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（一石栃立場茶屋：縄ない機）

こういった古い道具を見ると、なんとか合理的に、効率良く仕事を行おうと知恵を
しぼった人がいたんだろうなぁ、
とその姿を想像してしまいます。
「ああしたらいいか・
・
・こうしたら上手くいくか・
・
・」
と考えをめぐらし、頭の中にピンッと
光が灯った時は、
ワクワクした事でしょう。
小笠原

美雪

「文化文政風俗絵巻之行列今年も
中止となる」 残念！
理事長

藤 原 義 則

毎年１１月２３日に行われている、
「文化文政風俗絵巻
之行列」は今年も昨年に続き中止となります。
９月７日
理事と総務委員の合同委員会で検討の結果総意でコ
ロナ禍の収束が見えず、
又第六波も予想される状況を
鑑み中止としました。多くの人が楽しみにしている事
業でありますが３密は避けられず転移株の増加を懸念
しての決断でした。
９月中旬には準備に掛からなけれ
ばならず時間の制約もあり判断しました。
来年こそ実
施できることを願うのみです。
瓦版は発行し１１月中旬に全戸配布する準備に入り
ました。
よろしくご理解願います。

〈第５２回文化文政風俗絵巻之行列の様子〉

令和３年度元気づくり支援金進捗状況
今年度愛する会では県の元気づくり支援金を受け、
「コロナ禍後の観光地づくり」
事業を進めています。
一
石栃立場茶屋でのアンケート調査実施と前年度の支
援金で整備した
「まつや」
に乾燥機付洗濯機とエアコ
ンを整備しました。
まつやのシャワールームはいつで
も快適に使用できる状態になっています。
新型コロナ
の影響で海外からのハイカーが未だ来れない状況の
中、
環境づくりは整えています。
馬籠峠のハイカーは日本人だけですが９月ごろから
徐々に増え、
賑わっています。

第２回信州の歴史的まちなみネットワーク小諸大会
理事長

藤 原 義 則

令和元年に長野県の歴史のまちづくりに携わる2１
の団体で
「信州の歴史的まちなみネットワーク」
が長野
県の支援で発足してから早３年が経ちました。その中
で年１回は相互の研鑽と連携、交流を行うことを目的
に一堂に会して意見交換を行う場を持つことにして
います。長野県は、南北東西に長く広く又コロナ禍の
最中でもあり、今回も午前中は町並み見学、午後は
フォーラムの開催となりました。
「わいがや会議」はなく１日のみの会議でありまし
た。
妻籠宿からは４時間超の道のりでした。
今回は、
全国町並み保存連盟の北信越ブロック町並
みゼミとの同時開催でした。
対面での出席とオンライ
ンでの参加となりました。
小諸市は城下町で立派な大手門が残されておりま
す。
北国街道の宿場町でもあり明治・大正は豪商の町
として栄え大きな商家が沢山保存されており、
重伝建
を目指した活動に盛んに取り組んでいるとのことでし
た。又島崎藤村の詩でも知られています。本町には江
戸・明治・大正の商家が軒を並べています。平成１２年
より
「街づくり環境整備事業」で建物の修理修景が行
われたところでもあります。
まちなみフォーラムは市中心部にあるベルウィン小
諸で開催されました。
基調講演では、
全国町並み保存
連盟の福川裕一理事長が
「歴史の町並みが、
地域のブ
ランドをつくる」
と題して講演されました。
福川理事長
は千葉大時代歴史のまちづくりにかかわりその時の
活動を入れて話をしてくれました。
各地からの報告は若狭熊川宿の宮本会長、夢空間
松代の香山理事長、新潟まち遺産の会久保世話人の
現況報告があり、
その後妻籠、
須坂からの報告もあり、
さらには参加者からのQ＆Aと盛沢山の内容で盛況に
終了しました。
次回の会場は近々に決め継続することを宣言して
帰路につきました。

〈各地活動団体のPR資料配布場所〉

〈三密を避けて行われた会場風景〉

〈役員勢ぞろい〉

妻籠宿案内人の会視察研修
妻籠宿案内人の会会長

野 田 覚

妻籠宿案内人の会の今回の研修は、
コロナ感染が
減少してはいるけれど遠出は止めて、
危険な羅天の桟
道からの迂回路である、
与川道周辺を車と徒歩で見る
ことにした。
１０月１９日参加者７名が、
上の原の
「二十三
夜塔」
（集落での講を、遅い月が出る迄 飲食をして話
を弾ませた場所）
をスタートして、
与川に入った。施錠
してある
「十王堂」
（冥界支配する１０人の王を祀ったお
堂)を開けてもらい、
間近から見ることが出来た。
木曽八景の一つである、
タライのような大きな仲秋
の名月を眺める場所
「古典庵」
。
出て来る月を各自思い
描いた。
加賀の国の山岳信仰から伝えられククリヒメノ神を
祭神とする、
「白山神社」は２日前に雌獅子による悪魔
祓いの祭礼が行われたばかり。
境内が綺麗に掃除され
樹齢８００年 胴囲８.２ｍの大杉を横目に、
着ている上着
を１枚脱ぎ約４００段の急な階段を登り、
降りてからもう
歩くの止めた!!
「阿弥陀堂」
には、阿弥陀如来 薬師如来 弘法大師
等の石像が安置され、境内の南無阿弥陀仏の石碑は
江戸中期初めのもの。根の上峠の頂上から、
重い足を
引きずりながら下へ降りていると、
クリタケが見つかり
明日はクリタケご飯を炊くとか言いながら、右やまみ
ち 左のぢり道の
「石仏道標」
へ辿り着いた。
この与川道の山道は、
妻籠⇔馬籠間とは違う趣きが
あり、
紅葉の頃に是非歩きたい。
与川には古いものが残され、
昔からの行事を大切に
していることを強く感じた。
（南木曽町は、
要所要所に
トイレを設置しており、
安心して歩けますよ！）
帰路は、
恋路峠を通り柿其渓谷の牛ケ滝へ立ち寄り、
エメラルドグリーンの滝壺を見て、少し疲れも取れた。
「貴方は若いので明日、私は年なので明後日、足の痛
みが出るよ」
と言いながら研修を終えた。

〈石仏道標から根の上峠頂上まで〉

〈白山神社の石段を登る〉

〈
「水量少ないの？」牛ケ滝にて〉

〈古典庵で記念撮影〉

＊＊妻籠宿の案内人を募集しています! ＊＊

〈十王堂の中〉

話好きな方、歴史に興味ある方、
連絡を待っています

８月 ２日：妻籠町並み交流センター建設工事「安全
祈願祭」
（理事長・常務）
６日：三役会、木曽地域観光ガイド代表者会議
１０日：重伝建事業の見直し及び各種工事に関す
る住民説明会
１４日・
１５日：豪雨により駐車場閉鎖
１６日：豪雨のため一石栃水源崩壊
１８日：男埵特別委員会
１９日：魅力向上実証事業委員会（理事長）
２０日：統制委員会、広報１３９号発行
２３日：撮影許可審議委員会
２４日：愛宕山火まつり
２５日：妻籠宿案内人の会役員会
２７日：NHKBS撮影
２９日：令和３年度第２回観光地点パラメータ調
査、NHKBS撮影（～３０日）、ガイド用案内
テキスト作成打ち合わせ
３０日：撮影許可審議委員会
９月 ４日：NHKBS撮影（５日、21日）
７日：理事会・総務委員会
１５日：文化庁ホームページ撮影
１７日：ガイド用案内テキスト作成打ち合わせ
２０日：一石栃立場茶屋作業
２１日：統制委員会
２２日：撮影許可審議委員会
２３日：長野朝日放送(株)撮影
２５日：第２回スキルアップセミナー
２７日：魅力向上実証事業委員会、広報部会
３０日：三役会
１０月１日：撮影許可審議委員会
６日：一石栃水源工事、ガイド用案内テキスト作
成打ち合わせ、中部運輸局撮影
７日：撮影許可審議委員会
１０日：一石栃立場茶屋薪づくり作業
１１日：魅力向上実証事業委員会（理事長）
１２日：撮影許可審議委員会
１３日：インバウンド推進協議会研修会（理事長）
１４日：マイズトーキョー撮影
１５日：撮影許可審議委員会
１６日：歴史的まちなみﾌｫｰﾗﾑin小諸（理事長）
１８日：長野朝日放送(株)撮影
１９日：妻籠宿案内人の会現地研修会（与川道）
２０日：統制委員会、週刊現代撮影（～２１日）
２１日：長野県観光機構撮影
２２日：蘇南高校生徒２名男埵国有林研修
２５日：撮影許可審議委員会、NHK World撮影
２６日：長野県観光機構撮影
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２７日：広報部会、NHK国際放送撮影
３０日：第３回スキルアップセミナー

統制委員会審議事項
８月２０日
・車庫新設工事・アスファルト舗装
（恋野中山道沿い：個人）
保留
・看板の新調（南木曽町観光協会）
１件
・変圧器揚替工事（中電：生活道路）
１件
・倉庫設置（寺下：個人）
１件
・看板修繕（尾又：事業者）
１件
・仮設電源用電線設置（関電：尾又・吾妻橋）
１件
・電気事業用工作物の設置（関電：尾又）
１件
９月２１日
・配電線設備の保安伐採（中電：恋野・渡島）
１件
・雨樋修繕（上町：個人）
１件
・板屋根修繕（寺下：個人）
１件
・群状択伐（関電：渡島～川向～一石）
６件
・緊急防災工事・法面対策工事
（教委：中山道橋場～神明）
１件
・災害復旧工事（教委：中山道 一石栃・橋場） １件
・支障木伐採（教委：城山城址）
１件
［その他］
・蘭川えん堤下流護岸洗堀事象（関電）
・携帯電話基地局設置他件（事前相談）
５件
１０月２０日
・店舗入り口修繕（寺下：個人）
１件
・護岸洗堀箇所へのコンクリート充填（関電） １件
・鉄塔の回線標識「塗装塗り替え」
（関電）
1件
・NTT柱建替えに伴う当社設備移設工事
（中電：256号線沿い）
２件
・水道施設にかかる災害復旧工事
（中津川市：馬籠峠）
１件
・屋根張り替え修理工事
（教委：令和３年度重伝建事業：大妻籠）
１件
・楽天モバイルアンテナ基地局設置工事
（楽天モバイル㈱：上町）
１件
・妻籠宿郷土環境保全地域標識板立替
（県：中山道田島橋付近）
１件
・電話柱新設及びケーブル新設
（㈱TOSYS木曽：馬籠峠）
１件
［その他］
・一石栃立場茶屋 枯松処理
・緊急制水システム設置内容変更（関電）
【統制委員会からのお知らせ】
重伝建地区内で家屋の修繕等行うときには、事
前に統制委員会への届出が必要となります。申請
用紙は愛する会にあります。
また、補助金が出る場合もありますので、町教
育委員会又は愛する会事務局にご相談ください。

コロナと豪雨で中山道馬籠峠ダブルパンチ！
一石栃立場茶屋では、昨年から続くコロナ禍の中、
草刈りなどの周辺の環境整備、
囲炉裏に使用する薪作
りなど管理人が団結して励んでいます。
水質検査もク
リアし、
美味しい水を提供してきました。
が、
８月の１４・
１５日の豪雨により大事な水源が崩壊してしまいまし
た。
併設するトイレの水も同じ水源のため茶屋前の水
船も干からびてしまいました。
毎日理事長が事務所と
茶屋を往復して水の供給に努めました。
１０月６日、
新し
い水源の工事が行われました。
何回か調整工事を行い
ながら安定した水を供給できるようになりました。
同じ豪雨で中山道も一部通行止の箇所も出ていま
す。
県道利用で対応しています。
こんな状況ですが、
看
板もしっかり表示されていますので安心して歩くこと
ができます。
（広報部：下枝）

〈水が来ました！〉

【

】

滝上のハイキングコースはしばらく歩けません。
男滝・女滝を通って県道に迂回してください。

〈水源崩壊：2021.8.16〉

〈一石栃立場茶屋では農機具体験もできます〉

〈新水源工事：2021.10.6〉

〈一石栃立場茶屋前の松は枯れてしまいました〉

