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２０１６年春「北海道十勝滞在記」 

５月１２日～６月２８日 

 

北海道「南十勝」へ行きました。今回は、大樹町を中心とした南十勝周辺の滞

在です。 

 

５月１２日１８時３０分大洗港発のフェリーで、苫小牧港を目指します。最近

は毎回、船内のレストランは使わずに、乗る前にスーパーやコンビニで食糧を

調達してから船に乗ることにしています。以前は、仙台発の「太平洋フェリ

ー」を使う事が多かったので、船内のレストランを使っていました。と言うの

は、太平洋フェリーのレストランは美味しかったからです。はっきり言って、

商船三井のフェリー「さんふらわー」は、食事もサービスも良くありません。 

 

今回も、乗船前に一悶着有りました。私の車はキャンピングカーで長さが５．

７ｍ有りますので、６ｍ以下の車両で登録しますが、今回初めて、後ろに乗せ

ている自転車の長さまで計算されました。今まで他社で言われたこともない

し、さんふらわーでも前回は何も言いませんでした。急にうるさくなったので

しょうか。多分、昨年あったフェリーの火災で新しく船を作らなくてはならな

くなったので細かくなったのではないかなと変な勘繰りをしたくなります。 

これまでも、背が高いと言う理由で、毎回乗船は一番最後にさせられました

が、他のフェリーではそんな事は一度も有りませんでした。 

 

予約をする時に言えばいいのですが、そんなことも有りませんし、ウエブサイ

トにも何も書いていません。移住割引の継続はしているのですが、この項目も

サイト上には無くなりましたね。 

次回から、出来るだけ三井のフェリーは乗らないようにしようと思います。 

 

私の経験では、「太平洋フェリー」が一番いいように思います。日本海側の新

潟や、秋田からも出ている「日本海フェリー」や「新日本海フェリー」も運賃

が安くてサービスも良いですね。 

 

移住割引は、「津軽海峡フェリー」でも有りますので、今度は利用してみたい

と思います。 

 



 

2 

 

と言う事で、食料とワインを持ちこんで乗船しました。 

 

 
豪華？ディナー             カンパ～～イ！！ 

 

出港の時、夕日が沈む方向に「大洗マリンタワー」が有り、その向こうに沈む

夕日を、タワーのガラス窓越しに臨むと言う絶景に会いました。 

 

 

マリンタワー越しの夕日 
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翌日、５月１３日１３時３０分に苫小牧港に着きました。 

 

今回は、何時もは帰りに泊まる定山渓に、行きも泊まる事にしました。定山渓

温泉の「鹿の湯ホテル 花もみじ」が女房のお気に入りなので、今回もそこに

しました。先日北陸へも行ったのですが、ホテルの食事は断然北海道の方が美

味しいし量も大変多いですね。北海道は、素材が豊富で美味しいので多分その

せいだと思いますね。 

 

 
懐石料理、まだ有るよ！！         またまた、カンパ～～イ！！ 

 

翌日、余り天気が良いので朝ホテルを出てから「中山峠」へ「羊蹄山」（蝦夷

富士）を見に行きました。峠には未だ雪が残っていました。そう言えば、４月

末に５０ｃｍ位雪が新たに積もったそうです。 

案の定、「羊蹄山」が綺麗に眺められました。私は、この山の麓、倶知安町で

採れました。私の故郷です。此処には生まれてから少ししか居ませんでした

が、年を取ると何故か無性に懐かしくなりますね。 

 

 

中山峠から見た「羊蹄山」          残雪が未だ沢山！！ 
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定山渓から一度札幌へ出て、仕事を終え高速に乗り日高を目指します。「道央

道」から「日高自動車道」に乗って、終点の「日高門別ＩＣ」で下り、国道２

３５号線を一路「新ひだか三石」を目指します。この自動車道も、日高門別以

降は中々延びませんね。十勝などと比べても、日高は少し遅れているように感

じますが、どうなんでしょうか？ 

 

日高地方で一番大きい街は「新ひだか市」で元は静内町と言いましたが三石町

等との平成合併で「新ひだか市」に成りました。日高はご存知競走馬の産出で

有名ですね。 

 

まず、「新冠町」の道の駅に寄りました。この道の駅の名前は「サラブレッド

ロード新冠」と言うそうです。敷地内にはハイセイコーの銅像や、新冠で生産

された有名競走馬、「トウカイテイオー」「ナリタブライアン」などの碑が沢山

立っています。又、町内の「サラブレッド銀座」と言う道路沿いには「ハイセ

イコー」「ナリタブライアン」「オグリキャップ」などのお墓も有りますので、

競馬ファンには堪らないでしょう。「競走馬のふるさと案内所」と言う所へ連

絡すれば牧場の見学も出来るそうです。 

 

 

懐かしいハイセイコーの雄姿      意外と美味しい「ピーマンソフト」 

 

又、「新冠町」は、ピーマンの生産量が北海道一と言う事で、道の駅では「ピ

ーマンソフトクリーム」成る物を売っていましたので食べてみましたが、意外

と美味しかったですね。前回滞在した時は確か無かったと思いました。 

以前には、ここに併設されていた「Ａコープ」が閉鎖されていました。 

 

この街に「判官館森林公園」と言う公園が有って、岬の山の上の様な所です

が、キャンプ場などが整備されています。「判官」と言う名前はご存知「源義
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経」の事ですが、北海道にはあちこちに義経伝説が有りますので、調べてみる

と面白いかも知れませんね。北海道から蒙古に逃れて「ジンギスカン」に成っ

たと言う伝説も有ります。知らないと何でも言えるから凄いですね！！ 

此処には季節に成ると「水芭蕉」「クマガイソウ」「サクラソウ」「オオバナノ

エンレイソウ」「カタクリ」等々、沢山の花が咲きます。 

 

新冠から隣町の「新ひだか市」へ行きました。「新ひだか市」が出来た時に新

冠も一緒に合併と言う話も有ったそうですが、ご破算に成っていまに至るそう

です。 

 

「新ひだか市」は、日高地方で一番大きいだけあって、何でもそろっていて生

活に不自由は有りません。此処もサラブレッドの町で、郊外には沢山の牧場や

競走馬の施設が有ります。 

 

又、静内川を渡った左手の山の上に「真歌公園」が有ります。此処には、最後

まで和人と戦ったアイヌの英雄「シャクシャイン」の記念館と「アイヌ民族資

料館」が有りますので見学されると大変勉強に成ると思います。 

 

私が小さい時には、未だ口の周りに入れ墨を入れたアイヌの女性が沢山いまし

た。学校にもアイヌ人の子供がいて、ずいぶん差別されていたのを思い出しま

す。ですからアイヌ人の中には和人（日本人）を恨んでいる人が沢山いて、こ

ういう資料館で良くそういう話を聞かされます。何か、沖縄へ行って観光ガイ

ドにそういう話をされる事と共通しているような気がしますね。 

 

台湾でも、原住民の「セディック族」の反乱が映画に成りましたが、よく似て

います。台湾の原住民が海を渡り九州を経由して「蝦夷」に成って、追われ追

われて北海道についてアイヌに成ったと聞いたことが有りますが、台湾でも原

住民をアイヌと呼ぶ人もいますし、既婚女性の口の周りの入れ墨も有りますの

で、やはり繋がっているのでしょう。 

 

「真歌公園」には、「ライディングヒルズ静内」と言う乗馬クラブが有って、

乗馬の体験もできます。私も、以前此処で乗馬を習いましたが、上手く成らな

かったですね。 

 

この街の郊外には「二十軒道路」と言う通りが有って、７ｋｍにわたって桜の

並木が両側に並んでいます。咲いているのは「エゾヤマザクラ」ですが、三千
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本がいっぺんに咲くと壮観です。この道路は、奥に有る宮内庁の「御料牧場」

に通ずる道路で、皇族が来られた時に泊まられたと言う「龍雲閣」と言う施設

も有りますが、もう相当古くなっています。 

 

それから三石に向かいました。旧三石町は、北海道でも由緒ある街で、吉永小

百合の主演映画で、確か「北のカナリヤ」だったと思いますが、船で上陸した

のがこの三石町だったそうです。町内には私の知人がやっている羊羹屋さんで

作っている「三石羊羹」と言うお菓子が有ります。これは、その昔移住してき

た人の為に作り始めた羊羹だそうで、北海道では名門老舗のお菓子屋さんで

す。東京などの北海道物産展でも、よく出品されています。紛らわしい事に、

似た名前で「三石昆布羊羹」と言うものも同じ町内で作っていますが、別メー

カーです。 

 

そこから少し走って、「三石海浜公園」に有る、「道の駅みついし」へ行きまし

た。此処の付近にはキャンプ場やコテージ、みついし昆布温泉「蔵三」などが

有ります。 

温泉は宿泊も、日帰り入浴も出来ますので道の駅で車中泊する場合には大変便

利です。入浴料は４４０円です。安い！！露天風呂から眺める太平洋は良いで

すよ～！！ 

 

北海道の場合夏の短い期間にこういう施設を利用する方が大変多いので、その

時期に北海道へ来た時は注意が必要です。 

 

 
「三石海浜公園」         向こうに見えるのが、温泉です 

 

温泉に入ってから、此処へ来る前に新ひだか市内のスーパーで仕入れた、地物

の寿司や、酒の肴を並べて車内で食事をとりました。こう言うのがキャンピン



 

7 

 

グカーの良い所ですね。北海道の豆で作った「よせ豆腐」は美味い！！ 

 

三石昆布温泉「蔵三」         今日も豪華ディナー 

 

 

またまた、かんぱ～～い！！    私は、北陸土産の能登の酒 

 

翌日、浦河町を経由して広尾町まで行きます。三石から浦河までは新ひだかへ

行くより遥かに近いです。三石の方は、買い物は皆浦河に行くのでしょうか？ 

 

浦河町へ入る前、井寒台と言う所に知る人ぞ知る美味しい蒲鉾屋さんが有りま

す。揚げかまぼこで、さつま揚げの様な物です。普通、蒲鉾の材料は、スケト

ウダラなんですが、ここの材料は前の海で採れた「カジカ」や「アブラ子」

「ガヤ」などの地魚です。これが又最高に美味いです。買って帰って後でチン

しても美味しいですが、いちばんは、そこで揚げたてを食べる事です。最高で

す。大のお勧め！！ 

但し、売り切れごめんで閉店しますし、店が小さすぎて分かり辛いのが欠点で

す。小さなのぼりが目印です。探してみて下さい。 
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「あげ蒲鉾」旨い！！ 

 

浦河市街地を通り抜けて様似町との境を左に曲がり通称「天馬街道」へ入りま

す。此処も「サラブレッドドーロ」と呼ばれる、競走馬を沢山産出した所で

す。此処を曲がらずに様似町の方へ少し走ると「浦河町立郷土博物館」や「馬

事資料館」などが並んでいますので、馬に興味のある方は行かれると良いと思

います。 

「天馬街道」を少し走ると左に「谷川牧場」と言う小さな古い建物が見えま

す。此処がかの有名な初の５冠馬「シンザン」の生まれた場所です。奥にシン

ザンの銅像が有り、その前に「タケホープ」「ホクトボーイ」「ミホシンザン」

など名馬の碑が並んでいます。私は競馬はやりませんが、馬が好きなのでこち

らへ来た時は必ず此処へお参りに来ます。 

 

 
ちょっとみすぼらしい（失礼！！）   「シンザン」と、往年の名馬の碑 

 

それにしても、これ程の名馬を産出した割には、大変質素と言うより冴えない

構えの牧場事務所だなと言うのが私の何時もの印象です。相当儲かったと思う

のにね？？！！ 
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日本初の五冠馬「シンザン」           称える碑文 

 

 

往年の名馬たちの碑 

 

 

この馬は、引退して余生を此処で送っているようです。 
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そこから山道を登っていくと「翠明橋公園」が有ります。日高山脈からの湧水

が出ていて水汲み出来るように設備もされています。今は誰も居ませんが、夏

や休日にはポリタンクやペットボトルを持った人たちが沢山列を作っていま

す。超軟水と言う事でコーヒーやお茶を入れると大変美味しいそうです。 

 

 
秋には紅葉が大変きれいです        「翠明橋公園」の湧水 

 

此処は秋に成ると大変紅葉の綺麗な場所ですが、１週間くらいで散ってしまう

のでタイミングが難しいですね。 

 

南十勝の「広尾町」へ入りました。この街には、十勝で一番大きな「十勝港」

が有ります。港も大きく敷地も広いのですが、空き地が大変多く利用されてい

ません。昔はフェリーも通っていて、今でもフェリーターミナルは有ります

が、今では使われていません。「近海郵船フェリー」が１９９６年から９９年

まで、釧路から東京までのフェリーが途中十勝港に寄っていましたが、利用客

が少なく、「近海郵船フェリー」自体が、釧路・東京間の運航停止に成ったた

めにわずか３年で中止に成ってしまいました。 

 

私も、２０年ほど前、北海道キャンプ旅行の時に、家族と釧路から東京有明ま

で乗ったことが有りますが、今では遠い良い思い出に成ってしまいました。そ

の時、小学校１、２年生だった末っ子が、今は２７歳ですからね。年取るの当

たり前ですね！！ 

 

ともかくこ、んな大きな綺麗な港を使わないのは本当に勿体ない、税金の無駄

遣いですね。スクラップ関係の業者の方に聞いた事が有りますが、この港には

物を置くヤードや管理する施設も無いので、苫小牧まで持って行き、そこから

中国などに輸出するそうで、十勝港は使えないと言っていました。 
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国産シシャモは、「鵡川シシャモ」が有名ですが、漁獲高では、「広尾十勝港」

が日本一だそうです。 

 

此の町の「大丸山森林公園」には、日本で唯一ノルウエーから認定された「サ

ンタランド」が有ります。「サンタの家」にはノルウエーの人形や、サンタグ

ッズを売っています。 

 

 
「サンタの家」              幸福のチャペル 

 

此処に「サンタメール」と言うものが有ります。申し込み用紙に宛先やメッセ

ージなどを記入して申し込むとクリスマスに宛先まで届けてくれます。私達

も、ここに来る度に孫たちに送るようにしています。今回も送りましたのでク

リスマスに喜んでくれるでしょう。流石、サンタの町と言うだけあって、マン

ホールの蓋にもサンタさんが居ましたよ。 

 

 
「サンタランド」             マンホール蓋 

 

この山の公園では６月に「エゾツツジ祭り」が有りますので、これから十勝滞
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在中に行こうと思います。 

 

町の外れを海側に行くと「海洋博物館」と「郷土文化保存伝承館」と言う建物

が有りますが、会館は土日祭日のみです。近くはキャンプ場に成っていて、夏

は大変にぎわいますが、今は閑散としています。昔は此処に「水族館」も有り

ましたが今は閉鎖されています。 

周りには、「オオバナノエンレイソウ」の日本一の群生地が有ります。せっか

くの貴重な群生地ですが、予算が無いのでしょうか、管理がいまいちで勿体な

いですね。 

 

 
「オオバナノエンレイソウ」           可愛い花です 

 

広尾町には、十勝地方で一番古いと言う「十勝神社」が有ります。創建は、定

かではないが３５０年ぐらいたっているそうです。此処の境内には札幌以北で

は見た事が無い杉の木が有りました。 

 

 
「十勝神社」              珍しい杉の木 

 

この神社の鳥居を出た向かいに「山畑商店」と言う店が有ります。此処で売っ
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ている「くま笹麺」や「昆布麺」は、大変コシが有って美味しいですよ。是非

ご賞味あれ！！ 

 

此処から襟裳方面に「黄金道路」を走ると「フンベの滝」と言う滝が有りま

す。あまり大きな滝では有りませんが、冬は凍って大変きれいです。「フン

ベ」とは「クジラが獲れる浜」と言うアイヌ語から来ています。 

この海岸は、北海道では有名なサーフスポットに成っていて、何時もサーファ

ーが波乗りをしています。 

 

 

「くま笹麺」             「フンベの滝」 

 

因みに「黄金道路」とは、眺めがよい道路と言う訳では有りません。黄金をば

らまくほどお金を食う道路と言う意味です。海沿いを走りますので、ちょっと

海が荒れたり、冬等には通行止めが頻繁に起こります。又、波で洗われた道路

の修理や、がけ崩れなどの被害の修理費が莫大で、作ってからも維持費が掛か

り過ぎてその名の由来に成っています。当初は「日勝道路」と言いました。 

その頃、広尾町には「中川一郎」と言う有名な代議士がおり、この莫大な修理

費に国の税金を使えたのはそのお陰も有ったのでしょうか？ 

 

此処、広尾町出身の政治家「中川一郎」の記念館が町内豊似地区に有ります。

浦河からの天馬街道の広尾町の出口付近です。周りはパークゴルフ場に成って

いる立派な建物です。中川一郎は、農林大臣まで務めた北海道では有名な代議

士です。「青嵐会」発起人の一人で石原慎太郎の盟友です。昔は「北海のヒグ

マ」とあだ名されて強面の一人でした。この館内で流されている曲を聞いてび

っくりしました。テレサテンが日本語で歌っている「雨夜花」です。中川代議

士は、酔うとアカペラでこの歌を好んで歌ったそうです。政治家には台湾派と

中国派とが有りますが、彼は「青嵐会」だったので台湾派だったのでしょう。
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同じ「青嵐会」の石原慎太郎も台湾派で、良く台湾に来ていましたね。原住民

問題に興味が有ったらしいですね。 

 

 
立派な「中川一郎記念館」             館内部 

 

広尾町からは、大相撲の第６１代横綱北勝海も出ています。八角親方で、今の

相撲協会の理事長です。色々是非は有りますが頑張って欲しい物です。 

 

「黄金道路」の方は、今でも新たに、沢山トンネルを作っていますが、最初か

らトンネルを多くして作ればこんなにお金が掛からなかったのではないかと思

います。まだまだお金を食う道路の様ですね。 

 

此処の道路のトンネルに「えりも黄金トンネル」と言うトンネルが有ります。

このトンネルは、長さ４９４１ｍと言う長いトンネルで、北海道で一番長い道

路トンネルです。 

 

 

左の覆道が旧道、右のトンネルが新道   右が「えりも黄金トンネル」左が旧道 
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襟裳へ行く途中に「目黒」と言う漁港の集落が有ります。此処から山の方に入

って行くと「豊似湖」と言う湖が有ります。以前にも紹介しましたが、お菓子

の「白い恋人」の宣伝ポスターに使われているハート形をした湖です。小さな

湖なので周囲を歩いて周る事は出来ますが、ヒグマの生息地なので気を付けた

ほうが良いですね。私たちが歩いた時もあちこちにヒグマの糞が見かけられま

した。それでも登山基地にも成っているのでトイレと駐車場は有ります。 

 

 
「黄金道路」             「百人浜」付近 

 

襟裳岬は、島倉千代子や森進一の歌で一躍有名に成りました。その当時は観光

客も増えて脚光を浴びていましたが、今ではすっかり寂れてしまっています。

札幌などから此処へ来るには、日高管内を通って来る事が多いのですが、高速

道路も「日高門別」までしか来ていませんし、途中にさして有名な観光地も無

いので、ここまでくる観光バスは本当に少なくなりました。中国人だって来な

いのではないでしょうか？ 

 

この岬は、風が強い事が有名で、天気予報では最大風速の測定地で何時も出て

きます。そう言う訳で、此処には「風の館」と言う施設が有って、風速２５ｍ

を体感できる場所が有料ですが有ります。以前来た時に体験しましたが、今で

は余り体験者も見えないようでした。 

 

周りには「襟裳岬灯台」や、散策路が整備されていて、結構岬の先の方まで歩

いて行く事が出来ます。そちらの方から見る景色は流石に壮観で感動します

ね。 
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「襟裳岬灯台」               襟裳岬 

 

 

襟裳岬碑文           島倉千代子、森進一の歌碑 

 

時には、海の中の岩の上に、ゴマフアザラシの日向ぼっこを見ることが出来ま

すが、今日はアザラシもどこかに遊びに行っているようで見えませんでした。 

 

このアザラシは、観光には一役加っているようですが、漁師にとっては大変な

疫病神に成っています。特に狙われる襟裳の鮭はブランド鮭で、「銀聖」と言

うブランド名で、美味しい高級品で知られています。その年間の被害額は大変

だそうです。 

 

北海道のカラスや、えぞ鹿もそうですが、最小限の駆除をすることも必要では

ないでしょうか。 
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「襟裳岬」            「風の館」と絶壁を望む 

 

 

「風の館」             外から見た「風の館」 

 

私も、以前に鮭釣りをしていて、折角掛けた鮭をアザラシに食われてしまった

経験が有ります。港にアザラシが入ってくると、鮭はみんな逃げてしまい全然

釣りに成りません。正に海のギャングですね。 

 

襟裳岬の帰り「庶野」と言う地区に寄りました。此処には、この辺では珍しい

桜の公園が有ります。「庶野さくら公園」言って、国道から少し上がったとこ

ろに有ります。桜祭りは先週終わったらしいのですが、未だ桜が綺麗に咲いて

いました。 

 

此処の桜は「エゾ山桜」と、「八重紅枝垂れ桜」「カスミ桜」「ソメイヨシノ」

などが見られます。林の奥の方には歩いて行くと、樹齢３００年とも言われる

「夫婦桜」も有ります。 
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「庶野さくら公園」             「夫婦桜」 

 

広尾の山へ入ると山菜が沢山採れます。タラの芽やコゴミ、イタドリなどがな

っていました。「蕨」「山ウド」等はまだ早いですが、「行者ニンニク」等は、

少し遅かったようです。 

 

十勝は山菜の宝庫で、日高地方とは日高山脈で隔てられていますが、日高地区

は、余り山菜は取れないようです。私が取れる所を知らないのかも知れません

が十勝よりは少ないと感じます。 

 

その証拠にシーズンに成ると越境（？）して日高の人達が山菜を採りに来ると

十勝の人から苦情を聞いたことが有りますね。 

 

 
タラの芽           コゴミ、もう大きく成っている 

 

東北では、山の中でも所有権を主張してロープなどで囲って有るところが有り

ますが、国有林や大手企業（製紙やパルプ、合板メーカー）の所有している山

の中までそうやってるのはちょっとまずいと思いますね。山菜愛好家としては
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非常に疑問です。 

 

昔は新潟辺りまではうるさかったのですが、最近は山形県もそういう農家が出

てきました。秋田以北へ行かないと山菜採りも難しくなりますね。 

 

 
蕗とイタドリ           もうセミが羽化しています 

 

更別町で行われている「すももの里まつり」へ行って来ました。 

昔は、「すもも」も、農家の家でたくさん植えられていましたが、害虫が発生

すると言う事で切られてしまったそうです。その頃に有志が、村おこしの一環

として「すもも」の木を集めて来て植え、「すももの里」を作ったとの事で

す。 

 

 

「更別すももまつり」          ゆるキャラの「どんチャン」 

 

イメージキャラクターのドングリの「ドンちゃん」も、応援に駆けつけてくれ

ました。更別町は昔「柏の木」が多く、それを切り開いて今の畑地に改良した

そうで、そのためドングリがイメージキャラクターに成っています。十勝地方
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は何処も「柏の木」が大変多いです。昔、移住していた人たちは、それを切っ

て炭にして販売し、生計を立てた人も居たとの事でした。 

 

此処の更別の町に「ニシヤマ」と言う洋菓子屋さんが有ります。私は此処のロ

ールケーキが大好きで何時も来ると買います。その他にもプリンやクッキーシ

ュークリームも大変美味しいですよ。 

この時期には、「すももジャム」のロールケーキが出ていますので、機会が有

れば是非お試しを・・・！！ 

 

 
「すももの里」           すももの花が真っ盛り 

 

 

祭りの会場            「ニシヤマ」の洋菓子 

 

十勝大樹町は、砂金堀で有名です。私も３年ほど前に台湾の人達と一緒に砂金

堀をやりました。お金に成るほどでは有りませんが、結構記念に成るくらいは

取れましたね。もちろん無料ですし道具は借りる事が出来ます。 

 

大樹町は、台湾の「高雄市大樹区」と友好都市提携を結びました。私も若干の
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お手伝いをいたしましたので、それからのお付き合いに成ります。今では、北

海道でも有数の台湾との交流都市に成っています。住民の有志の皆さんや、前

町長や今の町長の尽力でここまで来ることが出来ました。毎年台湾と行き来を

し、交流を重ねておりますが、今年も８月に有志と青少年たちが台湾へ行く事

に成っています。 

今回も台湾から何名かの人たちが来る予定で６月中には私達とも会える手はず

に成っていますので楽しみです。 

 

大樹町に「インカルシペ白樺」と言う所が有ります。宿泊所やコテージなどの

有る野外施設ですが、ここでは白樺の樹液を飲んだり五右衛門風呂に入ったり

する事が出来ます。 

 

其処で、大樹町の私の友人が「手打ち蕎麦と山菜天婦羅を楽しむ会」を開くと

言う事で誘われて行って見ました。友人は、町内で手打ちそばを出す蕎麦屋さ

んをやっています。蕎麦の栽培からやっている人で、今ではお弟子さんも沢山

いて、今日はその方々の腕の見せ所だそうです。私とは鮭釣りの仲間でも有り

ます。 

今日は、私は運転なので飲めませんでしたが、３０名以上の方が集まりワイワ

イしながら手打ち蕎麦と山菜の天婦羅に舌鼓を打っていました。毎回やってい

ますが、近い内に私の所で一杯やることに成っているので、それまで一緒に飲

むのはお預けです。 

 

 
「インカルシペ白樺」        「手打ち蕎麦と山菜天婦羅の会」 

 

大樹町は、宇宙開発にも力を入れております。開発と言うと大げさですが、そ

れでも「ＪＡＸＡ」と協定も結んでいますし、町内晩成地区の「大樹町多目的

航空公園」には、ものすごく大きな飛行船の格納庫も有ります。昨年から「Ｓ
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ＯＲＡ」と言う宇宙交流センターも出来ました。誰でも無料で観覧できます。 

 

それから、秋田県能代、長野県佐久、鹿児島県肝付、岩手県大船渡、神奈川県

相模原などの６市町と「銀河連邦」を作って提携しています。 

その各町には「銀河連邦ヒーロー」が居て、大樹町のヒーローは「カムイリオ

ン」と言う名前だそうです。 

 

又、かの有名な（？）「ホリエモン」のロケット発射基地にも成って居り、私

も前回見学しました。「ホリエモン」は、住所を移して今では立派な大樹町民

だと言う事です！！ 

 

 

立派な大きな格納庫です。左はＪＡＸＡの事務所。  大樹町の航空機格納庫 

 

此処には１０００ｍの立派な滑走路が有って色々な航空イベントなどを開いて

います。軽飛行機などはよく飛んでいます。 

 

 
宇宙交流センター「ＳＯＲＡ」        「ＳＯＲＡ」の内部        
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私たちは帰ってしまいますが、この「大樹町多目的航空公園」で、７月２、３

日の２日間に「新・ご当地グルメグランプリ in大樹」が有ります。大樹町の

ご当地グルメは「チーズサーモン丼」と言うもので、どんぶりに大樹町の雪印

工場のチーズと大樹の海で採れるサーモンの天婦羅がのっています。参加出来

ないのが残念ですね。 

 

〈十勝川温泉〉 

十勝川温泉へ行きました。北海道で生まれて、今も毎年北海道へ来ています

が、十勝川温泉は行った事が有りませんでした。温泉も大好きなので、何で来

れなかったのか分かりませんが、今回初めて泊まりに来ました。 

 

泊まったのは「観月苑」と言うホテルで、十勝川温泉のホテルでもまあまあ大

きい方らしいです。此処の温泉では「笹井ホテル」が割と有名ですね。 

でも、此処でも閉鎖しているホテルが沢山有りました。特に目立ったのは「か

んぽの宿」が閉鎖に成っていましたね。以前に層雲峡で、まだ新しい「かんぽ

の宿」が壊されているのを見ましたので、簡保の資金の利用計画性はどうなっ

ているのだろうと非常に疑問ですね。国保も厚生年金もそうですがみんな他人

の金なんでしょうね。 

 

北海道は、閉校に成っている学校も沢山有ります。建てて１０年位でしょう

か、結構新しい建物も有ります。これらも全部税金から出ていると思うと、も

っと使い道をしっかり考えてやって欲しいと思います。学校などは、子供の減

少は分かり切っていることなのに計画を止められないのですね。その辺も法律

的にきちっと作ってやって欲しいと思います。「かんぽの宿」も元は国ですか

らね。予算を立てたら中止は出来ないと言う事はバカげています。 

 

十勝川温泉は「モール温泉」と言って、藻の様な物が入っている茶色く濁った

温泉で、世界的にも有名だそうです。保湿効果が高く美人の湯だそうですね。 

 

安かったので夕食朝食ともバイキングです。取り皿が面白く、木で出来ている

大きなお盆に９個の皿が付いています。バイキングは、少しずつ沢山の種類を

食べたいので非常に良い方法だと思いました。 
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ホテルの部屋に有った面白い注意書き         夕食バイキング 

 

 

イクラ入りの勝手丼等、豪華朝食バイキング   昨夜の雨で日高の山も白くなった 

 

翌日は、昨日の雨とは打って変わって晴天に成りました。十勝晴れと言うやつ

で、十勝は晴れが似合います。温泉街の裏手の山へ登ってみました。 

其処は「十勝が丘展望台」となっていて南十勝の平野が見渡せます。昨日は雨

だったので、夜のうちに日高の山並みが白くなっていました。６月に入りまし

たが天気の良い時はバカ陽気ですが、それ以外はやはり北海道は涼しいを通り

越して寒いです。 

そのお陰で山の雪化粧も見られましたが、山登りには厄介な季節ですね。 

 

展望台の側に「熊注意！！」の立て看板が立っていました。でも、最近出たの

であれば日にちと時刻が書いてありますので、これは書いてないから只の注意

喚起の看板でしょうが、それでも気を付けるに越した事は無いですよ。 
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「十勝が丘展望台」            流石、北海道！！ 

 

５月からの観光シーズンの土日祭日に成ると、此処に無料のコーヒーやお茶を

飲む事が出来る「トカプチ雄大空間シーニックカフェ」と言う店が出来ます。 

十勝には、あちこちにこの様な「シーニックカフェ」がシーズン中出来ます。

基本的に無料ですが、気持ち寄付を、と言う箱が有りますので宜しくお願いし

ます。 

 

そこから温泉街に降りたところに「十勝が丘公園」が有ります。そこに花で作

った大きな「ハナック」と言う花時計が有ります。その入り口に、カフェと無

料の足湯が有ります。私たちが行った時は、お婆さんが一人足湯に浸かってい

ました。 

 

 
「ハナック」              仲良く足湯！！ 

 

近くの老人ホームにいる方らしいのですが、お爺さんが先に亡くなられておひ

とりで入居されているらしいです。私達を見て大変羨ましがっておられまし

た。そのホームも、もうじき別の新しく建てた所へ移ると言う事なので、この
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足湯にも来れなくなるとお話しされていました。 

 

十勝川温泉に別れを告げ、十勝川を渡った所に有る（筈の？）アイヌの資料館

「蝦夷文化考古館」へ行って見ました。有る筈の・・・と書いたのは、カーナ

ビにも乗っているのですが２回ほど往復してもまだ見つかりませんでした。で

もやはり有りました。館のスタッフの方に聞くと、皆さん大体は私と同じこと

をやるそうです。行かれる方はお気をつけて・・・。 

 

 
やっと見つけました            「蝦夷文化考古館」 

 

 

 
まず記帳を！              展示館内部 

 

そこからすぐ近くに「ととロード」と言う魚の観察する施設が有ります。近く

には鮭の遡上で有名な「千代田堰堤」も有ります。中々立派な施設で駐車場な

ども広く綺麗ですが、果たしてこんな立派なものが必要なのかどうか何時も感

じます。鮭の遡上の時期には沢山の鮭を見ることが出来ますが今はシーズン前

なので、ウグイくらいしか見られません。 
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ウグイです          やっと見つけた「ヤマメ」の赤ちゃん 

 

〈大樹酪農祭りと、広尾山ツツジ祭り〉 

大樹町で「酪農祭り」が有りましたので行って見ました。ＪＡ大樹の主催らし

くＪＡの広い敷地内にテントが建っていました。牛舎が有り、中にホルスタイ

ン牛がお化粧をしています。品評会が有るようでブラッシングされてどの牛も

大変きれいです。牛のほかに馬の品評会も有るようです。此処での馬の品評会

はサラブレッドなどの競走馬ではなく、荷役用の馬の品評会でした。 

個の大樹町にも競走馬の牧場が有って「タイキ」と言う名のついた有名馬も居

たのですが、その牧場も今では閉鎖されている様でした。やはり競走馬のの本

場は山を越えた日高地方なんですね。 

 

 
牛舎には沢山の牛が出番待ち    ピッカピッカにきれいに成った牛さん達 

 

あまり大きなお祭りではないのですが、さすがＪＡだけあって焼きそばやカレ

ーライス、おにぎりとトン汁などがすべて１００円で提供されていました。量

も大変多くて安いですね！！ 
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「家畜まつり」            トロフィーがいっぱい 

 

 

黒毛和牛の品評会          荷役用馬の品評会 

 

会場で外国語が聞こえるので、何処から来てるのかなと思ったら、ベトナムで

した。最近農業関係の研修者はベトナムの人が多いですね。以前、岩手に行っ

た時も研修に来ていたのはベトナムからでした。ベトナムは、ベトナム戦争で

中間層が居なくなってしまったので皆さん若い人が多いです。ベトナム人は勤

勉だし、頭も良いので、私は日本人に似ていると思いますね。国の為に若い人

たちが頑張って欲しいです。 

 

 

 

広尾町で有った「つつじ祭り」へ行って見ました。大樹町と広尾町は車で小一

時間位の距離です。 

 

今年は、急に暑い日が有ったりしたので「山ツツジ」は盛りを過ぎて色もさめ

てしまっていまいちでしたが、旬の時期はとても綺麗です。千葉などでは、つ
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つじも「さつき」が殆どですが、こちらでは「山ツツジ」ですね。庭などに植

えてあるつつじも殆ど「山ツツジ」です。色は、赤や黄色、白などが有りま

す。会場は「サンタランド」の有る「大丸山森林公園」です。 

 

 
「サンタランド」           「つつじ祭り」会場 

 

 
「時知らず鮭」の鍋、１杯１００円！！    北海道の定番「ＢＢＱ」です。 

 

北海道では、各家庭でも１カ月に一回は庭先などで「Ｂ・Ｂ・Ｑ」をやります

が、このようなお祭りでも必ず直火でＢＢＱの出来るコーナーが有ります。あ

ちこちからいい匂いが出ています。此処でも、今旬の「時鮭（時知らず）」の 

鮭鍋が１杯１００円で提供されています。ボリューム有ってとても美味しいで

す。 

ＢＢＱの材料も、此処は港町なのでやはり魚が主体ですが、山の方へ行くと肉

が主流に成ります。どちらにしても北海道の食材は美味しいですよ！！ 
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つつじ山             色が褪せて、少し遅かった。 

 

一つ注意ですが、この山はよく熊が出て、入り口が閉鎖される事が有ります。

この記事を書いている６月１６日にも、広尾市内に熊の足跡が発見されたと言

う注意報が出ました。北海道の場合は、何処に何時熊が出てもおかしくないの

で、常に注意が必要ですね。北海道へ来たら、熊情報などが出ていますので滞

在先のホームページを気にした方がいいです。 

 

お祭りを見た後、先日平日の為開館していなかった「シーサイドパーク広尾」

に有る「海洋博物館・郷土文化保存伝承館」へ行って見ました。 

入館料３００円を払って中に入るとまずシロクマとトドが迎えて居てくれま

す。 

 

 

「海洋博物館＆郷土文化保存伝承館」 

 

その先には、この辺の海洋関係の資料などが沢山展示されています。 
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いらっしゃい！！          黄金道路の工事関係展示物 

 

 
昔の広尾の生活様式展示         この辺の動物たちの剥製 

 

それと此処には、この広尾町出身の、第６１代横綱で今の相撲協会の理事長

の、元「横綱 北勝海」今の「八角親方」の展示場が有ります。 

 

小学生のころから目を付けられていた様ですが、九重部屋の北の富士を慕って

九重部屋に入部、千代の富士とは兄弟弟子に成りますが、仲は今でもあんまり

よくないようですね。でも千代の富士との厳しいけいこで強くなったのは間違

い有りません。同じころのライバルに、同じ北海道十勝「芽室町」出身のスィ

ーツ横綱（？）第６２代横綱の「大乃国」が居ます。 

第５８代横綱の千代の富士は北海道福島町出身ですが、その師匠の北の富士は

第５２代横綱で北海道美幌町出身です。さらにその師匠の第４１代横綱千代の

山も千代の富士と同じ福島町出身です。その他にも、大鵬、北の湖等々、北海

道出身の横綱は８人もいましたので昔は北海道は相撲王国でしたね。「北勝

海」以後は、横綱はおろか大関も出ていません。今は北海道も裕福に成ったの

か（？）軟弱に成ったのか（？）どう何でしょうか。 
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私が北海道に居た頃は、体が大きくてよく飯の食う子供は相撲へ出した方が良

いと言うのが定説だったような気がします。昔の北海道は、貧乏な人が多かっ

た様でしたからね。それと、今の親は子供を離したがらないので、北海道から

出したがらないですね。私達のころは、皆内地へ行って一旗あげたいと言う気

持ちをみんな持っていた様な気がします。 

 

 
「第６１代横綱 北勝海」           栄誉品の数々 

 

それから同じ館内に有る「坂本直行」の展示場に行きました。「坂本直行」通

称「ちょっこうさん」は、「坂本龍馬」の末裔で、祖父が坂本龍馬の甥の「坂

本直寛」に成ります。 

 

 
「坂本直行記念館」         坂本直行（ちょっこう）さん 

 

坂本直寛は、北海道北見に開拓民として入植しその子の次男として直行は釧路

に生まれました。その後、北大を卒業後広尾町に入植し、牧場主と農民画家と

して生活しました。晩年は、山岳画家としての名声を得、画家として名を残し

ました。 
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北大山岳部時代のスキー             画廊 

 

 
坂本家の資料館              坂本家の系図 

 

 
坂本家の北海道の足跡           龍馬の銃（本物？？） 

 

「坂本龍馬」も早くから北海道開拓と言う夢を持っていました。３度の計画も

頓挫して夢は破れましたが、その末裔が龍馬の夢を実現したことに成ります。 
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〈中札内の秘境〉 

中札内村の山奥の湖に行って来ました。人造湖で「札内川ダム」のダム湖で

す。以前にも行こうと思ったのですが、天候不順で通行止めに成っていて行く

事が出来ませんでした。ダムに着くまでに沢山の覆道が有り、ダムについても

ダムの上流までにはまた沢山のトンネルが有ります。相当の工事費が掛かった

でしょうね。 

 

 

中札内ダムの最上流部の橋        この先は通行止めです 

 

 

上流からダム湖を眺める絶景         札内川からダムへの流入口 

 

札内川ダムは、下流域の、帯広市、音更町、幕別町、芽室町、池田町、中札内

村、更別村の８市町村に水道水を供給している他に、灌漑用水供給と発電をし

ています。 
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札内ダム案内板        ダムの別名「とかちリュウタン湖」 

 

 
「札内川ダム」              ダム事務所建物 

 

 
事務所の中の資料館              ダム壁 
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ダム放水口          迫力満点、下は公園に成っている 

 

中札内川ダムから下に来ると「札内川園地」と言う公園が有ります。公園の入

り口に「ピョウタンの滝」と言う砂防ダムの滝が有り、向かいに滝見台が有っ

てそばまで行って滝を見る事がぜ来たのですが、今は立ち入り禁止に成ってい

ます。柵が老朽化して危ないからなのでしょうか。 

 

 
「ピョウタンの滝」         残念ながら立ち入り禁止です 

 

中札内村内には、タレント「田中義剛」の「花畑牧場」も有りますし、有名な

お菓子のメーカー「六花亭」の「六花の森」と言う所も有ります。此処には

「坂本直行記念館」等も併設されています。中札内には美術館が沢山有ります

ので絵の好きな方には良いでしょうね。 

 

〈十勝の蕨と魚釣り〉 

今回は鮭のシーズンではないので鮭釣りはお預けです。今釣れる魚は「コマ

イ」と言う魚で、漢字では「氷下魚」と書きます。ホッケの親戚の様な魚で
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す。今は未だ小さくて３０ｃｍ以下が多いですが、秋に成るともう少し大きく

なります。白身で淡白な魚です。身が柔らかく水分が多いので、少し干してか

ら焼いたり煮たりして食べる事が多いです。時々カレイやカジカ、カニ等も混

じります。 

 

釣るのは楽しいですが、釣って来てからが大変です。持って帰るまでに干して

おかなければ成りません。天気が良ければ良いのですが、今回の十勝は大変天

候が不順で、晴れたのは来てからすぐの数日だけで、後は毎日雨かくもりで

す。くもりでも霧雨や濃霧なので結構濡れます。 

 

 

のんびり糸を垂れる良いですね～～！！     これは「氷下魚」です 

 

 

この日の「氷下魚」は５３匹でした。     時にはこんなお邪魔虫も来ます。 

 

川では、十勝は６月いっぱいまで「ヤマメ」が禁漁期なため、それ以外の魚に

成ります。私はイワナを釣りました。道東などに行くと、少ないですが蝦夷イ

ワナの一種で「オショロコマ」と言う魚も釣れます。北海道は、南の方はヤマ

メの解禁が６月からで、北部東部は７月から解禁に成ります。全道で解禁日が
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同じではないので注意が必要です。 

 

 

たまにはこんな魚も釣れる      この日は「イワナ」が５２匹釣れた 

 

山菜の蕨を採りました。今回春に北海度へ来た目的は、他ならない蕨採りの為

です。一度千葉へ戻ってから７月に再度来道します。その時は鮭釣りが目的で

す。 

 

 
蕨も採った後が大変です         この箱で３箱採りました 

 

蕨もそうですが、山菜採りは楽しいのですが後処理が大変です。特に保存のた

めに処理するのは大変手間が掛かりますが、それをやらなければ折角沢山採っ

ても何にもなりません。 

 

保存方法は色々有りますが、保存場所によって難しいですね。千葉は、北海道

に比べて気温が高いので悪くなる確率が高いです。折角手を掛けて保存しても

開けてみたら皆ダメと言う事に成ったらがっかりです。今まで何回もそんな経

験が有りますので、１００％大丈夫とは未だ自信が有りませんね。 
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でも、「蕨の一本漬け」が大好きなので、その為に頑張って色々研究していま

す。今回は、蕨の他に「タラの芽」や「コゴミ」「イタドリ」を採って漬けま

した。此方でも、漬けて皆さんにお出ししましたが、「イタドリ」の漬物が大

変好評でしたね。 

 

〈帯広千代田牧場まつり〉 

帯広市の公営牧場の「千代田牧場まつり」へ行って来ました。以前にも来た事

が有りますがその時はレストランに寄っただけでした。 

車を駐車場に入れて５００ｍくらい歩いて会場へ行きますが、少し遠いので小

さな子供や赤ちゃん連れには結構きついですね。運悪く、前日まで大雨が降っ

ていましたので下の芝生がぬかるんでびちゃびちゃでした。売店の人もお客の

足元が悪いので売りにくそうでしたね。 

 

 

駐車場も牧草地です            入り口に牧草ロール 

 

帯広のお祭りなので期待してきてみましたが、意外と小さくこじんまりとした

お祭りでちょっと期待外れでがっかりでした。それでも駐車場は車がどんどん

入って来ています。流石牧場だけあって会場の入り口には牧草ロールが積んで

有りました。これを転がすレースのゲームが有るようです。 

 

今日のお祭りの一番の人気は和牛の焼き肉の無料配布です。先着５００名なの

ですが、配布時間の１０時半にはもう５００人以上は並んでいる様でした。私

たちは幸い１００番目位でしたので遠慮なく頂きました。 

側には、やはり牛や豚、生ラム（羊肉）などのバーキュー用の肉を売る売店も

有り、その側にはＢＢＱの為の炉も設備していますし、熾した炭を無料でもら

う事も出来ますので流石北海道ですね。 
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足もとがびちゃびちゃです      牛焼き肉の無料配布、一人１皿無料      

 

 
沢山の人が並んでいます        只今準備中！！量は少なめですね 

 

 
焼き肉用肉売店、でも種類も少ない        立派なＢＢＱコーナー 

 

でも今まで行ったこの様なお祭りにしては規模も小さいし、焼き物の食材も、

種類が少なくあまり興味の湧くものでは有りませんでした。 

市営の牧場のお祭りなので地味なんですかね～～。 
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でも周りで行っているイベントはとても楽しい物が沢山有りました。特に子供

たちにはとても楽しい催しが多いと思いました。その一つが「ばんえい競技」

を引退した馬による馬車です。 

 

 
馬糞の掃除！！            頑張って曳いています 

 

 
美味しいな～～～！！      馬車は家型ですから天候関係なしです 

 

無料で往復５００ｍくらい乗せてくれます。１００円でニンジンを買って食べ

させましたが喜んで食べていましたね。子供は鞍の上に乗せて貰えますので、

沢山並んで待って居ます。 

 

それからばんえい競技の馬の品評会へ行って見ました。大きな馬が並んでいま

す。昔はフランスの「ペルシュロン」と言う種類の馬が多かったのですが、今

は色々な馬が入って来て混血種が多くなっているらしいです。間近で競技用ば

ん馬の実物を見るとその大きさに圧倒されますよ。 

 

今では公営の「ばんえい競技」（昔は、ばん馬競争と言いました）としては、
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帯広しか残っていませんが、昔は旭川、北見、岩見沢などでも開催していまし

たし、全道的にお祭りが有ると開催していました。本州でも、東北では農業的

なお祭りなどには開催されることが有るようです。私も以前、岩手県の遠野市

で見た事が有ります。 

 

でも昔も今もあの迫力は変わりませんね。意外と小さな馬の方が早かったり、

特に馬場が濡れているときは番狂わせが起こりました。今では「楽天」がネッ

トで馬券を売っているようです。同じ荷役用の馬でも、日本種の「道産子」は 

少し馬体も小さめですが、同じように力が強いし、非常に従順です。 

 

 

 
道産子の乗馬体験もできます。  競走馬の品評会です。この馬は小さめです。 

 

 
記念品の使用済み蹄鉄、これで千円です      ジンギスカンの生体？  

 

記念グッズの販売コーナーで実際に競走馬が使った大きな蹄鉄を売っていまし

たので購入しました。あまり地元の方々は興味が無いようでしたが、木の台の

上にセットされたものでこれで１０００円は安いですね。 
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会場で、身体障碍者が作った木製の大きなプランターを売っていましたので２

個購入しましたが、これも１個１０００円でした。以前、山形で同じ用途の物

を購入した時は、もう少し立派でしたが２０００円位したと思います。 

 

 
この後この豚にかじられた！！     レストラン名物「とかち牛じゃん麺」 

 

その隣で、小さな動物と触れ合えるコーナーが有りました。羊、ヤギ、犬、

豚、ポニー、ウサギ等々のミニ動物に自由に触れることが出来ます。女房はミ

ニブタにエサをやっていてかじられてしまいました。痛かったそうです。 

 

その後、帰りにこの千代田牧場直営のレストラン「カウベルハウス」へ行きま

した。此処は、宿泊も出来、大人１名２１００円と大変安いです。此処で名物

の「とかち牛じゃん麺」と「牛ほろほろ丼」を食べました。前に買っておいた

「とかちガーデン・スイーツ・温泉チケット」と言うもの使いました。これは

２５０円が６枚綴りで１６００円ですが、これで支払うと通常の価格より割安

に使う事が出来ます。 

因みに「じゃん麺」は８００円、「ほろほろ丼」は９００円ですが両方とも券

２枚でＯＫです。つまり５００円で食べられたわけです。味はまあまあで

す？？ 

このチケットは、１０月１０日まで使用可能なので、これから十勝地方に来る

方には良いですよ！！ 
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〈十勝の友人たちと〉 

いよいよ明日６月２７日に十勝を離れます。今回の訪道は、天候に恵まれず毎

日梅雨の様な天気が続いて大変残念でした。魚釣りも山菜採りも思うように出

来ずストレスが溜まる毎日でしたね。それでも山菜や魚は千葉へ送ることが出

来たので良かったかなと思っています。 

 

今の時期、北海道は冬から目覚めたばかりで未だイベントなども少なく盛り上

がりません。やはり漁業、農業の秋の収穫期が北海道は一番ですね。 

 

今回は、私の所で地元の皆さんと会食を４回開きました。皆さん、もう何回も

お会いしているので気心が知れていて気楽に話が出来ます。私と女房の二人の

手作り料理でおもてなしをしましたが、まずまず満足して頂きました。 

 

 
第１回目食事会             第２回目食事会 

 

会食第一回目は、町議会の議長や議員、町役場の職員、区長の方など、有力者

の方々との会食でしたが、団塊の世代等、同年代の方々が多いので気が合いま

すね。 

 

第二回目は、山菜取りや鮭釣りの仲間で手打ち蕎麦屋の主人と、地元で陶器の

ギャラリー兼カフェを開いているご夫婦が来てくれました。 

 

第三回目は隣にお住いのご夫婦が来てくれました。 

 

第四回目は親しくしている現地の友人と、ちょうど台湾から来ていた友人達と

の会食でした。今回の来道は、アウトドアアクティビティ的には不満が残りま
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したが久しぶりに友人たちと一杯飲めたので楽しかったですね。 

後は、秋の鮭釣りに希望を託して又７月に来道します。 

 

 
第４回目食事会 

 

〈北海道にさようなら〉 

６月２７日、十勝に別れを告げ札幌の奥座敷「定山渓」へ行きました。今回は

「花もみじ」ではなく、楽天ＳＡＬＥで当たった「定山渓ビューホテル」にし

ました。通常の半額ほどで泊まれましたのでラッキーですが、私はこのホテル

は余り好きでは有りません。風呂がレジャーランドみたいに成っているので、

子供たちが多く、又風呂が広すぎで良く分かりません。台湾のスパ見たいなも

んですね。でも安かったので文句は言いませんが！！ 

 

 
今回はバイキングです          「スーパーマリオ」です 

 

翌日、苫小牧のフェリー埠頭に行く途中「ウトナイ湖」に寄りましたら、「マ

リオ」が居ましたね。どう言う人か分かりませんが人気者の様です。その後走
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行中に今度は黄色のマリオに会いました。何か催し物が有るのでしょうか？ 

 

それから、フェリーチェックインまで時間が有るので、苫小牧で有名な「まる

とま食堂」へ行きました。何度も行ってるのですがその度に満席で食べられま

せんでした。今回は少し時間を遅らせて行って見ましたが、無事座れました。

でもこの時間でも満席でしたね。 

食堂内の壁や天井に来た有名人の色紙が沢山張って有りました。 

 

 
苫小牧名物「まるとま食堂」      店内はこの時間でも満杯です！！ 

 

私は定番の「まるとま丼」を頼みました。このボリュームで１３００円はすご

く安いですね！！女房は苫小牧名物「ホッキ丼」を頼みました。これも大きな

ホッキがこれでもかと言うほど乗っかっていました。 

 

 
「まるとま丼」             「ホッキ丼」 

 

お腹いっぱいに成り、今回の「北海道十勝訪問記はこれでお終いです。これか

らフェリーに乗ります。長い間お付き合い有難う御座いました。 


