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取材中、いくつかの出会いもあり
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は三陸水産業の復興に拍車
がかかることをぜひ望みた
いものである。
また、こうしたかき小屋
拡大は、牡蠣好きの筆者に
とっても願ってもないこと
であり、まことにうれしい。
ましてや出される牡蠣が三
陸産の牡蠣なら言うことな
しである。
「かき小屋」については
以前、当新聞でも、三陸被
災地の復興支援記事として
も何度か取り上げたし、何

県の太平洋沿岸部を中心に

海側の一部、宮城県、岩手

に受けて、三陸牡蠣の人気

かり、その勢いをそのまま

牡蠣全般の消費に拍車がか

いただいた。今回は、この

牡蠣を食べ、三陸の地酒も

扱店を訪問取材し、実際に

「かき小屋」と三陸牡蠣取

る東京圏の消費の後押しで、 今月にかけて、いくつかの

三陸牡蠣の魅力もさること

「かき小屋」ブームには、

今回の突然ともいえる

ふたを開けると、供給予定

増産が期待されたが、いざ

援も大きく、かなりの牡蠣

被災地の牡蠣養殖支援の声

に進出しようという業者が

で開店できる「かき小屋」

スが下火で、比較的小資本

ひとつは、居酒屋ビジネ

は、三陸牡蠣の取扱業者が

そのため、その翌年から

者もいたという話である。

るために大損失を被った業

かには、供給契約を履行す

り、結果、業界関係者のな

増えたことがあるという。

減少し、一般市場への供給

も吹いたようである。

写真でもお分かりいただ

が減少し、そのため価格ま

この状況が、今シーズン

みたが、それだけでは販売

やはり大粒の牡蠣はそれ

けるように、冬季のみの季

の水揚げ量の安定により改

だけで魅力的である。食べ

で下落するという悪循環が
単なものであり、内装・外

善され、価格も上昇し、さ

に限りがあり、いま、状況

応えもずいぶん違うし、見

起きてしまった。
装に多額の投資は不要であ

が改善して、関係者もほっ

節ビジネスでもある「かき

る。容易に進出可能だし、

らに高水準のまま価格が安

としていることであろう。

小屋」のつくりは非常に簡

撤収もむずかしくない。加

定するという好循環に転換

市場に供給されている。
えて牡蠣ブームである。

そのため牡蠣生産者も、

出来が良いことであろう。

三番目の理由は、牡蠣の

きることは、それだけで大

る。さらに食べて大満足で

た目にもおいしそうに見え

したようだ。

なかなか市場でさばけない

ぷっくりした大粒の牡蠣が

二番目は、養殖牡蠣の水
消費市場への安定供給であ

ので、ネットでの直販を試

揚げの安定と、それに伴う
ろう。
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とか三陸被災地復興の旗頭
になって欲しいとずっと願
っていた。まことにうれし
いことである。

いくつかの「かき小屋」は

に火がつき、さらに三陸被

東北大震災発生の翌年は、

あったが、今シーズンに東

そんなことで、先月から

牡蠣シーズン到来ととも
京圏で一挙に増大したこと

これで、一大消費地であ

に 最 近、 東 京 で は、「 か き

追い風材料

小屋」があちこちに出来て

を大きく下回る水揚げとな

かき消費拡大イベント in アークヒルズ 会場
ながら、いくつかの追い風

以前は、九州北部の日本

宮城 牡蠣の家 東京サンケイビル 焼き牡蠣
一連の取材日記である。

東京圏での「かき小
屋」ブーム

東京圏で三陸カキ人気に火がつくか
三陸水産業復興の起爆剤となるか
消費の安定、供給の安定に寄与か

災地の牡蠣養殖業、ひいて

宮城 牡蠣の家 東京サンケイビル 店内

かき消費拡大イベント in アークヒルズ 牡蠣料理ＰＲちらし

かき消費拡大イベント in アークヒルズ 募金贈呈

『かき小屋』ブーム歓迎
一種のブームとなっている。 は非常に喜ばしい。

宮城 牡蠣の家 東京サンケイビル 入り口

月 曜 日
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きな宣伝効果を生み出す。
をしていたが、そこにアー

何名かが入店の順番待ち

った。

クヒルズで立ち話をした宮

な四軒の訪問取材であった

城県庁の水産関係者がいて、

際に海水温が上昇しすぎて、 結局、四軒であった。そん

くつかあった。当新聞を発

牡蠣がほぼ全滅したことも

行し続けて良かったと思え

海水の温度が暑すぎず、か

このように自然の影響を

といって冷たすぎず、台風

もろに受ける事業であるこ

が、感動ものの出会いもい

種牡蠣が海中に落ちてしま

ある。

わないように、また、養殖
名刺交換をしたが、ちょう

の襲来で養殖の仕掛けから

一般に流通している牡蠣
る瞬間でもあった。

自然を相手の牡蠣養殖

は養殖ものが大半である。
に害のある藻の発生もなく、 とを思いつつ、かき小屋の

アークヒ
高校

であることを告げる

筆者が宮城出身で、石巻の

どその上司も一緒だった。

たまに岩ガキとして非養殖
月末の六本木

費拡大イベント

での牡蠣イベント「かき消

最初は、

海が安定していて、などな

牡蠣を味わって欲しい。

ものもあるようだが、ほぼ

三陸牡蠣のブランド化

満たすことが必要である。

ど、さまざまな養殖条件を

しかし養殖の牡蠣といっ

養殖ものである。

それでいっしょに牡蠣を

と、なんと後輩であった。
食べ、酒を飲みつつ、情報

ルズ」であった。
全国牡蠣サミットの関連

交換、意見交換をすること

現在は、養殖牡蠣といえ
イベントとして、広島・宮

先年は、牡蠣の養殖で有

城・三重の３大牡蠣生産者

ても、自然の影響を大きく
だ。宮城産や岩手産の牡蠣

ばすぐ広島産が浮かぶよう
がおいしいと話すと、人に

となった。さらに、そこに

和記念公園内のかき小屋で

が終結し、焼き牡蠣、牡蠣

さまざまな情報交換もあ
る宮城の海産物主体の居酒

よっては怪訝そうな表情を

り、意見交換も行い、今後、

宮城の牡蠣生産者が集まっ

になくなるほど牡蠣人気は

牡蠣のＰＲのため、宮城の

てきて、一時関係者の名刺

すごい。会場では宮城の生

ある。

料理を大量に無料配布する

ぜひ、このかき小屋ブー

産者への募金贈呈式も行わ

屋で、筆者も何度か訪問し

広大な公園なので、お店

というイベントであった。

ムで三陸産牡蠣のブランド

水産業復興のために、協力

ているし、お店にも関係者

されることがある。三陸産

戦略を打ち出して欲しい。

れた。普段は競争相手の広

できるところは協力してい

牡蠣はまだ有名ブランドに

野菜などでも、有名ブラ

島・三重であるが、こんな

交換会の様相を呈した。

ンドとそうでないものとの

る意味でこれまで以上に重

年目以降も大事である。あ

トワークは、来月迎える四

要もない。消費地の反応も

る。注目されないと嘆く必

ば、精神的にも孤立を防げ

べきことをやっていけばよ

即座に分かる。地道にやる

加えて、これからは、被

いし、強力な心の支えとし

協力関係も好ましい。

災地と東京等の一大消費地

要となる。
こうしたネットワークが

けて、若い店長さんがねぎ

こうした心遣いがうれし

店したので、いつか訪問し
金曜日に訪問したので、

間際の到着となり、牡蠣を

歩き回ったせいで、閉店

そのネットワークがあれ

ます重要性を増すだろう。

ためのネットワークはます
なか店員に声をかけられず

食べる時間が

い。
にいたが、最後に簡単な取

お店は混雑していた。なか

材をしたが、そこで意外な

この心遣いで

少なかったが、
筆者をどこかで見た記憶

さらに牡蠣の

感させる取材であった。

今回はそうしたことを実

としての役割も担う。

これからの水産業復興には
いであった。

「飛梅・神田店」
飛梅は仙台市に本店のあ

援活動が重要であり、その

ての、精神的ネットワーク

に辿りつくまでに大分歩き

東京サンケ

らいの言葉をかけてくれた。 を舞台にしたエリアでの支

回ったが、その話を聞きつ

牡蠣の家

前 述 の イ ベ ン ト 後、「 宮

「宮城 牡蠣の家
東京サンケイビル」
城

ようと思っていた。

にも取材したことがある。

関係者の奮起をお願いし

価格差は想像以上である。
たい。遠慮は不要だ。

アークヒルズ」

「かき消費拡大イベン
ト

イビル」を訪問した。ここ

不可欠である。貴重な出会

そのお店が昨年、神田に出

はなっていないようである。 無料配布分はあっというま

名な宮城の松島湾では、実

OB

こうと約束した。

昭和記念公園 かき小屋全景
返答があって驚いた。
があるという。名刺交換を

の重要性

ットワーク

目以降のネ

大震災４年

した。

して、その事情が分かった。 おいしさが増
以前、仙台に取材に行っ
たおりに、スタッフの一人
として、その場にいたとの
こと。ご縁とはまことに不
思議なものである。

物理的な被災

これまでの



地支援のネッ

「昭和記念公園 
かき小屋」
最後は、立川市にある昭

【東北復興】 掲載の記事 ・ 写真 ・ 図表などの無断転載を禁止します。 Copyright YUMUYU INC. All rights reserved.

in

今回の「かき小屋」及び

昭和記念公園 かき小屋入り口

昭和記念公園 かき小屋店長

受ける。種をつける時期に

飛梅 ・ 神田店 殻つき牡蠣

1

の入口で思わぬ出会いがあ

飛梅 ・ 神田店 店内風景

牡蠣取扱店の訪問取材は、

飛梅 ・ 神田店 統括マネジャー

in
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でもライブ活動をしている

一人目は、岩手の被災地

十四日です。

する予定です。次回は三月

今後もミニライブは開催

客」も聞き入っていました。

第十一回目の三陸酒海鮮

月十七日に、焚火家さんで

ということで、オリジナル

会・渋谷開催は年明けの一

開催。今回は二十二名の参

曲を二曲披露。二人目は、

第 33 号 http://tohoku-fukko.jp/

加で大盛況でした。

特に今回は、これまでの

ように三陸の海産物を食べ、 ギ タ ー の 弾 き 語 り で、「 観

ミニライブ

三陸の地酒を飲むだけでは

なく、多少趣向を凝らして

みようということで、店長

さんの粋なはからいにより、

初のミニライブを開催しま

した。また、芸達者なスタ

ッフによる「話芸」もあり

ミニライブ

ました。

最初は、スタッフの突然

の「話芸」披露に、「観客」

は多少の戸惑いを見せなが

らも、盛大な拍手を送って

また、ミニライブは、

いました。

名のミュージシャン出演と

い う こ と に な り、「 観 客 」

は興味津津。飲み食いもひ

と通り落ち着いたあたりで、

ミニライブ開始となりまし

た。

2

2015 年 （平成 27 年） 2 月 16 日 （月曜日）

第11回三陸酒海鮮会・渋谷開催
（1/17）
初のミニライブを開催
2 名のミュージシャン出演
今後も継続予定

おいしい鍋 牡蠣と白子

水産業再興のための
料理レシピ紹介
第６回目

【簡単チーズのせ
殻焼き】
郷土料理愛好家
松本由美子氏

【簡単チーズのせ殻焼き】 完成

新鮮な牡蠣が店頭にならぶ季節に
なりました。今回は、殻付きの牡
蠣を利用して「簡単チーズのせ殻
焼き」をつくります。
ホウレンソウ、 ベーコン、 ケチャップ

殻つき牡蠣

作り方
① 牡蠣を殻から取り出して軽く塩水で洗います。お湯を沸かし、 くぐらす感じ
で6〜7分火を通します。(パック入りの牡蠣も使います) 生食用なら、その
ままでもかまいません。
② ほうれん草を茹でてオリーブオイル(バター)で炒め、塩・コショウをします。
③ ベーコンを細く切ります。
④ 牡蠣の殻を洗い下の方を使います。炒めたほうれん草、ベーコン、牡蠣2
〜3個、ケチャップ、赤ワイン少々をふりかけてと
ろけるチーズを乗せます。
⑤ 殻ごとそのままフライパンに乗せて火にかけます。約10分程 でグツグツと
なってくるとチーズがとろけます。美味しそうになったら完成です。
熱々のところを頂きましょう。

フライパンに乗せて火にかける
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とろけるチーズ乗せ

震災で発生した大規模な火

物が倒壊したり、家具や家

関係する火災であった。建

装置が必ず設置されている

上の揺れでガスを遮断する

３０００年に一度の割合で

る。 こ の 断 層 で は お よ そ

解釈すべきである。この市

ないことを意味していると

かし、それ以上に震源が市

災 は「 津 波 火 災 」、 す な わ

兵庫県南部地震と東北地

街地直下型の地震への備え

ばいけなくなるに違いない。 いう要因も考えられる。し

地震が発生していると考え

ち津波をきっかけに発生し

ので、こちらの方はあまり

街地直下ではなかったとい

状況の中で、電気ストーブ

電が転倒、散乱したりする

方太平洋沖地震、この２つ

や照明器具が可燃物と接触

が特に今の仙台には決定的

た火災が主であった。津波

に足りないように思う。こ

で破壊された石油タンク、

月

日 現 在、 死 者 は

もちろん、今回同様の太

られているが、前の地震は

うことが大きかった。次に

したことにより、火災が発

年

層によって起こる地震の規

約１６０００年前以後だっ

もし直下型地震に襲われる

生したと見られている。ま

東北地方太平洋沖地震は

心配する必要はないようで

の地震はその性格も、もた
建物やＬＰガスボンベ、自

た、地震翌日以降の出火で

ある。

らした被害も、今さら言う
動車が主な出火原因と考え

は、送電の再開に伴うもの

日本大震災では２０１５
までもないが、全く異なる。 可能性があると考えれば、

られるとされている。日本

れこそ阪神・淡路大震災に

その時どのようなことが起

火災学会の地震火災専門委

たとはされているものの具

きるかは、阪神・淡路大震

改めて学ぶべき最大のポイ

もちろん、震災後のまちづ
災にその多くを学ぶことが

体的にいつだったか正確に

くり、コミュニティづくり

域で停電が起こった。その

震発生後にはほとんどの地

年のいわゆる貞観地震以来

地域を襲ったのは、８６９

れだけの規模の地震がこの

震」と言われた。実際、こ

６強の揺れが起こると予測

旧仙台市のほぼ全域で震度

いる。この地震によって、

同規模であると想定されて

した兵庫県南部地震とほぼ

神・淡路大震災を引き起こ

する発表が今月、筑波大と

するデータが得られた、と

で回復していることを示唆

早くも地震前と同じ水準ま

レートにかかる力の状態が

した東北沖の震源域で、プ

ない。東日本大震災を起こ

対する備えも怠るべきでは

平洋沖を震源とする地震に

後、電気が復旧した際、通

のことである。しかしだか

されている。そうすると仙

スイス連邦工科大などの研

大きくなるとエネルギ

い。一方で、防災対策とい

北地方太平洋沖地震のエネ

ーは約

が
う面から学ぶことはまだま

た東北地方太平洋沖地震発
ルギーは兵庫県南部地震の

大震災について考えさせら

に接して改めて阪神・淡路

も多かった。そうした情報

震災について振り返る報道

あり、改めて阪神・淡路大

直面したからと言って地震

い。世界で４番目の地震に

決してそのようなことはな

方の太平洋岸の我々が、阪

回る地震を体験した東北地

の地震の規模をはるかに上

では、阪神・淡路大震災

庫県南部地震が直下型の地

経験していない。それは兵

たこれらのことをほとんど

阪神・淡路大震災で発生し

とは何もないのかと言えば、 震災を経験した私たちは、

神・淡路大震災から学ぶこ

震で、それに対して東北地

るものであった。東日本大

壊、それに大規模火災によ

死者のほとんどは建物の倒

った地域であってもほとん

物には、震度７の揺れがあ

新耐震基準に合致した建築

の改正された建築基準法の

たそうである。一方で、こ

前に建築されたものであっ

された建築基準法の成立以

を契機に１９８１年に改正

１９７８年の宮城県沖地震

壊した住宅のほとんどは、

を超える住宅が焼失し、焼

災によって実に７０００棟

出 火 も あ っ た。こ れ ら の 火

が分かる。地震翌日以降の

災発生が相当数あったこと

一定時間が経過した後の火

にとどまり、地震発生から

までに出火した件数は

ある。また、日頃から電気

認を行う、といったことで

る際には配線などの安全確

震後に電気機器を再使用す

たらす地震はあと１０００

人的な被害をこの地域にも

したがって、これだけの

よるものであった。

れることもいろいろとあっ

に関する全てを体験したわ

方太平洋沖地震は海底を震

だたくさんある。

倍となるので、東

年の節目ということも

た。１月の阪神・淡路大震

けではない。地震のことを

源とする海溝型地震という

掘り下げてみたい。

と、まさに阪

電状態となった電気ストー

らと言って、この地域がそ

台市内でも特に建物が集中

究チームからあった。復興

災と３月の東日本大震災の

全て分かったつもりになっ

阪神・淡路大震災と
東日本大震災

模はＭ ～

ブや観賞魚用のヒーター、

の間全く地震に襲われなか

している地域が最も強い揺

来るべき直下型地震
に備えて

１５８８９人、行方不明者
の面でいろいろと学ぶこと

ントであると考える。

は２５９４人である。地震

「１０００年に一度の地

一方、阪神・淡路大震災

地震によって損傷を受けた

ったということではない。

れに襲われることになる。

は次の地震への対応と両睨

間にある今月２月はそこを

ていては、次に地震に遭遇

ら

は分かっていない。この断

の規模はＭ でこれは世界

がかなりあったという。地

阪神・淡路大震災と
東日本大震災の間
阪神・淡路大震災か
ら 年
日は阪神・淡路大

員会の調査によると、東日

震災を引き起こした兵庫県

１月
できる。

当時、特に神戸市長田区で

配線から出火する火災が相

今回の地震が起こる前に

予測される地震の規模と言

みで進めるべきということ

本大震災で発生した火災

先述のように阪神・淡路

は木造住宅が密集していた

次いだのである。電気関係

「津波は来ない」という誤

い、市街地直下の震源と言

である。

事ある毎に指摘されてきて

大震災における死者の８割

地域を中心に大規模な火災

の火災以外では、ガスコン

い、ひとたびこの地震が起

件のうち１６２件が津波に

以上は、老朽化した住宅の

が発生した。消防庁の資料

ロや石油ストーブ、仏壇の

きればまさに、仙台市内は

阪神・淡路大震災での死

災発生にどう対応するか

倒壊による圧迫や窒息が原

によると、地震後に少なく

った常識がまかり通ってい

阪神・淡路大震災と同様の

城県沖地震も同時に発生し

おり、ここでは取り上げな

東日本大震災における死

因であったとされる。これ

とも合計２８５件の火災が

方の太平洋沿岸地域は度々

の火災もあったそうである。 た仙台平野を含め、東北地

ローソクからの出火が原因

津波を伴った地震に襲われ

被害に見舞われる恐れがあ

（マグニチュード）

者・行方不明者の大半は周

はほとんど東日本大震災で

こうした経緯から考える

ている。残念なのは、その

るのである。このことがあ

示す

知の通り、大津波によるも

は 体 験 さ れ て い な い。 こ

べきことは、地震発生時に

ことが地域に十分伝承され

地震による建物倒壊と火

はあるが、それは今までも

の観測史上でも４番目の大

南部地震の発生から
日は言うまでもなく、

なる節目の日であった。３
月

エネルギーの実に約５００
のであった。これに対して

発生した。そのうちの７割

は使用中の電気機器類のス

ていたとは言えないという

ていたとの見解を発表して

生の日である。震災発生か

東日本大震災を引き起こし

倍に相当するわけである。
阪神・淡路大震災における

の 阪 神・ 淡 路 大 震 災 で 倒

は地震発生当日の火災であ

イッチを切る、避難時には

まりよく認識されていない

いる。すると次の宮城県沖

者は６４３４名、行方不明

違いによるところが大きい。 ど被害は見られなかったと

Ｆａｃｅｂｏｏｋ

いう言葉を持ち出さなけれ

した時にまた「想定外」と

者３名、地震の規模はＭ

であった。これに対して東

執筆者紹介

https://www.facebook.
com/kouhei.ootomo

地方太平洋沖地震時に、

年周期でやってくる宮

たのは、特に宮城県は ～

割に建物の被害が少なかっ

もちろん、地震の規模の

ては、仮に震度７の地震が

前に建てられた建物につい

ある。特に、１９８１年以

ぐ最良の手段は耐震補強で

地震による住宅の倒壊を防

いう。したがって、直下型

火災が発生するのだろう

経過した後や翌日以降に

後のみならず、一定時間が

のか。しかも、なぜ地震直

なぜ地震で火災が発生する

それにしても、いったい

万平方メートル

れているが、コスト高で普

る感震ブレーカーも開発さ

を感知すると通電を遮断す

たことも必要である。地震

置を把握しておく、といっ

につける、ブレーカーの位

ラグは抜いておく習慣を身

する、不要な電気機器のプ

ず落下物がないように配慮

機器のそばに可燃物を置か

か け て は、「 長 町

よく知られていることだ

である。

利府断

が、 仙 台 市 か ら 利 府 町 に

様の市街地での直下型地震

まさに兵庫県南部地震と同

ことではない。個人的に、

はとてもではないが言える

年はやってこない、などと

つまり発生確率が低いと言

みたところ、

生確率を地震後に計算して

県南部地震の

年以内の発

ってしまいがちであるが、

まず起きることはないと思

えられており、それならば

生する確率は１％以下と考

る地震が今後

～８％とい

ならないと考えているのは、 決してそうではない。兵庫

特に想定しておかなければ

ってもそれは決して起こら

る今の時期、もう一度天災

災と東日本大震災の間にあ

が真実を突いていることの

は、まさにありふれた言葉

忘れた頃にやってくる」と

のもいくつかある。「天災は

も関わらず起こっているも

ら数年しか経っていないに

た地震の中には前の地震か

際には宮城県沖地震とされ

地震は少なくとも四半世紀

県沖地震に襲われてきたと

か。阪神・淡路大震災にお

及していないのがネックで

後かと思いたくなるが、実

いう経緯があったことも関

来ても人命を守れるように

ける火災のうち、出火原因

年以内に発

係している。１９７８年の

必要な補強や改修をするこ

が判明したのは全体の約半

名

年に一度の周期で、宮城

塀の倒壊などによって

に上った。

に対する日頃からの備えに

う結果になったそうである。 好例である。阪神・淡路大震

ないことを意味するのでは

もう一つ、阪神・淡路大

層 」 と 呼 ば れ る、 南 北 約

数だが、そのうち最も多か

ある。なお、都市ガスやＬ
震災では、火災による被害

ついて振り返っておきたい。

て、建物の耐震化も他の地

なく、いつ起こるか分から

Ｐガスの方には震度５弱以

㎞にも亘る活断層があ

ったのが電気機器や配線に

の死者を出したこともあっ

損面積は

宮城県沖地震でもブロック

とが必要である。

この長町－利府断層によ

～

25

地震予知連絡会は、東北
件

るが、地震直後の午前６時

ブレーカーを遮断する、地

ことである。

のではないだろうか。

きさである。地震の規模を

年と

9
1.4

20

大友浩平
（おおともこうへい）
奥州仙臺の住人。普段は出
版社に勤務。東北の人と自
然と文化が大好き。趣味は
自転車と歌と旅。
「東北ブログ」
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に独り静かに舞いを踊る酔

を名乗る事自体、奇態な事

だの暗い大きな森となって

川の中には流れに沿って太

めだろう、水がどどっと音

龍が川の流れに戻ったた

るう算段でいた・・なにし

伊達阿津賀志山で采配を振

そう、本来は泰衡自身が

した勢力である。

づくと、悪びれもせず歯を

た武人でもある。頼朝に気

た。弟・義経の行軍を支え

に呼応しここまで従ってき

ってきた。ところがあの平

で朝廷を支配する命脈を保

子様の血筋を影で支える事

原の長は、常に貴殿方、天

が、毎日一人ずつ入れ替わ

三十人以上いる仲間の人格

蜂の一族であるヤエト。

れだ。」

「ヤエトは、もうすぐお別

はっきりと口にした。

ちかよし

小さな光を一目散に追って

をたてて上流から降りてき

泉は、今あらためて、自ら

その時、盲目のヤエトが

いるように見えた長い身体

て、たちまち結界の仕掛け

見せて笑った。

「泉様であられるか。」

単身馬で広瀬川沿いを南進

「だが、これは何も不思議

一行の前に立ちはだかって

麓にも多くの兵がいて、

式部太夫親能である。相

な事ではござらぬ。我ら藤

とお思いではござらぬか。
」

い杭が並べて打ち込まれ、

模の出にて京の官人として

狂な男がいる。

し、陸に打ち上げられた鯨

忠衡に声をかけてくる。国

出世しながら、頼朝の挙兵

いるのだ。

頑丈な縄がどこまでも張り

衡の命によって、泰衡が名

「確かに・・」

のように横たわる向山を対

取川から南下する事を阻止

が、やがて諦めたように上

ろ、彼の生来の、地の利を

きた。

岸にして河原に立っている。 巡らされているのが確認で

昇をやめて地上へ取って返

を覆い隠していった。

天上へまっすぐ昇っていく

河の率いる兵は湖の魚ども
し始めた。

心得た本拠地だったのだか

「飲んでおるのか・
・貴様。
」

「明日も晴れますかな。」

方たるものを示そうとして

王となって、真の国のあり

「青葉山は、もともとは我

るというのだ。

し

が変身したもので無尽蔵で

おとり

ら。

忠衡は、国衡の兵に皮肉

ずや北の藤原は握っており

巨大、長大なる龍は国分

を飛んでいる・・鳥の翼に、 その本体である広瀬の川は

を 投 げ つ け た。 せ ん な き

「能直は、
よくやりました。
」

まする。」

忠衡は目を細めずに何故か

か

ち上がっていたが、高衡は
ある、という噂さえありま

つ

構わず少女と向き合い続け
す。」

あ

陽 が 暮 れ て 三、四 刻 過 ぎ
た。

おおいくさ

たろうか。大戦、とはいえ
「兄・泰衡は伊達の佐藤家

名取大河の支流であり、大

事・・国衡にすれば、武は

親能が言った。実は、頼朝

龍は、追ってこなかった。 て別方向から攻める・・そ

が一族の支配した森。大天

河に入って海に至るまでそ

己の、政は泰衡の領分だと

は自らの隠し子を、親能に

れだけだ。それぞれ、異なる

おるのでござる。」

どこまでも、信じ難い話
馬の脚、全身の巻き毛。そ

の身を伸ばさねば、敵軍の

わかっていたのだ。

災難が待ち受けていよう。
」

「勿論、末期の水と心得て

であるが、若は絶対にこの

うか、即ち午・羊・猿・酉

侵入をみすみす許してしま

「向山に登る。案内せよ。」

トヨが乗った麒麟を襲っ

「ものの見事に伊達は陥落

兵たちが就寝に動き始めた。 の長子です。羽黒衆ととも
内容を忘れるまい、と決心

という、南から西にかけて

う事になる。そして支流終

預けてあるのだ。それが阿

て上昇するのを諦めると、

原防備の要である。しかし

に京への視察、情報・学識
していた。同時に、迫り来

の干支獣の集合体だ。おそ

点の反対側、烏兎森へ向か

＊

津賀志山越えで、初陣を飾

狗はこの山の全てを、流用

の掌握を任された家柄で、
る王国の瓦解の音を身体に

らく国見の森に住むという

う上流方面もまた防御した

頼朝は眠れなかった。船

「真の、
国のあり方だと！」

何割かは起きたまま見張り
泰衡も某も、京へ向かった
感じるようで、胸が苦しか

化け山猫を連れ出したか。

いのだが、龍の頭とて二又

おります。」

に立ち、大半は不安なる眠
事がありました。泰衡は当
った。

あの芭蕉とかいう坊主、胡

はなく、力が分散する恐れ

したようじゃのう。」

りにつくのであろう。
家きっての秀才であるだけ
「ありがとう、四郎様・・

散臭いが相当の魔術の使い

しているに過ぎない。」

若もまた、高衡を引き止
でなく、初代清衡公の御意
遅くまでこんなにたくさん

手と目されるな・・・。

しばし、酒を酌み交わす。 国から世を統べる鍵を、必

いでか。」

芭蕉が尋ねる。

の消えた川を渡って大天狗

は、乗り込まれる・・・敵

「という事は、烏兎森方面

張られていない。

もありそちら側には大縄は

先が真の修羅の道。だがこ

るがいい。確かにここから

「弟よ・・まず安心して眠

はない。

秋の虫たちの合唱のせいで

流を誅す・・これも歴史の

「いかにも。秀郷流が秀郷

わば、平泉藤原と同族・・」

秀郷流の者がおるとな。い

「親能よ・・其方の猶子に

なのである。

子を抱える、子育ての名手

迫の陣地の夜長に響き渡る、 っていた。他にも多くの養

るように見えた。

な一行の行く手を睨んでい

らもたげられ、じっと小さ

が頭は長い身体の向こうか

て寝そべったのである。だ

降りて広瀬川の流れに沿っ

たちまちのうちに再び地に

い。」

大天狗も、ただでは済むま

ラであれば・・お前たちも、

めるのが、もしチャンルー

「よくないな・・明日目覚

何の励ましもなかったが

よしなお

「説明している時間など、

の領域へ渡った、というと

の霊的戦力に、大河次郎が

雷神となって遥か上空の

の俺がついておる。」

美しく紅葉する楓の樹の元

ない。二人か一人に分かれ

「若どの。千年後の奥羽は、 ころだろうか。

大河次郎兼任、伝説の男

脅かされねばいいのだが。
」

「宮澤さんの顔を立ててく

に座り、寄りかかると、文

血筋である事から、もとも

事でした。忠衡が大天狗の

るのは、大変だと思うけど。 て張った防塁結界の力が及

国が、好きだけどね。生き

岩手が、ああつまり、この

閉された状態にある。名取

らは、烏兎森の頂に魂が幽

して、死者らしからぬ精気

えみし

と出羽の男鹿より奉公に来

んでいない。結界は青葉山

太郎も知っていたはずだが、 にも似た異様な霊力をみな

しおがま

ていた西木戸太郎がその力

みんな」

の南の峡谷を縫うように貫

おどがもり

の抑止力のために迎えられ

いていて、龍が実体化でき

ぎらせて待機しているのだ。 「わしの家臣どもが、蝦夷

純三の不安もむべなる哉、 夜更かしは続く。チャンル

て心配する気配もあった。

どこか、彼らを仲間とし

ヤエトの最後の言葉には、

忠衡の目の前の広瀬川の

賢治が、龍に向かって丁

＊

「では、地の利を心得てお

めて話を聞き出し続けるの
向をよく理解し平泉、奥羽
話して下さって。だけど、

くよくご覧遊ばされよ。東

は気が咎められたが、平泉
両国の進むべき道について
本当に、お命を無駄になさ

「ふざけた事を・・おのれ、 「さよう。殿、平泉を、よ

藤原氏の内情はまだまだ謎
よく秀衡と対等に議論して

わしにも相伴させぬか。」

に満ちていた。
いた。それで父は、実子忠

龍が川の流れを離れたの

流れが、上流が途切れたた

妙でございましょう。京の

寧に願い出た件である。喜

え と

「伊達の地から養子となら
らないで下さい・・私でも

で、その隙にあの連中は水

よい所のままでしょうか。
」

る。おそらく、これから殿

兄・鎌倉悪源太義平の声だ。 血脈が、今や蝦夷の長であ

闇 の 奥 に い る、 腹 違 い の

の御家臣方が、奥羽に領地

字通り眠るように、ヤエト

ふな

れた泰衡様は・・何故お世継
衡の指針・手本とする意味

できる事があれば仰って下

いだて

ぎとされたのでしょうか。
」
でも、泰衡を養子として迎

「 で は、 一 番 上 の 兄 上 様

「私の時代は、ここからせ

か・・。義兄・国衡の親族

平氏との戦いに敗れ、二十

は去っていった。

そ ち

は・・」

めであろう、急激に渇水し

であり、武勇無双、人望厚

歳で無念の死を遂げた義

善の推測に対し、純三が首

―次回予告―

「そうですか・・若どのが

になるだと。わしは、蝦夷

高衡は微笑を返す。

「長兄・国衡が藤原家に入

いぜい七百年後の世界だけ

き逸材であったと聞く。天

を横に振る。

少々、予告が先走っていま

好きなら、よい所のままで

烏兎森に魂が入るという事

どもの支配を終わらせよう

す。」

ったのは、実はずっと後の

ていく。この下流までは、

から落ちた鬼神・名取太郎

を持たれる事になれば、や

「深読みしすぎでしょう。
たのです。」

るのもそこから北のみなの

「一体、何が待ちかまえて

れているのやも。」
忠衡自身が遥か北東の塩竃

平・・それが今、一大霊場

がてそれが新たな時代の蝦

むしろ、僕らの方から罠に
「抑止力、といいますと」

す。少し、安心しました。」

おります・・・兄よ。」

よしひら

ど・・どうかなあ。私は、

社から南西の烏兎森にかけ

に負けて肉体を奪われてか

たる奥州の強敵どもを前に

夷と呼ばれるのでござろう

したようで申し訳ございま

「国衡は、男鹿にある八郎

は、逆に地主神、鎮守とし

一九七〇年山形県鶴岡市

おう う えつげんぞう

な。」

嵌ったようなものなんです

せん・・賢治、喜善たちの
ての力を得るという事でも

生。札幌、東京を経て、仙

である。そこが深い霧の立

ーラって、どんだけ怖い女

ち込めた、大天狗の住む世

の大湖周辺を治める一族出

といった状況である。昭和

なのか？

＊
身で、大河次郎兼任の実兄

としておるのだぞ。」

の時代には堅牢な仙台城の

「何をやっているのだ・・

台に移住。市内のケルト音

「そうでござったな・・そ

返答はない。しばらくし
向山の低い稜線に沿って、 てやはり寝付けず、起き上

威容が残る青葉山が、今た

あるのだ・・。
川の水が退いた隙に、忠

れにしても、蝦夷が藤原姓

燈明が灯されている。

がって襖を開けると、中庭

界という事だ。
忠衡は苦々しい顔で西の

衡は対岸へ馬脚を進める。

龍め。」
夜空を見上げていた。彼は

です。八郎の途轍もなく巨

奥羽越現像氏紹介

から。」

はざま

共に鍋を囲んだ兵らも立
さいまし。」

わかった。何かに跨り、空

ああ、あの光はトヨ殿だ。 「さて、どうしたものか。」

勝つ気のない囮の籠城作戦

藤原の王国を
見よ

を明朝に控えた名取高舘の

第二十一話

楽サークルに所属し、あち

こち出没し演奏する。フィ 大な湖は、これまた古より
ドル（ヴァイオリン）担当。 魔物の住処と恐れられ、大
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連載
むかしばなし

えられたものと思われま
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りも、氷の景色である。
ご覧いただきたい。写真だ

氷点下十度以下の厳冬
遠野は真冬を迎え、氷点
け見てもその長さが分から

まずは、巨大なつららを

巨大つらら

下十度以下にもなる厳しい

寒さの季節となった。
現地の寒暖計の写真を見

るたび、東京にいる寒がり

の筆者の身体が反射的に強

張ってくる。氷点下十度以

下というのは、寒いという

遠野 1000 景より
光景が出現している。筆者
が、細かなつららが楕円を
形成するように連なり、ワ

文字通り氷のたけのこ。こ
れもめずらしい。

正月行事と祭り

小正月の十五日、神社で
は「どんと祭」が行われ、
各家々の正月飾りやお札が
持ち寄られ、焼かれる。そ

もちろんさまざまな人の活

た。積雪を背景にした鹿装

りの鹿の撮影会も開催され

雪景色のなかではしし踊

の火で餅も焼かれる。きっ
氷のはかまをはいた枯れ

動もある。寒いからといっ

こうした氷だらけと思わ

木もよそではお目にかかれ

て、一日中家の中に閉じこ

ニの口のように見える。

る。洞窟の中の水の流れも

ない。水中から突き出た鹿

もってはいられない。

束の黒が映えている。

れる真冬の遠野ではあるが、 とおいしいことだろう。

凍りついて、凍った川のよ

の角に見える。

ない光景である。

氷筍（ひょうじゅん）は

うである。めったに見られ

小さな滝も凍りついてい

い大きさだ。

東京近辺では見ることはな

以上の長さのつららである。 は「ワニ」と名づけている

他の写真では、三メートル

ないが、人間が写っている

シリーズ 遠野の自然
沼地では、もっと珍しい
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凍てつく
どんと祭

感覚を通り越し、刺すよう

な痛みになっているだろう。
大分前のことだが、年末

のソウルで氷点下二十度近
くの寒さを経験したことが
あるが、あの時も、寒いと
いうより、複数の針が肌に
突き刺さってチクチクする
感じがしたものだ。

氷、氷、氷
そんな遠野の厳冬の風景
といえば、雪景色というよ

流れる氷

氷筍

雪のなかの撮影会

氷のはかまをはいた枯れ木

「遠野の初秋」
氷のワニ
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であった。

然の驚異を体現したような

だ宗教のうち、もっとも自

を指す。神の仮住まいに過

で、神を祭る仮小屋や祭壇

とは本来は「屋代」の意味

（社）といい、このヤシロ

神 社 は、 古 く は ヤ シ ロ

込んだ荒々

ままを取り

た。自然の

溶岩であっ

台は巨大な

ったが、土

そうした宗教以外に、あ

る自分を感じるのである。
の大震災を乗り越えていく

陣を備えた建物が「本殿」

重要な御神体の鎮座する内

時代が下って様式化され

った。

ないかと思

来の姿では

を見せつけられ、人間の無

い知らしめた。圧倒的な力

縄文人から現代まで、自然

模も大きくはないが、古代

この神社には拝殿はある

ことが出来る宗教はないと
直感的に思うのである。

東北を思い出させる旅
そんなことを思いながら
の神社仏閣巡りの旅であっ
た。そして急に東北の神社

また今般は山頂に登れず
とされ、御神体を拝むため

と対峙し、歴史の荒波を生

たままの心は、最も原初的

そうした空虚さを保持し

ルイとモレの顕彰碑に出会

寺で、古代東北の雄、アテ

そうしたところに、清水

石上神宮の主祭神は神剣
「韴霊 （ふつのみたま）」

清水寺ーアテルイとモレ顕彰碑説明

社である。

が本殿はない。ご神体が美
ぎなかったヤシロは、寺院
しい神社に

むき出しの宗教を求めてい

拝殿も本殿

輪山である。また、磐座神
において仏像を祀る仏教の
圧倒された。

も木造であ

社は岩がご神体であり、美
影響から、御神体を常祭す
そしてこ

本殿という形式

輪山頂にあるという磐座の
る「神社」へと変貌してい

残念だったが、ご神体とし
の「拝殿」や、神域を区切

力を徹底的に思い知らされ

き抜いてきた東北の神社仏

仏閣が懐かしく感じられた。

ての美輪山とは、巨石とし

た神社は、十和田神社参拝

閣がとても身近に感じられ

のような神社になる前は、

な宗教を求める。世界でも

大震災と自然の驚異

「清水寺ーアテルイとモレ顕彰碑

も登場する日本最古と言わ
れる神社であり、日本神道
の源流への入口が見出せる

巨石のミニチュア版ともい
った。神社において、最も

のではないかと、いつか参

えるものだが、古い神社の

拝したいと思っていた。

形であるという。
れが神社本

ての磐座でもあるという。
る鳥居などの設備が整備さ

た。人間の築き上げたもの

決して豪華さはないし、規

いわば、超古代の巨石信仰

など幻影にすぎないとまで

こうした形式が一般的であ
一昨年、十和田神社を参

った。不意を突かれた幸福

東北大震災と神社参拝
ちょうど２年前、伊勢神

れてならない。やはり自然

れていったと言われている。 以来、神との距離が感じら
そういった神社の歴史を垣

古代、日本の神社が現在

関係を考えてみたかったこ
り、後に様式化して本殿が

類を見ないほど自然環境の

な出会いだった。

た。

と、及び同年秋の式年遷宮
出来、現在のような神社形

東北大震災はあらためて

厳しい日本という国が育ん

間見せる大神神社であった。 そのものを実感できる神社

前に行ってみたいというこ

拝した折に驚いたことがあ

自然の驚異というものを思

がしっくりすると感じた。

とがあったためである。
式が出来ていったのではな

る。神社全体が溶岩だらけ

自然の中で生きる

しかし、一度訪れたくら
いか、それを実感させる神

係について何かが分かる訳

もなく、その後、答えを求

めて東北各地の神社仏閣を

巡り、他方、日本の宗教に

古い形を残す磐座神社

ついて考え続けてきた。
とはいえ、行けば行くほ

ど、迷路にはまり込み、答

えは永遠に見つかりそうも
ないと思い始めていた。

神社の源流―大神神社
そんな矢先、まさにおあ
つらえむきに大神神社行き
の旅行パンフレットが突然
大 神 神 社 と 書 い て、「 お

目の前に現れた。

大神神社ご神体の美輪山

いで東北大震災と宗教の関

思わせた。

が残っているともいえる。

自然そのままの十和田神社本殿

宮に参拝した。東北大震災

神道の源流を探る旅①
奈良－大神神社

と宗教、なかでも神道との

東北大震災と宗教を考える

おみわじんじゃ」と読むが、
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シリーズ企画
そこは古事記や日本書紀に

本殿のない大神神社の拝殿

大和三山 香具山 ・ 畝傍山 ・ 耳成山

大物主大神の化身の白蛇が棲む
巳の神杉 ( みのかみすぎ )
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第 32 号 ネットアンケート集計結果
【阪神淡路大震災と東北大震災】
NO.
①

質問と選択肢
住所
（１） 東北被災地
（２） 被災地以外の東北
（３） 東北以外
性別
（１） 男性
（２） 女性
年齢
（１） 20 歳未満
（２） 20 歳以上 40 歳未満
（３） 40 歳以上 60 歳未満
（４） 60 歳以上
阪神淡路大震災を覚えているか ?
（１） はっきりと覚えている
（２） 一部忘れかけている
（３） ほとんど忘れてしまった
（４） いずれでもない
阪神淡路大震災からの復興
（１） ほぼ復興した
（２） 復興途上である
（３） 復興したとは言えない
（４） いずれでもない
阪神淡路大震災と東北大震災比較①
（１） 阪神淡路大震災の方が早い
（２） 確保東北大震災の方が早い
（３） 同じくらい
（４） いずれでもない
阪神淡路大震災と東北大震災比較② ( 政府）
（１） 阪神淡路大震災の方が関心高い
（２） 東北大震災の方が関心高い
（３） 同じくらい
（４） いずれでもない
阪神淡路大震災と東北大震災比較③（国民）
（１） 阪神淡路大震災の方が関心高い
（２） 東北大震災の方が関心高い
（３） 同じくらい
（４） いずれでもない
両大震災復興の連携は可能か ?
（１） 可能である
（２） むずかしい
（３） 無理である
（４） いずれでもない
両大震災復興連携の担い手
（１） シニア世代
（２） 現役大人世代
（３） 若い世代
（４） いずれでもない

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

（２）被災地以外の東北
（３）東北以外

②
（１）男性

17
3

（２）女性

③

0
1
17
2

（１）20歳未満
（２）20歳以上40歳未満
（３）40歳以上60歳未満
（４）60歳以上

12
7
0
1

④

（１）はっきりと覚えている
（２）一部忘れかけている
（３）ほとんど忘れてしまった
（４）いずれでもない

⑤

10
7
2
1

（１） ほぼ復興した
（２）復興途上である
（３）復興したとは言えない
（４） いずれでもない

17
0
0
3

⑥

（１）阪神淡路大震災の方が早い
（２）確保東北大震災の方が早い
（３）同じくらい
（４）いずれでもない

⑦

6
7
3
4

（１） 阪神淡路大震災の方が関心高い
（２）東北大震災の方が関心高い
（３）同じくらい
（４）いずれでもない

2
9
5
4

⑧

（１） 阪神淡路大震災の方が関心高い
（２）東北大震災の方が関心高い
（３）同じくらい
（４）いずれでもない

⑨

11
4
3
2

（１）可能である
（２）むずかしい
（３）無理である
（４）いずれでもない

⑩

（１）シニア世代

2
9
7
2

（２）現役大人世代
（３）若い世代
（４）いずれでもない

先月末から今月

• ご提案いただいた企画については、当新聞で責任をもって
検討させていただいた上で、企画開始に向けてのしかるべ
き方法・手段をご提案するなり、企画実現のための仲間を
募ってまいりたいと考えております。また、当新聞でご紹介さ
せていただきたいと思います。（氏名公表か非公表かはご相
談）

初めにかけて、三

• 連絡先／企画提出先
（郵送） 〒207-0005
東京都東大和市高木3-315-1
ホームタウン宮前2-2
電子タブロイド新聞【東北復興】 宛
（メール） yumuyu@wj8.so-net.ne.jp
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今回は【阪神淡路大震災

陸産の牡蠣をたく

さ ん 食 べ ま し た。

今年の牡蠣は出来

「東北を世界に！」プロジェクト募集

• たくさんのご提案をお待ちしています

と東北大震災】でした。今

から二十年前の一月十七日。

東北大震災の印象がまだ強

烈に残っているので、多少

編集後記

が良いです。どれ

文時代から食べられていた

かすんでしまったかもしれ

ようです。最初に食べた人

もぷっくりとして、大粒で

ない光景が広がっていまし

は勇気がある人です。あん

ませんが、あのときも、神

た。その阪神淡路大震災と

なに堅い殻のなかに、柔ら

牡蠣といえば、すでに縄

東北大震災を比較してみま

かい牡蠣があり、しかも毒

おいしい。

した。回答者数は二十名。

はなく、おいしいというこ

戸の街にあちこちで火の手

「阪神淡路大震災を覚え

とを自ら発見したわけです

60

があがり、とても信じられ

％、「一

ているか？」は「はっきり

％。 から、すごいパイオニア精

35

と覚えている」が

部忘れかけている」は

牡蠣以外にも、縄文人の

神です。

食のレパートリーはかなり

35 50

「阪神淡路大震災からの復

％、「復興途上である」

興 」 は、「 ほ ぼ 復 興 し た 」

広範囲に亘っており、最近

が

％。「 阪 神 淡 路 大 震 災

の加工食品類を除けば、ほ

が

と東北大震災比較①」で、

ぼ現代人の食のレパートリ

• プロジェクト募集要領
① 東北の復興、活性化、再興を目的としたプロ
ジェクト企画であれば、何でも可
② 応募資格は特に定めず、 被災地、被災地以外
の居住も問わず、国籍・年齢・性別を問わず
③ 企画書のようなものがあれば可---形式自由
（プロジェクト名、プロジェクト期間、目的、どう
やって実現するかの手段、仲間などを明記して
いただきたいと思います）
④ 〆切はとくに設けません

％。 ーと大した差はなかったよ

縄文時代の貝塚から発見

「東北を世界に！」プロジェクト募集

復興は「阪神淡路大震災の

される食物の痕跡を見る

方が早い」が圧倒的で

震災比較②」で、政府の関

85

うです。

心度合は「東北大震災の方

と、貝類や、マグロやサメ

35

「阪神淡路大震災と東北大

％、「 阪

などの魚類、アザラシやト

30

（１）東北被災地

12
1
7

が関心高い」が

神淡路大震災の方が関心高

ドなどの海獣類、熊、鹿は

もちろん、タヌキまで食べ

％ で 拮 抗。「 阪 神

い」が

淡路大震災と東北大震災比

ていたようです。

そうした意味で、現代人

45

較③」では、国民の関心度

合は「東北大震災の方が関

の食生活は縄文人のパイオ

ニア精神によってもたらさ

％、「 阪 神 淡

路大震災の方が関心高い」

れたと言っても過言ではあ

10

心高い」が

％と差がつきました。

が

そして縄文時代は一万年

りません。

以 上 続 い た わ け で す か ら、

「両大震災復興の連携は

％ で、「 む ず か し い 」

可能か？」は「可能である」

が

ある意味で、日本人の食生

20 55
％を引き離しました。

活は基本的に一万年以上の

の

歴史を持つとも言えます。

牡蠣を食べながら、そんな

ことを考えてみました。

「両大震災復興連携の担

％、「 若 い 世 代 」 が

35

い手」は「現役大人世代」

が

％で続きました。

45

①

回答数

