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間が過ぎていくうちに、他
は人材第一優先ということ

そ者」がたくさんいた。そ

境をものともせず、チャレ

これからの厳しい復興環

しかし、もう一度呼び戻

地を去ったかもしれない。

に直面して、落胆し、被災

で完結しようという頑なな

ついでに、何でも東北内

遠隔地間連携

「被災地民主主義」とでも
ンジ精神で乗り切っていく

の多くは、さまざまな障害

名づけられるような多数決

ここから出直すためには、 である。

ろうか。

したし、人々の眼は次第に
主義で乗り越えていくべき

にも多くの自然災害が発生
そちらに向いていくのを止

打って出るのがいいのでは

むしろ、いきなり世界へ

人たちに出来て、現代の東

世界との交流、通商が先

ら四百年前に宮城の港から、

業の進出を思い浮かべるが、

海外進出というとすぐ産

東北文化発信

ないか。条件は揃っている。 北人が出来ないわけがない。

かつて、東北の雄、伊達

東北と東京その他の大都

スペインに向け、サン・フ

政宗は世界を夢見て、今か

市圏で役割を分担して、遠

発想も排除しよう。

めることは出来ない。
ような人材が必要であり、

これからの被災地には、

東北には世界に誇れる文化

せば良いではないか。

ではなかろうか。

復興予算もこれからは減
それも大勢必要である。

があることに気づいていな

徹底して話し合ったのだ

ァン・バウティスタ号を出

額されるだろう。すでにそ

航させた。

分散し、あるいは連携して、 なのである。

結果は、鎖国により支倉

祭礼など、外国人が見た

隔地間プロジェクトを発足

から、あとは多数決で方向

あるいはもっと世界規模

常長らは悲劇的な結末を迎

させるのも面白い。

を決するという民主主義の

そして、快く受け入れ、

に発展させて、東北と海外

そして東北には彼らが必要

の兆候は出始めている。こ

さまざまなチャレンジング

彼らの活躍の場を提供し、

そうした人材が各分野に

傾向はどんどん加速してい
基本ルールを再確認すべき

なプロジェクトを多数配置

ことは被災地がいちばんよ

柔軟に発想し、成果を勝

ち取れればいい。

貿易を行っていたという可

の港を拠点に積極的に海外

イの時代には、青森や秋田

それより遡れば、アテル

アングルから再発見すれば、

軟にして、東北の魅力を別

込んだ硬直化した頭脳を柔

幕末の戊辰戦争以来しみ

く、世界に飛び出したのだ。 めることだろう。

い東北人が多い。

くだろう。
ではないか。そして前進し

そうしたことで、復興に

ら、驚嘆のまなざしで見つ

く知っているのではないか。

ではないか。

えたが、どの武将よりも早

ある時期に流行ったこと

うが、それだけで足りない
ば が あ る。『「 わ か 者 」「 ば

わか者・よそ者誘致

東北にも人材はいるだろ

していくことが必要である。 実際に活躍させてはどうか。 を結ぶプロジェクトもいい

待ちの姿勢転換

まずそのことではないか。

この四年間で学ぶべきは

ていくべきと考える。

向けての環境はますます厳
しくなる。そのことははっ
きりと自覚すべきであり、
弱音を吐いてももう誰も

ってくるだけである。

被災地も被災者も、政治

マイナス思考を徹底排除
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心に刻み込むべきである。

東北を世界に！

もっと歴史を遡れば、鉄

自分たちだけでやろう、

従来の発想で行くと、産

伝来のルートが、従来教え

この四年間を振り返ると、 か 者 」「 よ そ 者 」 が 地 域 を

業も文化も、まず東京など

聞いてくれない。自分の口

変える』という言葉である。 手助けは無用だと意固地に

の大都市圏に進出し、それ

新たな復興の道筋もきっと
なったところでいったい何

して、究極のプラス思考で

能性も指摘されている。
の意味があるというのだろ

られていたような朝鮮半島

今後の東北復興を考え直し

「待ちの姿勢」に終始して

まさにその通りであり、

でも勢いがあれば世界へ打

経由ではなく、カラフトか

てはどうだろうか。

や心から出た弱音はこだま

これからの東北被災地にぴ

うか。そうした態度はプラ

ら北海道経由の東北ルート

見えてくるに違いない。
ったりである。

って出るというステップを

もありえたという話もある。

きたのではないか。
主導を棚上げするほど、積

イドでもなんでもない。無

踏むことになるが、果たし

のようにむなしく自分に返
冷静になって周囲を見渡

極的かつ自主的に復興をリ

てそれでいいのだろうか。

この四年間の復興総括
もう終わってしまった四
せば、課題が山積している

用のものである。

• 産業で世界進出するよりも、まず「東北文化」
を世界に発信せよ
• 被災地の心のケアは、世界に誇れる東北新
文化創出で実現せよ
• 東北が日本から独立するほどの気概を持て

飛び込んだ「わか者」、「よ

• 東北は過去に何度も世界進出を企てているこ
とを思い出し、先人の勇気を見習え
• 「世界に紹介したい東北」を再発見せよ
• グローカル発想で遠隔地間連携を図る

こ れ か ら も「 待 ち の 姿

外部人材獲得と活用

かつて、そうした思いを

年間、最初から最後まで不

ードしてきたとは言えない。 胸に秘め、勇んで被災地に

• 東京経由という発想を捨て、いきなり世界へ

状況が覆いかぶさってくる

たら、いった

この四年間、被災地の多

復興は人材

まず言いた

世界の東北へ

何一つ解決していないと、 勢」を継続し
いどうなって

くで、被災者同士の利害が

これ以上説

そして政治の無作為にい

いことは、こ

• 大震災から5年目という厳しい状況を受容せよ
• 震災直後の勢いを期待できないことを自覚せよ
• 「東北人は良い人」を止めよう！「良い人」の看板
だけでは復興は出来ないことを自覚せよ
• 周囲を見渡して課題山積の状況に負けないこと
• 弱音を吐いても同情してくれないことを受容せよ
• 周囲が変わったと嘆かないこと、 4年も経てば他
の自然災害と同列視されることを覚悟せよ
• 待ちの姿勢から積極姿勢へ、自助へ、自ら変わ
れ！動け！
• 利害で分裂している場合ではない、被災地の意思
を固めよ！そのための体制組み直し急務

なに嘆いたところで戻らな

投げやりな気持ちに傾くか

しまうだろう

もしれない。
しかし、投げやりになっ

か。恐ろしい

い。また、過去の足跡をた
まれないし、むしろ後悔す

たところで、自分にそのま

だ反省するだけでは何も生
ることで、前進するエネル

事態が見える
だけである。

ギーが減退するだけである。 ま返ってくるだけである。
そんなことは止めよう。
で気が動転してしまい、あ

衝突して、地域復興の基本

教じみたこと

転換が必要で

れよあれよという間に過ぎ

方針が漂流を続けた結果、

を並べ立てて

被災地総意の再形成

た四年間を、これからの五

ただでさえ復興が進まない

ただし、未曾有の大災害

年目以降の復興に役立てる

のに、余計に復興が遅れた

ある。

まず、すでに五年目に入

ための総括は必要である。

ので今後のこ

も仕方がない
現実がある。このままでい

とを考えよう。

状況がある。そしていまの
勢いはもう期待できない。

けば、さらに遅れていく。

ったことで、大震災直後の
ボランティアもどんどん

も減少するのは確実である。 いように利用されてきた。

れからの復興

減少しているし、これから

ほんとにこれでいいのだ

• 復興は資金優先ではなく、まず人材獲得であり、
人材がすべてであることを基本に据えよ
• 東北内部人材だけで復興は無理と覚悟せよ
• よそ者復興プロデューサーを受け容れよ
• 特に若手流入を促進し、活躍の場を与えよ
• 復興のポイント、東北の魅力は東北人だけでは分
からない、よそ者による東北の魅力発掘に協力せ
よ、素直にアドバイスを受け入れよ
• 政府資金はあてにできない、よそ者が持ち込む民
間資金とアイディアによる産業創出を目指せ
• 人口流出防止は、上記転換による働き口創出に
尽きる

だろう。

このままでいいはずはない
ではどうすればよいか

満足に終始した復興作業の

東北が自己革新を！

四年間という時間は、どん

5 年目以降の東北復興とは？
同情も期待できない。時

5年目以降の方針転換急務

木 曜 日
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自ら神道信奉者と言おうも

とでも言わんばかりの建前

向き、まるで宗教など不要

それなのに、日本では表

らないという使命感だけだ

ちの代で途切れさせてはな

いた地域の祭礼を、自分た

その家の庭で舞うのである。

するために各家々を回り、

はお盆の季節、位牌を供養

た岩手に残る鬼剣舞は、墓

あるいは、一揆の多かっ

人や地域の結びつきは他

場で舞うことで亡くなった

ったろうか。

の手段でも可能だし、何も

こうした宗教らしくない

だという。

震災直後に復活させずとも、 人たちと魂の交流をするの

途切れることはない。やは

りそこにはもっと深い意味

言い出しにくいことだった

つまり、当時はなかなか

が、いまでも東北の被災地、

祭礼と宗教の合体した形態

の一部と化し、習慣化した

宗教、生活に根差し、生活

ろうが、そこに地域の宗教

あるいはその周辺に残って

があったと断言できる。

があったからではないだろ

東北のこうした様式は一

いることは発見であった。

平時にはすっかり忘れ去

が亡くなられている状況に

ら地域の祭礼復活の要望が

ないなかで、被災地住民か

地では、衣食住もままなら

ゆえに途絶えそうになって

あるいは、被災のすごさ

うことだけだったろうか。

かった宗教ではないか。

み、宗教などと意識もしな

である。

重要ではないかと思ったの

それはともかく、その地

対し、葬式でしか接するこ

とはいえ、それは人と人

えてみたいと思って筆を執

とのない仏教がどういう答

・

異にしており、地域の神社

なぜ日本ではこうした珍

また既存の宗教に答えを

までも見つかっていない。

のアプローチ以上に何か関

既存の宗教に対して、普段

どうか大分迷ったようだ。

ほんとうに復活したものか

現に岩手南部のしし踊り

った次第である。

いただく神社から、

に参拝し、おみくじをひき、

妙な事態が出現しているの

た。それが震災で傷ついた
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うか。

般的な祭りの様式とははっ

点から、あらためて宗教と

っていた宗教、震災で無く

は何かを考えていくことは

きり異なると筆者は考える

さらに大胆に言えばそれ

してみて初めてその有難み

は、生活にすっかり溶け込

が、なかなかその違いを理

とを再び結びつけ、地域の

解してもらうのは大変なよ

復活に希望を見出したとい

が分かった宗教の復活を期
葬式でしか接する機会の

当新聞でも何度か取り上

したのではなかったか。

とを選択するのは筆者なり

ない仏教に出口を求めよう

げたが、大震災直後の被災

した状況があちこちで見ら

北アフリカでは、キリスト

にかなりの決断が必要だっ

という気持ちにもならなか

きなかった。

仏式である。とはいえ、そ
教とイスラム教、さらには

たが、東北大震災とこの国

った。すでにたくさんの人

のなら、大した根拠もなく

うである。

イスラム教各宗派間で大き

の矛盾だらけの宗教の位置

なぜかこの国では、人前
右翼系の人間と見なされる

れた。

の所属する宗派の教義につ
な争いが発生し、大規模な

で宗教の話をすることがた

多数寄せられていた。

勢の人々の思いを推し量る

被災者から復活要望を告
げられた祭礼の担い手たち
は、被災地のすさまじい状
況を見るにつけ、衣食住確

人々は、積極的に信仰して

各家々にはしめ縄を飾る。

被災者やその他の人々は、 保を優先すべき状況の中で、

いのである。

そこであらためて問いた

のが正直な感想である。

の氏子のみによって継承さ

震災発生以降、あのショッ

ショックを乗り越える教え

クを何で受け止めたらよい

のは困難なため、特定宗教

熱心な仏教徒、神道者、キ

か答えを探したが、なかな

れてきた祭礼である。

リスト教徒、その他宗教信

がもたらされる姿もなかな

神道に対するこうした受

徒は存在しているのだ。

からはフリーな状態にある

け止め方の一方で、元旦の

いるわけでもない仏教の信

筆者が聞く限りにおいて

被災者たちをどんなにか勇
気づけたことだろう。そう

はそうした話は聞かない。

しかし、結局、復活させ

係を強めたであろうか。

賭けようという気持ちも起

が見つかるという可能性に

見つけようとしたが、なか
るのだろうか。

なかむずかしかった。答え

宗教を避けて通れない

このテーマに切り込むこ

生活に溶け込んだ宗教

いて聞かれてまともに答え

殺人、戦争まで起きている。 づけの関係をあらためて考

めらわれるような空気があ

神道はどうかといえば、

られる人は少ないだろう。

被災直後に復活した
地域の祭礼の意味

香取神宮 拝殿
えを用意してくれるのか、

・ ショックは

しかし、日本に宗教がな

ですっぽり覆われている。
いかといえば、前述のよう

傾向があるように思う。
筆者は最近、全国あちこ

な「仏教徒」はたくさん存

祭礼といっても、都市部

ちの神社を参拝しているこ

想像がつかなかったのだ。

とを何のためらいもなく人

在する。

既存宗教で救われたか

原因は、少し前のカルト
に話すが、聞く側は筆者の

なかに積極的に参加する人、 筆者の経験に絞って言うが、 か想像できなかったという

での祭礼とはずいぶん趣を

教団の許しがたい犯罪ゆえ

ことを右翼系の思想信条の

している人は確実にいる。

またおみくじやお守りを

であろうか。それとも、特

持ち主と受け止めているか

この問いに対し、他の大

定宗教に関わる者というレ
もしれない。

11
えるとこの事態を理解でき

か見つけられなかった。い

初詣には多くの人々が神社

また、特定宗教・宗派の

ッテルを避けようとしてい

3

そこに何の矛盾も感じない。 であろうか。どのように捉

その一方でたいていの

面妖な状態である。

く分からないが、とにかく

るからだろうか。原因はよ

る。そのためか、みなこの

宗教論議は
タブーなのか？

伊勢神宮内宮 拝殿

徒と言うことにはあまり抵
抗がない。そしてたいてい
の家には仏壇があり、近く

現在、ヨーロッパ、中東、

十和田神社 参道の溶岩巨石

なぜこの問題を避けるのか？
3 ・ 11 は日本と日本人の宗教的
欠落をあぶり出したのではないか

の寺には墓があり、葬式も

大神神社 御神体 美輪山

大震災後の宗教問題を考える

話題を避けたがる。

鹿島神宮 拝殿
11

3

第 35 号 http://tohoku-fukko.jp/
2015 年 （平成 27 年） 4 月 16 日 （木曜日）

ったのではないかと考える

大同二年の壁

最も古い神社探し

もそれ以上進めないのだ。

培われたイメージとはまっ

とは山岳宗教や古神道に仏

言うまでもなく、修験道

いろいろ考えた挙句、当

も創建が大同二年である。

在していたはずの神社仏閣

ものは多い。それ以前に存

殿がなく、山や巨石、巨木

一番古い神社様式は、本

三社、諏訪大社などである。

香取神宮、息栖神社の東国

社、弥彦神社、鹿島神宮、

箟峯寺、伊勢神宮、榛名神

想像の域を出ない。ここで

いた。しかも従来の教育で

その一部は縄文土器に刻

教があるはずである。

まれている。しかし解読は

開始されたばかりである。

とはいえ、先入観を排除す

れば、豊穣な世界が広がる。

答えはそこにあるだろう。

旅はまだ途中

まだ旅は終わっていない。

分からないことだらけであ

る。でもそこに求める答え

は確かに存在するという手

ごたえを感じる。やはり最

は止めようとは思わない。
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後は縄文であり、縄文から

出発し、そこに尽きるとい

ショックから、つ

う感じがしている。

・

いにここまで来てしまった。

最初と最後だけを聞いたら、

と何の関係があるの

っとすごい自然災害があり、 そうである。しかしこの旅

・

それをしっかり受け止めた

たく異なる縄文人がいた。

歴史を一挙に飛び越え、縄

列柱があったようである。

縄文に辿りつく

文時代の探索を開始した。

縄文人の世界観があり、宗

日本人も国も、自国の古

そこには原始人としての

青森の三内丸山遺跡の巨

とのつながりが見えてくる。 に遡らないように誘導する

縄文人ではなく、現代日本

ようになった。

力が働いているのかと勘繰

地域の祭礼と修験道

りたくなるほどである。

を広めるため、分かりやす
教要素をミックスした教え

時の政権による宗教界徹底

かという叱責が聞こえてき
可能な限り回ってみた。そ

でもそこまでで、遺跡発

いビジュアルとしての神楽

であるが、この山岳宗教や

支配確立の影響が考えられ

を御神体としている。たと

おそらくその時代にはも

の旅のなかで、神社のルー

掘遅れのため、それ以上は

そこでまた方向転換し、

例えば、古い時代の神楽
そうすると、平安時代の

ツを考えてみようと思った。

い歴史にはあまり興味がな

の足の運び、鬼剣舞の足の

始まりである大同二年（西

同時にまた古来有名な神社

大な柱跡も、何か共通性が

また、これら地域の祭礼
動き、そうしたなかにもっ

暦八百七年）という壁にぶ

などの祭礼様式を用いたと

古神道が日常的に溶け込ん

えば、奈良の大神神社の御

式を持つ。御柱という巨木

あるいは、何か古い時代

のルーツを辿ってみると、
と古い時代の宗教の名残り
ち当たった。

解釈すべきだろうか。その

でいる生活という下地があ

た。つまり、バラバラだっ

神体は三輪山である。

を四隅に立てる方式で有名

古い神社様式と縄文遺跡

最も古いもので平安初期あ
を感じるのである。相撲の

も参拝した。

より古いといわれる神社を

たりにまで遡る。
「四股」や反閇（へんばい）

巡りを実行した。

そして当時勃興しつつあ

東北に限らず、古い神社

ため、ほとんどの祭礼は神

た宗教をこの年に、権力で

主なものは、十和田神社、

楽等として修験道の教義を

ったからこそ、こうした神

ねじ伏せ、統一を図ったと
とすれば、歴史の改ざん

だが、その形は他にもある。

諏訪神社 上社本宮御柱

仏閣で大同二年創建という

織り込んだような様式とな

楽という形が可能になった
そんなことで地域の祭礼

があったと考えるのが条理

のではないか。

た様式が、修験道とともに

を起点にして、古神道や山

であり、ここでルーツ探し

しかし筆者は最近そうし

っていったと思われる。

突然出現したのではなく、

岳宗教、さらにそのルーツ

また、諏訪神社も古い形

それ以前の文化とコラボし

巨木といえば、秋田の大

考えられるのである。

たのだと思うようになった。 へと遡る旅に出たという次

の「旅」をストップし、別

第である。

湯環状列石遺跡にも巨木の

つまり、もともとそうし

ルートを探すことにした。

た様式を受容する下地があ

諏訪神社 上社前宮本殿

人の直接の祖先の縄文人が

った修験道の影響を直接受
という呪術的な足の運びな

そんなことで、大同二年

縄文土器 火焔土器

けている。というより、修

最初は、東北の古い神社

大湯環状列石 列柱

どがそうである。

いようにも感じられる。

11

11

縄文土器 井戸尻遺跡
感じられる。

3

3

大湯環状列石 石柱

験道の行者が、修験の教義
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第12回三陸酒海鮮会
渋谷開催（3/14）
第11回三陸酒海鮮会
日本橋開催（4/10）

りました。
ありますが、以前何度か紹

介された、福島の浪江ルー

毎度お馴染みとなりまし

ツで山形育ちの地酒「磐城

また、前回好評だったミ

寿（ い わ き こ と ぶ き ）」 が

た三陸酒海鮮会はこのひと

上に盛り上がりました。

月のうちに立て続けに渋谷、 ニライブも実施し、初回以

日本橋開催と続きました。

第十一回目を開催しました。 り上げられておりました。

四月十二日のテレビでも取

今回は新人参加も多々あり、 当三陸酒海鮮会でも人気の

日本橋開催は四月十日に

第十二回目を迎えました。

刺激的な会となりました。

たまたま今回はお酒のつまみ
にぴったりのメニューとなり
ましたが、けっして筆者の選
定ではございません。とはい
え、お酒が進みそうなメニュ
ーであることはまちがいない
ようです。
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渋谷開催は三月十四日に

その三日前の三月十一日が

オーナーから毎回、当日

日本橋

地酒で、とても親しみを感

東北大震災発生から四年目

供される三陸地酒の説明が

じました。

にあたったため、参加者の

渋谷

提案により黙とうから始ま

2015 年 （平成 27 年） 4 月 16 日 （木曜日）

渋谷ミニライブ

水産業再興のための
料理レシピ紹介
第８回目
【塩麹サンマの南蛮漬け】
と
【ぶりのササッと昆布で
〆た酒蒸し焼き】

郷土料理愛好家
松本由美子氏

材料と作り方(塩麹サンマの南蛮漬け）
【材料】
サンマ 3枚(塩麹につける)
人参 /玉ねぎ/ ピーマン/ パセリ /白ごま(仕上げに)
酢 大4、砂糖大4、醤油大4、みりん大2、水180cc
(調味料は鍋に入れて火を通す)

【作り方】
①フライパンで塩麹で漬けたサンマに片栗粉をまぶし、両面
をきつね色に焼きます。
② 野菜は千切りにして水にさらして絞る。
③ バットにサンマを並べ、絞った野菜をのせ、南蛮漬けのタ
レを熱いうちにかける。
④ 30分程で味をなじませます。仕上げに白ごまをふります。

塩麹サンマの南蛮漬け

作り方(ぶりのササッと昆布で〆た酒蒸し焼き）
【作り方】
ぶりに塩をふり、昆布を濡らして〆ておきます。
小麦粉を軽く振って、フライパンで焼き、仕上げに
酒をふります。塩は好みで味付け。
【ポイントアドバイス】
昆布は４～５時間でした。この昆布の残りは味噌
汁かお澄ましに・・・ぶりのだしが効いてます。
水菜も残りの油でサッと炒めると飾りにも映えます
し、美味しいです。（松本談）
お酒のおかずだけでなく、ご飯のおかずにもいいですね。ご飯のおかわりが進みそうです。

ぶりのササッと昆布
【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.

ふくしま
デスティネ ーシ ョン
キャンペーンが開 幕 ！

である。

屈指の桜の名所の多い地域

引のお人形様のような独自

いないご当地グルメや、船

参といったあまり知られて

ンバーガー、福島のイカ人

義経一行に関わるものも数

品々が展示されているが、

宝物殿には佐藤氏ゆかりの

碑もある。瑠璃光殿という

た佐藤継信・忠信兄弟の墓

を攻めなければいけなくな

を下から見上げると、ここ

があった。切り立った絶壁

の霊山山頂に移されたこと

攻めるに難く守るに易いこ

大将軍北畠顕家によって、

陸奥国府が、南朝方の鎮守

が多数あるそうで、地区に

古くから発光物体の目撃例

の里」として知られてい

地 区 は 地 元 で は「 Ｕ Ｆ Ｏ

ールについては以前「東北

念である。福島県内の地ビ

４６２ｍの千貫森周辺では、 て紹介されていないのが残

る。地区の北部にある標高

地ビール紀行」の中で紹介

るものの、地ビールについ

酒については紹介されてい

ブックでは、福島県内の地

ふくしまＤＣ総合ガイド

３５２１万人にまで観光入

年 は 前 年 比 で ６ １・６ ％ の

では震災のあった２０１１

光客数は減少した。福島県

によって、東北を訪れる観

ついて紹介してみた。震災

る福島県の穴場スポットに

て い な い、 私 の 知 っ て い

合ガイドブックには載っ

福島はまた、スイーツが
の風習、奥州藤原氏と源氏
多い。

った北朝方はさぞや難儀し

・地ビール

美味しい土地柄でもある。

佐藤兄弟追善法会の時書

たのではないかと実感する。 あるＵＦＯふれあい館では

福島市の南西部、飯野町

特に東北では山形と並んで
との最大の激戦地となった

かれた弁慶筆の下馬札、佐

・ＵＦＯの里

「果樹王国」と称される通
阿津賀志山防塁のような歴

藤兄弟が旗竿に用いた二股

１９９８年、２００１年、
り、地元で取れる豊富な種
史上の遺構、相馬の百尺観

２００５年に続いて６回目

デスティネーション
キャンペーンと東北
音のような地元以外には知

類の果物を使ったスイーツ

人と観光入込客数は着実に

代 町 の「 猪 苗 代 地 ビ ー ル 」、 ２０１３年には４８３１万

が多い。そこに目をつけた

込客数が減少した。その後

二本松市の「ななくさビー

回復してきている。

であるが、今回は何と言っ

し た が、 福 島 市 の「 み ち

上映が行われている。ＵＦ

福島県は、観光入込客数

ても東日本大震災後初めて

現在は遊歩道が整備され、 ＵＦＯに関する資料の展示

Ｏとは何の関係もないが、

ヤ」がある。みちのく福島路

の一層の回復を図るため

ふくしまデスティネーシ

の竹、佐藤継信・忠信所用

に、登りやすい山となって

展望風呂やテニスコートも

ビールと猪苗代地ビールに

られていない文化財など、

いる。頂上からの見晴らし

ある。また、隣接するＵＦ

ＪＲ東日本は今回のＤＣに

２０１２年に４４４６万人、

芭蕉の句にも詠まれて知ら

もよく、また秋の紅葉の名

Ｏ物産館では地元の物産品、 は直営のレストランもある

のＤＣとあって、関係者の

の く 福 島 路 ビ ー ル 」、 猪 苗

れている弁慶所用の笈、旗

所としても地元ではよく知

ョンキャンペーン「福が満

シアターでの映像の

ズにまで対応できそうなレ

揚げの折りに佐藤基治と別

られている。

や３

ベルで紹介されている。

れるに臨み形見に与えたと

そのような見かけとは裏腹

ちなみに、このガイドブ

いう義経が着用した直垂の

の鐙、佐藤継信所用の鞍、

ック、ふくしまＤＣのサイ

ある意味マニアックなニー

行 さ せ る。「 走 る カ フ ェ」

トでも電子ブックとして閲

合わせて、郡山から会津若

Ｃ）とは、県、地元自治体、 ＪＲ各線の車内広告や駅の
のコピーの通り、車内では

開、福のしま」が４月１日、 間には期するものがあるに

広告でこのふくしまＤＣを

断片、佐藤兄弟の追悼のた

ョンキャンペーン（以下Ｄ

松まで「フルーティアふく

目にしないことはなかった。 コーヒーやフルーツジュー

覧できるようになっている

イドブック、いわきエリア

イドブック、会津エリアガ

けでなく、中通りエリアガ

また、総合ガイドブックだ

抜き取り「恨の矢の根」と

となった継信から義経自ら

戦において自分の身代わり

日山、２９８㎞離れた標高

う能登守教経所用の矢の根、 ㎞離れた標高１０５７ｍの

名付けて基治に贈ったとい

８ ９ ７ ｍ の 麓 山（ 羽 山 と

市にある富士山から２９９

現在までのところ、二本松

北限の地は福島県である。

いないが、富士山が見える

には「ＵＦＯカメラ」とい

（

気である。

と「飛び魚ラーメン」が人

が、「ダブル地鶏ラーメン」

ＵＦＯとは何の関係もない

にかかわるグッズなども販

民芸品の他に宇宙やＵＦＯ

み、２００８年に名誉駅長

それ以来芦ノ牧温泉駅に住

る。 元 は 近 所 の 子 供 達 が

駅には猫の名誉駅長がい

会津鉄道の芦ノ牧温泉

コンビニ端末を通じて半額

ン券を、宿泊予約サイトや

に、ホテルや旅館で使用で

内に滞在する観光客を対象

ることにしている。福島県

し ま。」 旅 行 券 事 業 を 始 め

補助する「福が満開、福の

を樽生で飲むことができる。 合わせて、宿泊代の一部を

ので、出来立ての地ビール

の５０００円で購入できる

拾ってきた野良猫だったが、 きる１万円分の宿泊クーポ

じ建物のパノラマ食堂では、 ・名誉猫駅長「ばす」

売されている。物産館と同

に任命され、乗降客の見送

に、今回のふくしまＤＣに

その観光資源の多さや、首

の１を占めている。東北は

計

画」などのイベントが目白

域が準備する「ＤＣ特別企

に加えて、福島県内の各地

目は普通のパンフレットの

ブックが入手できる。見た

はふくしまＤＣ総合ガイド

充実した内容のガイ
ドブック

都圏からの距離の近さなど
押しである。このうち、福

これまたあまり知られて

ガイドブック、相双エリア

義経書状など、義経一行に

も）が、富士山を遠望でき

ので、５０００円分お得な

である。

ふくしまＤＣの開催に合

関わる遺品は平泉よりもは

り、出迎え、駅構内外の巡

３月末に東京に行ったが、 しま」という臨時列車を運

観光事業者等とＪＲグルー
スと共に、福島県産フルー

違いない。

プが連携して行う国内最大
いつもながらＪＲグループ
ツなどを使用したオリジナ

（
め書いたという弁慶筆の紺
http://dc-fukushima.jp/
）。 紙金泥大般若経、屋島の合
yakudati/download.html

開幕した。デスティネーシ

級の大型観光キャンペーン
としてもかなりの力の入れ
ルスイーツが味わえるそう

期間中、福島の「花」、
「食」、

日までの

「 温 泉 」、 そ し て「 復 興 」

今回は、６月

回目となる。
を柱として、地域の特色で

ガイドブックなどもＰＤＦ

るかに多いのではないかと

うライブカメラもあり、居

から、観光キャンペーンの

・日山・麓山

で、１９７８年の和歌山県
ようであることが窺える。

このうち、新潟を含む東
ある桜、歴史や文化、自然

データとしてダウンロード

る北限の地とされている。

わけである。事業開始はど

）
http://ufonosato.com/

ＵＦＯの里のサイト

わせて、ＪＲの各駅などで

できるようになっている。

思う。戦前までは義経の太

回などに活躍中である。

以 上、 ふ く し ま Ｄ Ｃ 総

福島滞在に補助

うか。

に活用してみてはどうだろ

うやらふくしまＤＣの最後

ながらにしてＵＦＯ探索が

ガイドブックに載って

する絵画、絵本、文学資料、

の月である６月からになり

ちなみに、２つの山を挙げ
ようなのだが、その実

人形、妖精をとり入れた小

昨年には子猫の「らぶ」

刀も所蔵されていたそうで

島県内の桜については、昨

ペ

対象としやすい面があるの

いない穴場的スポット

なお、シミュレーション

道具などがたくさん揃って
ｍの

りの相馬市に向かう国道
号線沿いにある標高

が見習い駅員として就任、

できる。

上は、川俣町と飯舘村の間

いる。ただし、雪が深い冬
・医王寺

そうだが、福島を訪れる際

た理由は、富士山からの距
さて、このように詳細な

離という点では日山の方が
まさにパンフレットという

近くには、信夫佐藤氏の

号で「そうだ、 ージにも及ぶボリュームの、

桜を見に福島へ行こう」で

会津の金山町の沼沢湖の

相応しい代物である。

クに載っている以外にもま

にあり、富士山から３０８

季は休館しており、今年の

修行中である。

ある。

年４月の第

福島が対象となるのは、

麓山よりも１㎞離れている

ほとりには、妖精をテーマ

・妖精美術館

居城と伝わる大鳥城跡が公

が、緯度は麓山の方が日山

にした珍しい美術館がある。

ガイドブックを作られてし

よ り も 高 く（ つ ま り よ り

詳しく紹介したが、福島は、 よりガイドブックと呼ぶに

園として整備されており、

北 ）、 甲 乙 が 付 け に く い か

１９８５年（この時は東北

まうと、私の出る幕などな

こちらも見晴らしのよいオ
これがあれば普通の観光ガ

だ、私の知っている穴場的

㎞離れた標高９１８ｍの花

オープンは４月

ここには世界中の妖精に関

ススメスポットである。
イドブックはいらないので

塚山が本当の北限であるよ

らである。

内容も実に充実していて、 い、…のだが、ガイドブッ

東北はもとより、全国でも
Ｆａｃｅｂｏｏｋ

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

うだが、今のところ花塚山

中通りの福島市から浜通

山。直立する柱状節理が印

・霊山

象的な岩山である。あまり

下紹介していきたい。

福島市の飯坂温泉に向か

日の予定
う途中にある奥州藤原氏を

である。

はないかと思われるくらい、 なスポットがあるので、以
福島県内各地の観光物産に
ついて詳しく紹介されてい
る。しかも、定番のものを
通り一遍に紹介するだけに
とどまらない。、

からの富士山の撮影には成
功していない。

支えた信夫佐藤氏の菩提寺。 知られていないが、南北朝
動乱期の一時期、多賀城の
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D

で開催された「きらめく紀

州路」以来、今回の福島で

回と、全体のほぼ３分

北圏が対象となったＤＣは

30

かもしれない。
23

地 方 全 域 ）、 １ ９ ９ ５ 年、

執筆者紹介
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」

例えば会津のまんじゅう

源義経に付き従って戦死し

「私が訪れた時ばす名誉
駅長はお疲れでお昼寝中
だった」

70

の天ぷらや喜多方のラーメ

115

94
33

http://blog.livedoor.jp/
anagma5/

28

825
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司・九郎義経の一行を追っ

た の は、 西 国 源 氏 の 御 曹

身宮城野を南下し駆けてい

十五歳の忠衡が、馬で単

た。

いる。それが石川善助だっ

ちらを興味深げに見上げて

歩中らしき青年が一人、こ

ない時間帯らしく、朝の散

幼い時分よりそれとなく、

れたのである。とはいえ、

別の生命である事を明かさ

野の大天狗より授かった特

衡は、父秀衡から自分が熊

をして街へ繰り出した。砂

者へ預け、自分は市民の顔

は荷馬車を引く町の運送業

の時代の着物を借りて、馬

その後忠衡は善助からこ

突然、聞いた事もない言語

賢治の発した言葉の後ろが

一旦の、お別れ・・・・」

の北側でしょうか。ここで

た、今に至る永き旅の宿命、

す。拙僧の身に降りかかっ

「貴殿方の時代でいうスコ

ガエリックとは、一体。」

義経は、忠衡が七歳の頃

君はどこのもんだ、平泉の

ここはどこか？仙臺だ。

子らとは訳が違う、と仄め

お前は鬼っ子さ、そこらの

が、善助は自らの家に彼を

宿にも不自由しないのだ

金を懐に持っていたので

「●∵■♀‐＄

「○▲◇♂×〒⇔＋≒！」

に変わったのである。

ルバなのです。」

その始まりの地、それがア

そこで一同、凍りついた。 ットランドの、古き言語で

ていたからであった。
から仇敵平家の監視を逃れ

かしていた者がいた・・そ

れでピンときて、わかった
しかし八年後、義経の兄・

兄のように慕って育った。

衡は才気溢れる武人義経を

うですな、北がよござんし

か郊外へ隠れましょう。そ

う。ここはまずいな、どこ

的な問答の果て、善助が言

奇妙な婆様、自分は死ぬと

そうだ・・トヨだ。あの

た。

老婆、トヨに他ならなかっ

れこそ、育て役の不思議な

に驚くうちに時は過ぎるが、 もたどたどしく怪しげな言

電話に、そして女たちの姿

灯に、活動写真に、珈琲に、

驚き、自転車に驚き、ガス

る。鉄道に驚き、自動車に

を離れずしつこく付いて回

泊め、仕事を休んでまで側

言に、喜善が反応して自ら

その時、賢治が発した一

「エスタス・ウルガ・・」

通ができない。

能な言葉に聞こえ、意思疎

互いが互い、全く理解不

か、遥か昔の、津軽のただ

超越する旅。拙僧は・・遥

曜石を用いての、時空間を

したろう・・合成された黒

「宮澤殿のお話にもありま

るというのだろうか。
が登って来た山道へ進んで

大限に活動させながら忠衡

由な片足を杖も突かず、最

山を結ぶ線が、僕らが馬で

の丘陵から、この愛宕の向

「伊勢堂山のあるあの西北

を眺め渡すのだった。

の行動であった。忠衡には

衡の追跡行もまた父に無断

得て発った訳ではなく、忠

上する。

ッポカッポと二人乗りで北

してきたのだ、などと語っ

くは千年以上この世に存在

はどうしても行かせないの

味を示すも、善助はそこに

「チュ

葉を発する。

ポーヴァス

へ還りたいだけの、凡庸な

ちた時代の寒き、荒き故地

く。
郎さん、山を降りられるか。 れ育った奥州大街道なのだ

らは秋だから、当然か。三

「今夜は暖かいな・・こち

さ・・おおっと、三郎さん、 れ時、宮城野の原野に至っ

背骨とも言える、僕が生ま

駆けた国分町通り。仙臺の

助けるつもりであった。

なく、彼に従い平家打倒を

義経を平泉へ連れ戻す気は

地は瓦の産地であり、忠衡

七百年前から、確かにこの

から煙の香りがしていた。

場が多いらしく暗いうち

か北山へ至る。瓦を焼く工

の人らに驚かれるも、何と

何人か起き出してきた町

とも思われた。

が絡んでいる可能性は高い、 から姿を消し、独り図書館

今回の件にこの奇怪な面々

いや・・大天狗に、トヨ。

未来世界にも存在するはず。 は解ってしまうと判断した

が本当ならば、トヨはこの

ていた。ならば・・あの話

への潜入を図ったが、善助

に読み難くとも、平泉の事

だ。この時代の文字がいか

「そうです。喜善さん、ご

「エスペラントです・・」

「今のは、もしや。」

罠が解けた事がわかった。

壇老人が呟いて、最初の

「・・たまげだごんだ。」

ランタ」

気を抜かれずに。」

けられましたな・・何卒お

「早くも、大天狗に目をつ

喜善の元から離れていく。

い

せ どうさん

だいのはら

北西寄りの方向を指して

立っていた・・それが、遥

議な景色をもつ都市の中に

がつくと見た事もない不思

押し寄せた霧に包まれ、気

た。

と、そこで善助は話し始め

という名の境内に馬を繋ぐ

原であると確信した。青葉

は間違いなくここが国分ヶ

の名を、どういう訳かしき

の色に面を染めたが、トヨ

る。善助は当然ながら驚愕

善助なる男にトヨの話をす

躊躇われたが、この石川

＊

平泉の、最期について！」

は門の前で執念深く待ち構

「おそらく、この時代には

「どうしても、知りたいか。 しょう。」

えていた。彼は言った。

存在しない言語だからでし

「しかし、なぜ解けたので

存知でしたか、流石です。」

エスペラントで別れを告

ヴィード、お二人さん！」

こうに消えていく。

うちに夜霧に紛れ、沼の向

怪僧の姿は、たちまちの

話しながら、芭蕉は賢治、

いた善助の指が、扇形に右

か未来、大正という時代に
車だよ。時空間を越えてき

当たるな・・おそらく、汽

け跳躍してしまったのであ

七百年もの時間を未来へ向

仙 臺 だ っ た。 彼 は、 突 如

その地に存在するという町、

が作った城の跡がある事。

る事。青葉山には、その男

った男を神として祀ってい

この境内が、この都を作

がんす。人が出てきた、森

「いや、いや。まさか、で

「もしや、心当たりが？」

りに繰り返し呟くのだ。

分け入っていった。といっ

て、芭蕉らは青葉山の奥へ

った身体を今 純 三に託し

「世界共通語・・ですか。

ら。」

考案された新造言語ですか

「あすこに灯りの群れが見

いく。興奮しているせいか、 に動いて北東に直る。

善助は、どんどん降りて

「野営ですと。」

口からは止む事なく、明る
「おお、ここから仙臺はよ

た。三郎さんの張った、結

壮大な夢でござるな。」

こん じゅん ぞう

ても傾斜はまだ緩く、山岳

し、壇老人は芭蕉の後を小

走りに追っていった。

―次回予告―

は ず の な い、「 あ の 二 人 」

芭蕉がしみじみと言った。 次回今純三、森の中にいる

へ移った方がいいやも。」

はぐらかされた。この男、 のまだ手前のようである。

平泉は、七百年も昔に滅び
て寒村と化している事・・。

る。

ょう・・世界共通語として、 げられ驚く賢治と喜善を残

く見える・・昔も今も同じ

界の壁に乗っている。」

眠り続ける嘗てヤエトだ

だな。何という、原野だ。

小さく振った。相変わらず

忠衡は溜息をつき、首を

ここにかの街を現出させる
とは、何という力か！文明
か！」

おいまわし

「ひっひっ・・ヂース・レ

い声が飛び出し続けていた。 えないか。仙臺駅の近くに

ある日、忠衡は善助の前

る一人の蝦夷なのです。」

「伊勢堂山だ。君が来た時

た忠衡は、青葉山方面より

善助は笑みを漏らし、頷

に隠れ潜んだ、台原の近く
宿はいいので、野営の備え

あれをご覧けさい！」

のだろう。

でさ。昨年、そこで林間学
などお借りできないかね。
」

おう う えつげんぞう

忠衡は何を話すべきか、

の姿を見る・・ちなみに善

迷った。何もかも変貌して

「かの、アルバの古老が言

忠衡は、その幻惑の都市

っておった・・我らの話す

の大きな十字路の中に、馬

あります。ここを上がった

の調子だ、この人は・・。

「追廻でしょうか・・沼が
芝居がかった言葉、その不

忠衡は平泉滅亡の詳細を善

台原という高台の森で、

向山の麓、広瀬川向かい

しまったこの世界で、一体

芭蕉の声を聞きつつ、賢

何か知っているのか。
の暗い草原が、月明かりで

上に跨ったまま呆然として

助から聞き出そうとしたが、

助、忠衡の行った台原に、
思議な気迫にいつしか圧倒

それはお知りにならぬ方が

ガエリックこそ、古代バベ
淡く照らし出されていた。

何を為せというのか。そも

所が、三の丸だったかと。」

一九七〇年山形県鶴岡市

そも、なぜ自分はここへ来

作者は八年も住んでいるの

生。札幌、東京を経て、仙

いた。右に見た事もない異

だった―
（それがどーした）

国風の塔が天高く聳え、左
あの時もそうだった。今

ルの塔で分離された、幾百

され乗せられてしまう。

の言語を再びつなぎ合わせ

「なぜ・・その女人がトヨ

「バベルの塔・・ですと。

喜善が目を剥く。

治は林の中を見回す。

殿とわかったのですか。」

たのか。何者かが仕向けた、 よいのでは、とやんわり拒

すると二の丸ができる、山

もいい所ですが・・ないと

た、至高の結晶なのだと。」

台に移住。市内のケルト音

の豪奢な建築は瓦屋根の頂

絶されるのだった。

から八年前、元服したばか

ち

きに龍の彫刻が踊っている。 性質の悪い魔術なのか。
実は元服の際、初めて忠

た

りの自分が、青葉山で突如

「神隠し」にあった時・・・。 夜明け前なのか、ひと気の

「地理的には畑などあって

忠衡が、話を戻す。

奥羽越現像氏紹介

ところがその途上の夕暮

校があった。彼女は、そこ

パローリ・・ラ

エスペ

の山男です。己が生まれ落

されたのですよね。」

「地球の裏側まで・・跳躍

の 師 範 で あ っ た の だ さ。」
んだ。」
頼朝が平家打倒を掲げて伊

十三歳のおぼこに還って、

図書館なる荘厳な施設に興

賢治が、言い添える。

泉三郎だ・・としばし必然

「りんかん・・・がっこ？」
その時、善助が大きく転

「何ですと！？」

ょう・・。不自由な片足を

何もかも忘れて甦るのだ、

＠￡？」

て平泉に身を寄せ、少年忠

己が一族、平泉藤原家が
「街の子供らが、山や川で
豆にて挙兵、弟は呼応して

ものともせず、勝手に忠衡

そ う や っ て 幾 百 年、 も し

えみし

阿津賀志山に張った、蝦夷
学ぶという新しい企画でね。
倒して忠衡を慌てさせた。

の背後へ飛び乗ると、国分

し

の 国 と 内 裏 の 国 の「 境 界

しかしたちまち起き上がり、 平泉を発ったのであった。

町通りという直線の道をカ

か

線 」。 そ れ と、 ト ヨ の 存 在
だが宮澤さん・・賢治さん
義経はその身を預かってき

つ

が、どう関連するというの
は独自に、既に始めておら

た平泉の主・秀衡の許可を

あ

か。それについて、何故遠
何事もないように背筋を伸

「石川殿・・もしや、トヨ
いく。

ヴィ

殿に会われましたか。」

善助は話しながら、不自

ばして今一度、眼下の原野

%

れたがね。」

泉少年の神隠し

い七百年もの未来の人間で

第二十三話

楽サークルに所属し、あち

こち出没し演奏する。フィ 「ああ・・幼い頃に、見た
ドル（ヴァイオリン）担当。 事のある顔だと思った。そ

【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.

連載
むかしばなし
ある石川善助が、知ってい
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シリーズ 遠野の自然

「遠野の清明」
遠野 1000 景より
花が咲き乱れ、お花見シー

消えているだろう。

するにはまだ早かった。

到来を告げるのである。

雪融けと花々
雪融けを合図に遠野では
一斉に開花が始まる。
ユキワリソウの白い小さ
な花がかわいい。撮影され
たこのユキワリソウは、昨
年、一昨年と、蕾のうちに

初に先ず咲く「マヅサク」

思う。そして冬に比べれば

後の春は待ち遠しかったと

開花ラッシュと雪融けが

小川の水の勢いもすごい。

シンクロするのが遠野の清

から来ているようである。

春は短い。この短い春に一

明という時節である。

ラッシュである。雪融けの

斉に開花する。まさに開花

マンサクの花もかなり形

遠野にとって、長い冬の

加速する春

状が変わっている。同時に
また名前の由来も変わって
マンサクの語源は、春最

いる。

除雪

カモシカに食べられてしま

アズマイチゲ

い、開花にこぎつけなかっ

の花はかなり変わっている。

雪解け水

たという。三年目にしてよ

は確実に到来した。

雪とフクジュソウ

うやく開花した。
キンポウゲ科イチリンソ

この新聞発行時には遠野

花と言われるまで花とは気

あるのは雄花である。
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ウ属の多年草のアズマイチ
ゲも白く華やかな花びらを
開いた。

お花見といえば、今年の

融けた雪の下からフクジュ

づかないだろう。

ブナ目カバノキ科に分類

東京圏の桜の開花は予想以

ソウが顔を出す。一面の雪

とはいえ、前号ではまだほ

清明といっても安倍晴明
でも桜が咲き始めているだ

の白から鮮やかな黄色が出

ズンにもなる。

のことではない。文字も違
上に早かった。三月下旬に
ろうが、四月初めではまだ

現して、待ちに待った春の

される被子植物のハシバミ

う。これは二十四節の五番
開花して、末頃には満開と

であった。それに完全に雪

雪のなかの開花

目、今年でいえば四月五日

が解けてなくなっているわ

雌雄異株で、この写真に

なった。四月に入り桜は散

んの気配にすぎなかった春

ハシバミ
り始めた。葉桜状態になっ

の時節を指す。

けではなく、降雪もまだま
だ油断はできない。除雪機

たところもあった。
この号が発行される時期

も出番があり、倉庫に格納

万物がすがすがしく明る

く美しいころという意味で
には、桜の花は跡形もなく

ユキワリソウ

あり、この時期には様々な

マンサク

から四月二十日あたりまで

清明（せいめい）
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第 34 号 ネットアンケート集計結果
【あらためて震災復興のあり方を問う】
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
過去 3 年間の復興総括
（１） 満足
（２） 不満はあるが許容できる
（３） 大いに不満
（４） いずれでもない
過去 3 年間の復興関連報道
（１） 満足
（２） 不満はあるが許容できる
（３） 大いに不満
（４） いずれでもない
過去 3 年間の最大の復興課題
（１） 予算問題
（２） 人材不足問題
（３） リーダーシップ問題
（４） いずれでもない
4 年目以降の復興枠組み
（１） いままで通りでよい
（２） 多少変える必要あり
（３） 全面組換え必要
（４） いずれでもない
4 年目以降で復興枠組みを変えるとしたら ?
（１） 地域経済重視
（２） 雇用拡大策
（３） 心のケア
（４） いずれでもない
4 年目以降の復興のスピード
（１） 加速する
（２） これまでと同じ
（３） 減速する
（４） いずれでもない
4 年目以降の復興への期待
（１） 期待できる
（２） あまり期待できない
（３） まったく期待できない
（４） いずれでもない
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（３）東北以外

②
（１）男性
（２）女性

③

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

④

（１）満足
（２）不満はあるが許容できる
（３）大いに不満
（４）いずれでもない

⑤

2
7
8
3

（１）満足
（２）不満はあるが許容できる
（３）大いに不満
（４）いずれでもない

⑥
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（１）予算問題
（２）人材不足問題
（３）リーダーシップ問題
（４）いずれでもない

⑦
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（１）いままで通りでよい
（２）多少変える必要あり
（３）全面組換え必要
（４）いずれでもない
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⑧

（１）地域経済重視
（２）雇用拡大策
（３）心のケア
（４）いずれでもない

⑨

（１）加速する
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（２）これまでと同じ
（３）減速する
（４）いずれでもない

⑩

（１）期待できる
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（３）まったく期待できない
（４）いずれでもない

今回の新聞では

• 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）

思い切って大震災

• 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

【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.

＊【訂正とお詫び】

と宗教との関係に

「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

先月三月十一日で東北大震

災からちょうど満四年であ

か な か 微 妙 な 問 題 を 含 み、

切り込んでみまし

かつ取り上げ方によって

た。

三年間、四年以降と記載し

は、新聞の継続問題にも発

り、質問は過去四年間、今

てしまいました。訂正して

後のことは五年目以降とす

お詫びするとともに、アン

展しかねない問題でしたの

編集後記
この問題は、な

ケートにはそこを読み替え

で、読者の反応が気になる

べきところ、それぞれ過去

てご回答いただいたものと

端的に言えば、当新聞が、

ところではあります。

東北復興を具体的な宗教活

解釈し、そのまま掲載いた

します。謹んでお詫びいた

します。

の手段ではないかと思われ

動の方に誘導していくため

今回は【あらためて震災

ないか懸念しているという

っ し て ご ざ い ま せ ん の で、

ご安心ください。

しかし、
どうしてもこの問

題を避けて通ることはでき

復 興 の あ り 方 を 問 う 】。 回

年間の復興総

3

答者数は女性多く、二十名。 ことです。そんなことはけ

「過去

括」は「不満はあるが許容

％、

35

できる」と「大いに不満」

が接戦でそれぞれ

40

ないという思いも大きくな

っていたことは事実です。

• 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
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年間の復興関連

「東北を世界に！」プロジェクト募集

％。「過去

国神社参拝問題がすぐに思

％。 責任とか歴史問題から、靖

報道」は「大いに不満」と「不

％、

35

宗教問題と言うと、戦争

年間の最大の復

40

満はあるが許容できる」が

「過去
3

（２）あまり期待できない

接戦でそれぞれ

した。でも記事を執筆して

％。 ねないと思いつつの決断で

ます。

い浮かび、筆者の最近の神

％、
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（２）被災地以外の東北
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興課題」は「人材不足」、「リ

％、

25

（１）東北被災地
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社通いも同類だと思われか

年目以降の復興枠組
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ーダーシップ」、「予算」が

「

すっきりしました。いまま

4

それぞれ

み」は「多少変える必要あ

でこの問題の周囲をグルグ

35 50
％でした。 ル回っていたと今では思え

最近では日常が縄文文化

探索に熱中しています。そ

％、「全面

り」がトップで

年目以降で復興枠組み

4

組換え必要」が

「

50

?

」は「地

％。

25

を変えるとしたら

し て、 注 連 縄（ し め な わ ）

4

域経済重視」がトップで

％、「心のケア」が

自分で注連縄を作ってしま

に も 興 味 が 湧 い て、 挙 句、

％、

古代宗教の名残りをとどめ

％。 いました。注連縄は縄文や
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「 年目以降の復興のスピ

年目以降の復興への

ード」は「減速する」が

「

「これまでと同じ」が

ているとまじめに考えてお

％でした。 ります。

期待」は「あまり期待できな

い」が圧倒的で
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回答数

