山の人が居ました。と言っ

ても他の峠よりは大変少ないですが。木彫りのみやげ物を売っているおじいさ

んが居て、趣味の手相を見て貰ったついでのお礼にフクロウの置物を買って上

げました。大変安くしてくれました。もう年だから来年はもう居ないかも知れ

ないなんて言って同情を売っていましたが、良いおじいさんでした。 

直ぐ後に何時も見るエゾシカが今日も来ていました。おじいさんが飼っている

のではないかと思うほど物怖じしませんし、おじさんも全然気にして居ません

でした。 

 

 

「屈斜路湖」          おじいさんの後に「エゾシカ」 

 

 

何時も此処に居る「エゾシカ」        今日の釣果“大漁”！！ 

 



〈北見紋別・雄武〉 

６月２９～３０日に、紋別と雄武へ行って来ました。「モンベツ」と読む町は北

海道内に幾つか有りますので頭に地方の名を付けて呼ぶ事が有ります。「伊達紋

別」「日高門別」「北見紋別」などです。 

 

まず先に「能取湖」と「サロマ湖」の間に有る「常呂町」へ行きました。此処

は今は北見市に合併されていますが、昔は単独の町で、日本で最初に出来たカ

ーリング場で有名に成った町です。此処出身の選手が青森のカーリングチーム

に所属して活躍したのはご存知だと思いますが、今はオリンピックに出場した

人気の選手が町に戻って来て、作った常呂町のチームも頑張っているようです。

常呂の高校にも有望な選手が沢山居て大変強いそうです。町内のカーリング場

の壁には、オリンピック出場選手の手形などがモニュメントとして飾って有り

ました。今はシーズンではないので中には入れませんでした。この側に立って

いる「手形柱」は町民全員の６０００枚の手形の陶板が貼り付けて有ります。 

 

 
「常呂カーリング場」         オリンピック選手の手形 

 

それから日本で２番目に大きな湖「サロマ湖」の湖畔に有る「ワッカ原生花園」

へ行きました。まだ花も少なく見所は余り有りませんでしたが、これから夏に

掛けては花園になるようです。入り口に「ネイチャーセンター」が有りますの

で、情報も仕入れられますし、貸し自転車や観光馬車も有ります。先の方まで

見るには大変時間も掛かりそうなので止めにしましたが、時間が有れば｢ワッカ

の森｣に有る「ワッカの水」と言う湧き水のある所まで行けますので行くと良い

と思います。「ワッカ」と言う名前はこの「ワッカの水」から来ているそうです。 

町内には｢百年記念塔｣が建っていてエレベーターも無いので大変ですが登ると

「サロマ湖」が一望できます。展望台は帄立貝をモチーフにしています。 

 



「ワッカネイチャーセンター」と貸し自転車  未だ花が少ない「ワッカ原生花園」 

 

近くの「浜佐呂間」には、大変安くて新鮮な魚介類を売っている店が有ります。

此処は北見の Kさん御用達の店です。店の名前は内緒です！！ 

 

湧別町を通って「オホーツク 紋別空港」へ行ってみました。未だ新しい空港

で一休みするには良いですね。 

それから紋別市内へ着きましたが、先を急ぐので通り過ぎて「興部町（オコッ

ペ）」へ行きました。この町もこれから行く「雄武町」も酪農が大変盛んな町で

す。特に此処の「オコッペ牛乳」や「オコッペアイス」は大変美味しいです。

牛乳は少し高いですが。それと今は、タレントの「田中義剛」で有名に成った

「生キャラメル」の発祥の牧場「ノースプレインファーム」が有ります。「花畑

牧場」みたいに有名では有りませんが本場の「生キャラメル」は美味しいです。 

 

 
「ミルクホール」             元祖生キャラメル 

 

この牧場の社長が田中義剛と、江別に有る「酪農学園大学」同級生で、義剛が

この社長からレシピを聞き出して、タレントの強みを生かし、全国区にしたそ



うで、興部の人達にはすこぶる評判が悪です。私が話した人も“黙ってパクら

ないで、きちんと挨拶位しても良いのに”と言っていました。本当の所は分か

りませんが・・・。 

牧場の側に小さなレストラン兼売店の「ミルクホール」が有るだけですが、そ

こで「生キャラメル」や、牧場製の乳製品を買う事が出来ます。 

 

それから走って目的の「雄武町」へ着きました。ここの毛蟹は、一番美味しい

と言うブランド物だそうです。値段も高いですが、このオホーツク沿岸で取れ

る毛蟹は皆美味しいですね。流氷明けの春先で毛蟹は大体終わったので、今は

少ないです。此処には美味しい蒲鉾も有ります。 

道の駅「おうむ」には展望台も有ります。雄武では最近「ダッタン蕎麦」を栽

培していると言う事で、それを使った｢ダッタン焼酎 雄武｣やコロッケなども

売っています。蕎麦とコロッケを食べてみましたが、？？？？でした。 

見るところも余り無いので直ぐ引き返して「紋別市」へ向かいました。 

 

「雄武町」の「日の出岬」へ行って見ました。此処にも展望台が有りましたが、

風が大変強かったです。そばには綺麗なキャンプ場やホテルが有り、其の名の

通り日の出が大変綺麗だそうです。 

 

 
雄武の道の駅と展望台        日の出岬展望台「ラ・ルーナ」 

 

途中に有る「オムサロ原生花園」へ寄りましたが、此処も花は未だでした。 

 

紋別市内に入ってから「オホーツクタワー」へ行きました。此処は海中展望と

上の展望台からオホーツク海を展望できますが、海中は濁っていて何も見えま

せんし、展望も良く有りません。流氷の時期には見るべき物は有るのでしょう

が、今の時期は最悪ですね。入場料８００円を損した感じです。７月になると



海中に照明がつき魚を集めるので展望窓からも魚を見ることが出来るそうです。 

側には「流氷砕氷船 ガリンコ号Ⅱ」と、発着場の「海洋交流館」が有ります。 

 

 

オホーツクタワー展望台        な～んにも見えない！金返せ！！ 

 

 
陸に上がった「初代ガリンコ号」   現在の「ガリンコ号Ⅱ」夏は釣り船です。 

                   

 
トッカリ（アザラシ）センター      巨大なカニの爪、何人前かな？？ 

 



アザラシの動物園「トッカリセンター」も近くに有り、其の裏に初代の「ガリ

ンコ号」が置いて有ります。道の駅「オホーツク紋別」の側には「流氷科学セ

ンター」と大きなカニの爪のオブジェが有ります。 

 

其の夜は「紋別パレスホテル」へ泊まりました。 

 

翌日はホテルで朝食を取ってから湧別町に向かいました。最近のホテルの朝食

はビジネスホテルを含めて大変美味しいですね。朝食を競ってお客を集めてい

るようです。 

「湧別町」の町の中に「文化センターTOM」と言う施設があります。この中には

「漫画美術館」が有って、沢山の有名漫画家の作品が有ります。中でも、特に

北海道出身の「モンキーパンチ」や「いがらしゆみこ」の作品が豊富です。 

 

又、「湧別町」は「チューリップ公園」が有名で、５月から６月に掛けては沢山

の見物客で賑わいますが、今は花をもがれた茎と葉っぱだけが残っています。

これから球根を取るのだそうです。この公園には、湧別町「屯田歴史博物館」

の「ふるさと JRY」と言う施設が有ります。中には開拓当時からの写真や、当時

の苦労を物語る物品が沢山展示して有ります。又、入植当時の名簿と肖像画が

全員分飾って有りました。良くこんなに皆さんの分を揃えられた物だと感心し

て聞くと、写真が残っていない方は、口頭で特徴などを聞いて書いたそうです。 

「湧別町」は屯田兵が入植したので、全国各地からの人が集まり、その為訙り

やら方言で、最初は意志の疎通が大変で、身振り手振りで会話したそうだと係

りの方が笑いながら教えてくれました。先人の苦労を偲ぶためにも一度来られ

たら良いと思います。入植中に日露戦争が起きて兵隊として又戦場に駆り出さ

れ帰ってこなかった方も沢山居たそうです。 

 

 
花の無い「チューリップ公園」     「屯田歴史博物館」の立派過ぎる建物 



 
等身大の屯田兵像               採用条件 

 

そこから「遠軽町」へ行きました。「遠軽町」でのお勧めは「木楽館」です。此

処には、木で出来たおもちゃや、生活用品が売られていますが、他の所より安

く、品物も良い物が沢山有りました。「遠軽町」には、秋に成ると日本一と言わ

れる、沢山のコスモスが咲く「太陽の丘えんがる公園」が有ります。 

 

それから同じ「遠軽町」の「丸瀬布地区」へ行きました。此処では道の駅に併

設されているやはり木の製品を売っている「木芸館」へ行って見ましたが、「木

楽館」の方が遥かに良かったですね。「木芸館」の側には「ヤマハ」専属の木材

の会社が有って、館の中にも此処の材料を使って作った自動演奏のピアノが置

いて有りました。 

 

 
遠軽町の「木楽館」 

 

町の中を戻り、道〃１０７０号線に入って「山彦の滝」へ行って見ました。駐

車場から滝まで２００ｍ程ですが、登りなので結構きついです。この滝の上に

「鹿鳴の滝」が有りますが、この先５００ｍほど歩くと言うので止めました。「山



彦の滝」は、珍しく滝の裏側に回れる滝なので来てみた訳ですが、日本ではこ

の様な滝は少ないので良かったですね。 

 

 
落差２８ｍ「山彦の滝」           裏側から写しています。 

 

それから少し下がって「マウレ山荘」へ行きました。こんな山の中に有るのに

失礼ながら中々良いホテルでした。北海道では意外とこう言う隠れ家的なホテ

ルが有りますね。例の日帰り温泉無料のクーポンを利用して入りました。本１

冊に付き一人無料なので私たちは一人一冊ずつ持って入りましたが、問題は有

りませんでした。温泉も良いし、宿泊施設も大変綺麗なので良いですね。１泊

２食付で９０００円との事です。 

 

 

おしゃれなホテル「マウレ山荘」です。 



 

そこから又、少し戻った所に「昆虫生態館」が有ります。カブトムシ、クワガ

タ、蝶々の標本や、蝶々が飛び交っている「蝶の広場」と言う部屋も有りまし

た。此処の周りにはキャンプ場や日帰り温泉施設「やまびこ」が有ります。 

昔、ザ・ピーナッツの歌でも有名な「モスラ」と言う映画がありましたが、そ

の撮影場所がこの「丸瀬布」の太平高原だそうです。 

 

 

「昆虫生態館」         「蝶の広場」蝶が見えますか？ 

 

それから「遠軽町」に戻って国道２４２号線に入って「生田原」地区の「ちゃ

ちゃワールド」へ行きました。此処も木材の町らしくおもちゃの展示博物館で

子供達は中のおもちゃで遊ぶ事が出来ます。近ければ孫でも連れてくれば大変

良い所だなと思いました。惜しむらくは、せっかくの施設もお客が少なくて寂

しいものでした。又、売っている木のおもちゃが中国製でしたので興ざめでし

た。せっかく木を売り物にしているのだから地場の木を使った製品を売って欲

しかったですね。でも大人でも結構楽しめます。 

 

 
「ちゃちゃワールド」            木製の大きなおもちゃ 



 

 
大人が乗っても大丈夫！！          大きな万華鏡？？ 

 

それから留辺蘂へ出て温根湯温泉へ行きました。此処の「温根湯温泉 平安の

湯」でまたまた、無料の入浴クーポンを使って今日２度目の温泉を楽しみまし

た。本当に良い本ですね！！大のお勧めです。何倍も元が取れますよ！！ 

風呂を上がってから、「置戸町」と「訓子府町」を経由して津別へ戻りました。 

１泊２日でしたが大変中身の濃い旅行でした。 

 

〈オホーツク B級グルメグランプリと、ベーコン作り〉 

７月２日に北見の「端野」地区に開催している「新・ご当地グルメグランプリ

２０１１オホーツク北見」へ行って来ました。昨年は「美瑛町」でやったそう

です。１３地区のご当地グルメが食べられますので楽しみにして行って来まし

た。 

 

 
議員さんが並んで恒例の開会セレモニー  １３の出店ブースが有ります。 

 



お決まりのオープンセレモニーには、この辺選出の国会議員の先生方が壇上に

沢山並んでいました。小泉総理の時の幹事長や、中には O グループで先日起訴

された I 先生も居ました。 

 

もっと混んでいるかなと思いましたが、明日の日曜にも有るので意外と空いて

いました。それでも最長４０分待ちの料理も有りました。金券を買って食べた

いブースへ行って買います。 

５種類ほど食べましたが、通常の半分くらいの量しかないので丁度良いくらい

の量でした。味の方はどれもイマイチで、普通に店に行って食べた方が遥かに

美味しいのではないかと思います。出展している料理より、販売ブースで売っ

ていた生で食べられるホウレン草がメチャメチャ美味しかったので２袋買って

しまいました。帰ってからサラダにして食べましたが、千葉でも食べた事が有

るサラダホウレン草とは比べ物にならない位の美味しさでした。 

 

知人の紹介でベーコン作りに参加して来ました。６月２３日に大空町特産のブ

ランド「さくら豚」のばら肉を下漬けしました。冷蔵庫に入れて１０日ほどの

熟成期間を取って７月３日に燻製にしました。地元の皆さんと一緒に作ったの

ですが、ドイツ製の燻製機などが自由に使う事が出来ますので、大変便利で素

人でも簡単に美味しく作る事が出来ます。調理室も立派で、利用料を払えば町

民は誰でも利用できるようです。羨ましいですね。さすが北海道です。結局５

０ｋｇ弱の出来上がりで、私は５ｋｇ分けて頂きましたが、皆さんは８ｋｇと

か多い人は１０ｋｇも購入された方が居ます。大変美味しい手作りベーコンが

５ｋｇで６千円ちょっとですから安いですね。市販でも安いベーコンがスーパ

ーなどには有りますが、ブランド豚を使って手作りでこの値段です。市販の物

は変に柔らかく美味しく有りません。おまけに小分けして真空パックして頂い

たので保存も安心です。 

 

胡椒等で下味を付けます。       この様にラックにぶら下げます。 



 
これがドイツ製の燻製機         ベーコン燻製出来上がり！！ 

 

 
真空パックで小分けします。       皆さん、ご苦労様でした！！ 

 

豚肉だけではなく鶏肉の燻製も作るそうです。少し頂いたのですが、これも大

変美味しかったです。今度又是非作ってみたい物です。 

 

帰ってから、ビールを飲みながら出来立てのベーコンを頂きましたが、さすが

ドイツ式のベーコンです。もの凄く美味しかったですね。以前に書いた、私の

好きな「屯田ファーム」のベーコンに決して負けません。いやそれ以上に美味

しかったです。プレーンな物と粗引きの胡椒をまぶした物と２種類を作りまし

たが、どちらも最高でした。手作りでしたので格別ですね！！ 

 

〈上士幌〉 

昨年同様に、今年も「M の会」所属で、LS 仲間の K さんの家に遊びに行きまし

た。朝ゆっくり津別を出て、又「陸別町」を抜けて「足寄町」に入り、少し昼

食には早かったのですが、有名だと言う中村食堂の「味噌ジンギスカン」を食

べに行きました。味は？？？？ 



 
変わった鍋の「味噌ジンギスカン」        〆はうどんを入れて。 

 

其の後、又、道の駅に寄って昔懐かしい「ラムネ」を飲んで、館内に展示され

ている、歌手「松山千春」の CD を見てから、ついでに松山千春のお父さんがや

っていた「旧十勝新聞社」の家を見に行きました。 

 

 
「旧十勝新聞社」        「千春」が暮らしたと言う２階の部屋 

 

 

町の有名人「松山千春」の歌碑           展示コーナー 



 

 

「松山千春」邸、ちゃんと表札が有る    右にある車庫に何故か似顔絵が！！ 

 

此処は松山千春の自伝映画「旅立ち」のロケセットにも成った所で、千春もこ

の２階で暮らしていたそうです。それから今の自宅を見に行きました。新しい

けど、意外と質素なウッディハウスで、今の「十勝新聞社」も併設されていま

した。それにしては小さな家です。 

 

午後には Kさんの家に着きました。Kさんの家の向かいは、先日「屈斜路湖」の

チップ釣りでお世話に成った歯医者の Y さんの自宅兼診療所です。其の日の夜

は Yさんも加わって、Kさんの奥さんの手料理と焼肉で“かんぱ～い”でした。 

明日は朝食事をご馳走に成ってから津別へ戻りました。Kさんは８月にはペナン

へ“帰る”そうです。 

 

 

ひろ～～い Kさんの家の庭で BBQです。 

 



 

７月１５日で津別町の滞在は終わります。ここの街は良くも悪くも地元大企業

（？）の「丸玉産業」の城下町です。住民も商店も、其の恩恵を受けて成り立

っているようです。町としての受け入れ態勢は余りよく有りませんし、住民も

移住に対して無関心で冷たい感じがしました。 

 

滞在施設は、可も無く不可も無くです。設備も大体揃っていますが、電気ポッ

トが不良で交換して欲しいと頼みましたが無視されました。北海道にも沢山有

りますが、他がやってるからしょうがなく移住体験者を受け入れていると言う

ようなスタンスです。町の中にあるので、ある程度生活には支障は有りません

が、何かの時には美幌町か北見市まで行く事に成ります。 

 


