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時

現在
在京東松島会会長
在京宮城ふるさと協議会常

石巻駅では

任理事
東松島市大溜行政区副区長
東日本大震災以降、義捐
金、炊き出し、復興支援販
売等の被災地支援活動に尽
力し、復興事業の立ち上げ、
復興支援イベント等の開催
に注力されており、それぞ
れの実行委員会、推進委員
会等の事務局長に就任して
いる。
平成二十五年に本拠地を
被災地東松島市に移す。

や騒音が少なく快適で、ま

車両に乗ってみたが、揺れ
分発仙

た、セミクロスシートを使

石巻市長が運転士に花束贈

見送り式が行われ、亀山紘

仙石東北ライン一番列車の

った。

った客席は乗り心地が良か

が見えた。沿線住民の祝福

これまでのバスに乗り継

ーマンスが繰り広げられた。

メソングやライブパーフォ

への観光誘客を大きく後押

仙石線全線再開は石巻圏

再開を伝える当日の現地新聞 【石巻日日新聞】
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われた。
分発

時

東日本大震災以降、一部

高校の生徒たちが「祝仙石

石線一番列車と

不通となっていた仙石線が

呈、佐々木和夫石巻駅長の

くしくも両列車の運転士

に大きく手を振っているの

途中、車窓から石巻工業
日に全線開通再開し

線・仙石東北ライン開通」
た。

月

発車の合図で、関係者が手

の横断カードを掲げ、列車
カ月ぶりに再開さ
も接続する仙石東北ライン

また、記念式典では石巻

ぐ不便さが解消され、通勤

いえよう。

の気持ちを代表したものと
分で繋ぎ、 華やかなものになった。
大幅に利便性が向上した。

小学校の鼓笛隊の演奏が場

なるからだ。

仙石線と東北本線では電

駅周辺では物産展、街中
では探検クイズ、石ノ森萬
この車両の外観は仙石線

野蒜の高台駅舎では埼玉

震災後に減った観光客を

しするものと期待される。

石巻圏への観光誘客
後押し期待
沿線の桜の名所をイメージ

県松山女子高等学校書道部

画館特設ステージではアニ

したピンク色と仙石線のラ

の書道パーフォーマンス、

再開を石巻圏の魅力を全国
に大きくアピールする契機

演武が行われた。



にするべきと考える。
石巻駅から矢本駅まで新

地元の期待も乗せた
快適な新車両

取り戻すためにも、今回の

インカラーのブルーと東北

盛り沢山の開通記念
イベント
では開通記念イベントが行

この日、石巻駅や野蒜駅



調にしたものになっている。 大東文化大学応援団の応援

本線のそれのグリーンを基

れた。

ハイブリッド車両が導入さ

非電化にも対応した新型の

化方式が異なることから、

通学が格段と便利なものに

52

を大いに盛り上げた。

―石巻間を最速

は共に女性で、見送り式が

送りした。

旗を振りながら、盛大に見

東北本線に接続する
「仙石東北ライン」
も新たに運行開始

25
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も新たに運行を開始、仙台

れた仙石線は、東北本線と

年
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これで石巻の復興加速なるか

待ちに待った4年2カ月ぶりの
仙石線（仙台ー石巻）全線復旧
再開で最大被災地へのアクセス大改善
復旧前は代行バスに乗り換え約２時間
を要したが最速 52 分に大幅短縮した
仙石線再開路線図～ JR 東日本

市長と駅長と女性の運転士

ピンク / ブルー / グリーンの新車両

全線復旧を祝うセレモニー

地元の石巻工生徒の歓迎ぶり

ゆるキャラも祝う

立看板とボランティア

東北の未発掘の観光資源

べきである。

願 っ て、 仙 台、 盛 岡、 福

と比べると、観光インフラ

東北大震災からの復興を

島、 山 形 と 開 催 さ れ て

は格段に見劣りする。

辛口コメントではあるが、

き た 東 北 六 魂 祭 が、 五 月

三 十、三 十 一 日 に 秋 田 市 で

日 目 が 十 一 万 人 で、 二 日

たが、初日が十五万人、二

者は所用で取材出来なかっ

まことに残念ながら、筆

にもったいないと感じるの

く遅れていることがまこと

には、インフラ整備が大き

ると声高に叫ばれている割

光産業が大きな位置を占め

開かれ、三十一日、閉幕した。 東北の今後を考えると、観

間で予想を大きく上回る

ある。

二十六万人が訪れたという。 は筆者だけではないはずで

筆者はこれまで、盛岡、

次回は青森市開催の方向

を期待したいものである。

東北六県の関係者の奮起

が、おそらくその混雑ぶり

るのを期待したい。

最後の開催で何かが変化す
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青森 ねぶた祭り

仙台 七夕まつり

福島、山形と取材している

は尋常ではなかったと思う。

東北を世界的な観光地にす

福島 わらじまつり

以前の記事にも書いたが、 で調整が進められるという。

るには、交通・宿泊・現地

案内・近隣観光地との連携

等の観光インフラを拡充す

盛岡 さんさ踊り

2日間の人出は予想を大きく上回る26万人
次回開催は東北六県最後の青森
山形 花笠まつり
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秋田 竿燈まつり

今年で5回目を迎えた東北六魂祭

5/30・31の両日、秋田で盛大に開催

を迎える被災地の水産関連

に、これからが本番の復興

を開催しました。

に焚火家さんで第十三回目

渋谷開催は、五月十六日

三陸酒海鮮会は、渋谷開

が、依然として参加者数は

事業者および地酒関連事業

催も、日本橋開催も、大分

衰えず、両開催とも盛況の

回数を重ねてまいりました

うちに終了いたしました。

者の方々に、陰ながら声援
日本橋開催の方は六月

参加いただいたみなさま

十一日にささやさんで第

十二回目を開催いたしまし

た。

渋谷開催では、フランス

からの参加がありました。

料理して、 食べて、
復興を支援しよう！

東北の地酒がお好きという

ことで、提供した全地酒銘

柄をご存知のようでした。

日本橋開催では毎回、東

北の地酒の新顔の紹介があ

りますが、今回は、宮城・

登米市の「澤乃泉」で、大

こうした状況を見るにつ

好評でした。

け、三陸被災地への関心が

依然衰えていないことを実

感いたします。

そして「忘れるな」とい

う言葉は、ここではまった

く無縁の言葉です。

タイしゃぶというのは
めずらしい。
なんばんエビは、 こ
れからの季節にうっ
てつけ。

を送りたいと思います。

初登場 ・ 澤乃泉ー日本
橋開催
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第 13 回三陸酒海鮮会
渋谷開催 （5/16）
第 12 回三陸酒海鮮会
日本橋開催（6/11）

東北の地酒ラインアップー渋谷開催

水産業再興のための
料理レシピ紹介
第 10 回目
【タイしゃぶ】
と
【なんばんエビの
まるごとから揚げ】

タイしゃぶ料理盛り付け

おいしそうななんばんエビ

材料と作り方(タイしゃぶ）
【材料】
真鯛 300g /絹豆腐 1丁/ 水菜 /オクラ/ エノキダケ/
生しいたけ 4〜5個 /出汁昆布 10センチ 3まい /水
1リットル /鰹節 20g /酒 大 2/ 塩 小1/2 /ほんだし/
薬味にポン酢撫など
【作り方・食べ方】
鯛の刺身や野菜をさっとくぐらせて食べる、粋な料
理です。しいたけとエノキダケ、豆腐はしっかりと
鍋で煮ます。葉野菜と鯛は、さっとくぐらして食べま
す。 オクラや鯛のもちもち感が美味しいです。

郷土料理愛好家
松本由美子氏

なんばんエビのまるごとから揚げー完成

材料と作り方
(なんばんエビのまるごとから揚げ）
【材料】
なんばん海老10数尾/片栗粉/塩・コショウ少々/
【作り方・食べ方】
なんばんエビを軽く洗います。水分をふきとり片栗
粉をまぶして油であげます。揚がったら、塩・コショ
ウを振り、頭・エビの殻ごと召し上がります。 新鮮
な程甘みが強く出て美味しいです。
これからの季節はビールのおつまみに最高です！
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を山形のみが辛うじて上回

前の２０１０年の観光客数

２０１４年現在でも、震災

を創る」取り組みの全貌を

州藤原氏の「この世の浄土

知られていない。これは奥

れらは一部を除いて本当に

が残っている。しかし、そ

藤原氏に関わる伝承や遺構

って、東北各地には、奥州

ほぼ全域に及んでいた。従

ならず、現在の東北地方の

振るったのは平泉周辺のみ

だが、奥州藤原氏が勢力を

県いわき市にある白水阿弥

弥陀堂である。一つは福島

外に東北にあと２つある阿

に思いつくのが、金色堂以

平泉との関わりで真っ先

を表している。

そ違うがいずれも「浄土」

意味を持つ。これらは形こ

跡との組み合わせが重要な

象となった山だが無量光院

金鶏山は単独でも信仰の対

戦って命を落とした経清の

あり、やはり東北のために

阿弥陀堂もその延長線上に

いかと考えている。高蔵寺

を願うものだったのではな

とした父・経清の極楽往生

東北のために戦って命を落

疑問がある。私は、金色堂は

ろうか、というそもそもの

往生のために葬堂を築くだ

王院跡にあるのは浄土庭園、 した清衡が自分だけの極楽

阿弥陀堂、毛越寺と観自在

盟友・平永衡の供養のために、 せる意匠となっていた。

この世の極楽浄土を感じさ

来の光背に重なり、まさに

無量光院の本尊の阿弥陀如

に沈むが、その時の夕陽は

春と秋の年２回金鶏山山頂

量光院跡から見る夕陽は、

関係はまた独特である。無

金鶏山と無量光院跡との

庭園つながり」である。

れている。これらも「浄土

果、浄土庭園の跡が確認さ

廃寺跡からは発掘調査の結

神社（仙人権現社）もある。 護してこの地まで逃れてき

衡が建立したという久那斗

れたという古道があり、秀

街道と呼ばれる、金が運ば

衡掘り」の名も残る。秀衡

鷲 之 巣 金 山 跡 が あ り、「 秀

った。岩手県西和賀町には

藤原氏が君臨した東北であ

国で唯一の産金地帯が奥州

かせなかったが、当時わが

それを表現するのに金は欠

仏の世界は皆金色とされ、

後妻とも言われる徳尼を守

この

人は、秀衡の妹とも

が築いたとの伝承が残る。

氏の残党、酒田三十六人衆

山形県酒田市は奥州藤原

っている。

藤原氏に関係する伝承が残

田束山などに、高衡や奥州

羽神社、大雄寺、荒沢神社、

町内にある朝日館跡、保呂

とができたならば、東北の

び、面的に展開していくこ

したそれぞれの点を線で結

残っているのである。こう

氏に関連する遺跡・遺構が

の高衡が治めていたとされ、 ていただく。

金との関わりも見逃せない。 がある本吉郡は秀衡の四男

観光はより活性化し、平泉

の関係でやむなく割愛させ

ったという状況である。良
知るという点からも、大変

隔てのない極楽往生を祈念

くも悪くも東北六県は、観

今更言うまでもないこと

周知の通り、東北で唯一
光においても一蓮托生とい

永衡に縁のこの地に築いた

の観光客が訪れた平泉

泉だけをこの世の浄土とし

奥州藤原氏はわずかに平

である。白水阿弥陀堂は奥

田市にある高蔵寺阿弥陀堂

これら２つの阿弥陀堂は、 平泉の南隣の岩手県一関市

ものであろうと考えている。 からは漏れてしまったが、

やはり世界文化遺産登録

今も残る他、金商人だった

山金山跡があり、坑道跡が

岩手県陸前高田市には玉

構えて一族を供養し、それ

この地に泉流庵という庵を

たとのことである。徳尼は

した奥州藤原氏の取り組み

世の浄土とすることを目指

のみならず東北全域をこの

平泉の文化遺産や奥州藤原

このように、東北各地に

トを活かせる連携を

東北のスケールメリッ

の世界文化遺産が、岩手県
陀堂、もう一つは宮城県角

東北観光を
平泉を中心に
点から線、
そして面へ

平泉町の「平泉─仏国土（浄
う状況である。それだけに、 残念なことである。

３年連続２００万人超

土）を表す建築・庭園及び
あり、町内に宿泊施設も少

と思うのである。

考古学的遺跡群─」である。 岩手で最も小さな自治体で

平泉も３年連続

この平泉町を訪れる観光客

いる。また、秋田市で徳尼

とは言え、その観光客数は

もよりよい形で理解できる

が乗ってきた白馬が死に、

微減傾向にある。他地域と

という吉次の屋敷跡もある。 は今も泉流寺として残って

その地に草庵を作り祀った

連携することは、平泉自身

内にある骨寺村荘園遺跡も

山があり、近くには秀衡の

のが現在の白馬寺の所縁と

の観光振興にもプラスにな

中尊寺金色堂と「阿弥陀堂

長男国衡が修復したという

も言う。

るはずである。平泉と、平

州藤原氏初代清衡の娘徳姫

る。骨寺村荘園遺跡は中世

大日堂が今も残る。宮城県

秋田県鹿角市にある桃枝

たかったのではない。中尊

の絵図にある田園が今もそ

涌谷町はわが国最古の産金

という小さな集落は、ほと

ない典型的な通過型観光地

のまま残っていることが特

地で、黄金山神社がある。

の数は、世界遺産に登録さ

徴としてよく言われるが、

岩手県江刺市にも奥州藤原

秋田県鹿角市には尾去沢金

そればかりでなくこの地に

やはり浄土との関わりがあ

り、その意味では中尊寺金

白水阿弥陀堂には浄土庭

は元々中尊寺の元になった

つながり」である。

色堂と毛越寺浄土庭園の特

園もあり、その意味では毛

が建立したものである。浄

蝦夷が多数命を落としてき

徴を併せ持つような阿弥陀

越寺や観自在王院跡と「浄

寺に残されている供養願文

たこの東北の地全体を浄土

堂である。ちなみに白水（し

であった平泉町の健闘ぶり

としたかったのである。

ろみず）は地名だが、その

泉と関連のある地域がまず

れた２０１１年の翌年から

その奥州藤原氏の思いを

んどの家が藤原姓である。

いる。また、震災のあった

２０１１年は東北各地とも

て私が提案したいのは、「平

の課題である。それに関し

万人の観光客が訪れている。 ての観光客数の回復は喫緊

組みを今に伝える貴重な遺

無量光院跡も、
そうした取り

中尊寺の金色堂も、毛越寺

したとされる。
なぜ秀衡がこ

跡の浄土庭園も、金鶏山も、 藤原氏三代秀衡夫妻が建立

の浄土庭園も、観自在王院

の地に阿弥陀堂を建立した

高蔵寺阿弥陀堂は、奥州

庭園があったという伝承が

谷窟毘沙門堂にも実は浄土

ち、同じ平泉町内にある達

録を目指していた遺産のう

れてしまったが、同じく登

世界文化遺産登録からは漏

い山があり、山頂にある月

衣川村には月山という小高

平泉の北隣の奥州市の旧

のである。

の年２回、栗駒山頂に沈む

ここから見る夕陽が春と秋

ある。後代の足利義満の金

欠かせないものだったので

仏の世界を具現化するのに

象徴であったのではなく、

れる金は当時、富や権力の

これらの金山から産出さ

っている。それだけでなく、 戸中金山跡がある。

名乗ったのだという。

に残った家臣は皆藤原姓を

と言い残し、それでこの地

ら藤原の姓を継ぐように」

臣に「もし自分が戦死した

した際、つき従ってきた家

きた泰衡は、この地に宿陣

昔源頼朝に追われて落ちて

たい観光客のニーズに応え

らにその先にも足を延ばし

また別の地域と連携してさ

の平泉と関連のある地域が

観光客のニーズに応え、そ

遺産だけでは飽き足らない

プランを作って平泉の文化

連携してそれらを周遊する

は見えてこないもの

震災以降、東北を訪れる
泉」をキーワードとし、平

あり、今後それが発掘され

閣や豊臣秀吉の黄金の茶室

観光客数が大きく減少した

万人超

知るためには、世界文化遺

氏時代の金山の一つという

にある通り、古くから官軍、 土庭園の中に阿弥陀堂があ

観光振興は、震災後の東

土庭園つながり」でもある。 寺院があったとの伝承が残

万人を超えて

北復興にとって、欠くこと

由来は「平泉」の「泉」の

３年連続で

が、平泉町には、その年の

産の５つの構成遺産だけで

観光客数は減少している。
泉を基点とした、東北各地

かについては以前拙ブログ

山神社は中尊寺の奥の院と

を見ているだけでは、
そのこ

けではなかった。
平泉の遺産

平泉の範囲だけにあったわ

余談だが、中尊寺金色堂

はないかと私は考えている。

衡の供養のためだったので

館は、初代清衡の四男清綱

岩手県紫波町にある樋爪

がり」である。

見る夕陽もやはり春と秋の

にある長者ヶ原廃寺跡から

も称された。同じ旧衣川村

じ目線で金色堂を見てしま

ったのだろうが、それと同

はまさに富と権力の象徴だ

所川原市の旧市浦村には

の燈籠」がある。青森県五

衡が奉納したという「文治

竈神社には、秀衡の三男忠

また、宮城県塩竈市の鹽

ケールメリットが観光に活

絞ることで、この東北のス

光面で連携のために知恵を

にして、東北の各地域が観

るプランを作る。そのよう

の周辺は「ミニ平泉」の様

り」である。

量 光 院 跡 と「 夕 陽 つ な が

の関わりが見える遺跡はさ

まだまだあるのだが、紙面

他にも紹介したい遺跡が

ある。

かせる。平泉は決して東北

うと理解を誤ってしまう。

相を呈しているが、館の南

浄土との関わりだけでな

らに多い。宮城県南三陸町

く、奥州藤原氏そのものと

十三湖があるが、ここはか

２回月山山頂に沈むとのこ
れていることから葬堂であ

に面して今も残っている五

の 各 地 域 に と っ て、「 他 人

とで、これらは金鶏山・無
ったと解釈され、初代清衡

郎沼は元は浄土庭園であっ

つて秀衡の弟が治めた一大

に始まると言われる樋爪氏

が自身の極楽往生を願って

奥州藤原氏と関わり
の深い遺跡

の居館だったところで、そ

建立したものと言われるこ

「 浄 土 」 と い う 点 で は、

事」ではないのである。

四代泰衡の首級が納めれら

平泉にある世界文化遺産

たと言う。また、宮城県栗



の５つの構成遺産は、いわ

ともあるが、私はこの説は

原市の旧花山村にある花山

平泉を基点とした
観光連携の可能性

ば３つのカテゴリーに分け

採らない。供養願文で別け

後代と違った 
「金」の意味合い
られる。中尊寺の金色堂は

貿易港だったという伝承が

とが見えてこないのである。 は奥州藤原氏三代の遺体と

たものとの伝承がある。

主な被災地である岩手、宮

産である。しかし、奥州藤原

ればやはり「浄土庭園つな

５つの構成遺産と関
連のありそうな遺跡

６月に世界遺産に登録され
のできない要素であるだけ

は到底足りない。もちろん、 文字を２つに分けて名づけ

城、福島の３県だけではな

の「観光連携」を強化する

で論じたことがあるが、
平永

年２０１０年すら上回る

い。震災後、東北の６県全

氏の目線は自分たちのいる

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

Ｆａｃｅｂｏｏｋ

ということである。

200

てで観光客数が落ち込み、

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」

192

平泉の文化遺産だけで

たこともあってか、
震災の前
に、そのバロメーターとし

200

http://blog.livedoor.jp/
anagma5/
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と、確かにこれは奥州、東

「ンですな・・考えてみる
されたのです。」

各々が極める事だと気づか

ほとんど廃村に近い状態で

を探すも、どうやらここが

上人の発見されたご教義を、 き、窓の向こうに人の気配

うと彼を中心に結成された

民間の生活文化を究明しよ

三にもわかった。しかも、

じてもらえますまい。」

きりと。ですが、とても信

「それは・・不思議にはっ

に、口髭の男は言い放つ。

るも、それを無視するよう

兄・和次郎が質そうとす

かし兄がここへ来た事は間

ある事がわかってきた。し

するという事になれば、多

兄が建築専門家として参加

「白茅会」や「郷土会」に

口髭を蓄えた壮年の男が

ければ、是非お話下さい。」

「構いません。貴女さえよ

く確かに過去・・つまり大

これはおそらく、幻ではな

により、貴女を帝都へお連

「私は柳田國男。帝国の命

やなぎ た くに お

北の歴史上あまりに重大な
賢治の言葉は雷鳴のよう

違いない・・半刻ほど歩き

少なりとも関心を持たずに

す。私の故郷は遥か南の島

はおれないではなかったか。 「私の十三歳までの記憶で

はくぼうかい

に天空を飛び交う。磐三郎

回った頃、どこからか数人

「ご記憶が・・おありでな

節目なんでがんすな。」
「真に、腹立たしい歴史で
憲家が呆れてぼやく。

の話し合うような声が聞こ

純三の身は硬直していた。

れ申し上げる。」

はありますが・・私どもご

「何を・・言い合っておる

えてきたので耳を澄ませる

正期にあった事、兄・和次

囲炉裏に身を乗り出す。

ときがどうこうすべき事で

のだ、このでけえ衆は。」

「しかし、奥州が蹂躙され

・・そこは海原を含んだ王

芭蕉が問うた。

はありますまい。」

まり巨大となれば、穂を摘

いのですか。」

魔法をかけ

と、一軒の小さな、ひどく

「おや壇さん

「磐三郎殿。もしかして、

宮澤賢治、そして佐々木
るまさにその時です。これ

郎が経験した事実なのだ。

む事もできなくなんべし。
」

しかし、兄からこんな話は

られましたか、お顔が。」

国でした。言葉も、生活ぶ

喜善の背丈は、既に青葉山

りもこことは大きく違いま

痛んだ茅葺の家の中に人が

彼が、そう尋ねた若い娘
いるようである。

は他でもない、昨夜一行と

この時代に若き日のご自分

聞いた事もない。それにし

がおられるのでは？」

した。しかし王国は滅び、

はもしやすると・・大いな

共に崖を降り、広瀬川の化

る世の建て直しの道筋なの

「・・という事は、気がつ

「とにかく落ち着いて考え

「わかるか、坊様。」

ても、平泉の時代に出会っ

では。」

私を含む生き残りは北の大

二人の巨大な未来人はゆ

「否、逆じゃい。天狗の山
うつしよ

身した龍に立ち向かい麒麟

た奇妙な娘が、大正期の帝

現世でかけられていた呪い

くと貴女は独り、
この村に」

国政府にまで目をつけられ

おおもと

た。地面に転げ落ちた老人
がな・・わしは猿王家良の
とも考えられるかと。おそ

たばかりの俄かですがな。

「はは、実は昨年に入信し

るのですか、喜善さんは。」

その力の行使を委ねられた、 「大本・・信仰なさってい

っていた純三の、深い森に

・和次郎と相方の後姿を追

ただただひたすらに、兄

＊

る。一人は紛れもなく兄・

いて、全て横顔が確認でき

で一人の娘と向かい合って

男性二人が、囲炉裏を挟ん

家の中にいるのは三人。

ハッと息を飲んだ。

言葉も何も老夫婦から辛抱

場所の事は全く憶えがなく、 行り病で村がほとんど全滅

はこの村にいました。この

「六年前・・目覚めると私

のだった。

は住んでいたと。それが流

「私は・・この村に二十年

か」

せん。」

地より連れ出す事は叶いま

「お帰り下さい。私をこの

すくと立ち上がった。

なかなか立つ事ができない。 の姿なのかも知れん・・ち

芭蕉が介入する。

こんなおばけめいた話。」

たと・・やめましょうね、

した時、若返った姿で甦っ

「今さん、できたかね。」

たかに見えた。しかし次に

柳田が小さく溜息をつい

こん

娘は強い訛りを含みなが

強く教えて頂いたのです。
」

と和次郎に言うと、画板の

るものを娘に見せつけた。

口髭の男は姿勢を正した。 紙を抜き取って、描いてあ

やはり間違いなく、あの娘

男性・・純三は知っていた。 ら、そのように語った。兄

「いえ。トヨ殿。」

かすり

は激しく噎せながら息を吹
子、磐三郎憲家という。鼠
らく、大天狗の結界内に限

先の大地震を予言されたと

よって狭まっていた視界が

和次郎。そして相方の壮年

と画板を抱え何事か鉛筆で

・和次郎はその間にもずっ
賢治と、喜善は、そうし

こんじん

き返す。巨人・賢治が声を
ではねえぞ、あまりに長く
られた力でがんしょうが。
」

聞 き、 身 震 い し ま し た の

一気に開けた。

彼の手による作品『遠野

いえよし

かけた。
生き過ぎて先祖還りしてい
と、喜善。

す。」

前に展望の良い高原のよう

物語』はそれ程売れた訳で

うしとら

鼠、もとい猿王の子はあ

兄・和次郎の筆がいつの

きな島へ渡ったのです。」

ているとは・・一体、どれ

「建て直し・・ですか。」

？に乗って飛び去った、あ

間にか止まり、口が驚愕に

だけの怪物なのだ、この女。

っくりと、尻の下にできる

のトヨという謎の少女であ

開かれている。

娘はしかし、恐怖から一

がな」

「いえ、流行病を生き延び

る。しかし着る物は明治・

「老夫婦は、貴女について

転毅然とした表情に変わり、

山の巨大ヤモリの腹を押し

た老夫婦がいて、私の世話

大正期の質素な絣であり、

他に何か話されなかった

「大丈夫ですか、壇さん。」
るだけでな。おめえ方のそ

「しかし、巨人となってで

「お待ち下さい。私は妙法

な風景が出現した。やや急

はやりやまい

腰を下ろし、胡坐をかいた。 艮 の方角に封印された、と。 「七百年前、わしは夢に告

をして下さいました。」

奇怪な事に年の頃が幾分上

「 か た じ け ね え・・ う わ

きる事など・・破壊ぐらい

蓮華経に帰依し、国柱会の

峻な、樹の少ない薄緑色の

ばんざぶろう

あ！」
の姿も、それが常世での真

しか考えられません。」

会員にもなりましたが、は

賢治の巨大さに、鼠男は
ゅう事じゃ。」

「破壊・・・あるいは、そ

っきり申しましてこうした

「つまり・・人間は全て、
本来の力を封じられた形で

そこには見事な、娘の似

た。

なのだ。純三は確信した。

弟同じ恰好だ。そういえば、 「どうか、我々と共に東京

「これは、貴女だ・・この

描きつけている。まるで兄

へ・・我が国の首都へ、お

山容に、段々畑に覆われた、 はなかったが自分達の郷土

出で下さい。」

団体としての信仰なるもの

兄は兄で、かなり若く見え

ている間にも更に、どんど

・東北の古来の姿を活写し

る。彼らが全国各地を調査

この世に生まれてくる、と

た優れた文学である事は純

ゃからな・・」

この現世とは、脆いもんじ

「その前に、ここを通るで

ならなくなりましょう・
・
・」

の上に出て、呼吸すらまま

酔してはなりません。信仰

「一人の天才の大創作に陶

照らし世界を統一すると。
」

エスペラントが暗闇の世を

は全くひと気がなく、兄・

近辺なのだろうか。山村に

程まで歩いていた青葉山の

「目覚める以前の・・幼少

「首都・・！？あ、貴方は、 田先生まさかの術はジョー

己の見る夢・幻なのか・・・。 と見る。

事なのか、それともただの、 して、連れ合いをギョロリ

体が白日の下に？そして柳

壇老人、まだまだ意外な正

見上げながら、芭蕉が声
を張り上げて尋ねる。

がんしょう、頼朝の軍を驚

とは人それぞれの精神の闘

一体・・」
させては、歴史がまるでひ

上人様への信奉ではなく、

の場合も、大事なのは日蓮

を彷徨った。民家の戸を叩

影も見失い、純三は畑の間

少し困惑の態度を見せた。

兄の相方の問いに、娘は

しかし、ここは本当に先

っくり返ってしまいます。
」

どういう事で・・・」

明けは近いぞ！

「せ、先生、これはつまり、 マジメなのか？宮城野の夜

クと思わせといてやっぱり

―次回予告―

「畑は・・ありましたか！

かす事ぐらいはできんべ

の記憶は、おありですか。」

顔絵・・鉛筆肖像画があっ
家々が見える。太陽は山の

男の絵には呪力があってな。

広々とした谷間とまばらな
向こうだが、空は晴れ渡っ

娘がそれを聞いた瞬間、

今より貴女をここへ封印す

は・・」
「大本、国柱会、いずれも

旅行していたのは、東京の

ハッとして身を引いた。そ

る。」

ん巨大になっていく。賢治

世の識者、ご偉人が多く信

ていた。

ればかりか、相方の兄・和

いう事でござるか。」

「むしろ、これでは何もで

奉なさっておるではないで

震災前、大正の頃のはずで

次郎すら意外だという顔を
宮澤殿。」

か。」

和次郎と相方らしき人物の

「その通り。魂の力の前に、 が言う。
きませんな。じきに頭が雲

すか。出口聖師は言われた、 「畑だ・・宮澤さんが探し

ある。つまりこれは、実際

「畑ですか、それが、足元

いでなければならない。私

おう う えつげんぞう

に兄が経験した過去の出来

生。札幌、東京を経て、仙

は霧に覆われて、どこがど

「いけません。頼朝を退散

ている・・・？」

台に移住。市内のケルト音

こやら・・・。」

一九七〇年山形県鶴岡市

楽サークルに所属し、あち

奥羽越現像氏紹介

周囲の霧は消え去り、目

「まさか！！」

うでがんしょうな。」

ご髭を掻いた。
げられた。もう一人のわし

壮年男性と、若い女が話

がり、二十歳程にも見える

「大本神諭では、国祖神は

「確かな事は、今僕らには、 つまり、ここ東北の地から

が、出現するとな・・その

す声・・そっと、窓辺に近

だけ樹々が敷かれないよう

艮の金神が、世界の変革を

時が、ようやく巡ってきた

づいて中を覗くと、純三は

巨人・賢治の高めの美声
が夜空に轟く。
途方もない力が与えられて

訳じゃ。」

「解ける・・？呪い！？」

「言ってもわからんと思う
いる、という事・・そして

行われる・・」

て、鼠顔の壇老人を吐き出

賢治はつまみあげた青葉

では、魔法が解けるんじゃ。 ましょう、喜善さん。」

廃村の女王

の山頂を越えて更に巨大さ

第二十五話

を増しているようだった。

,

こち出没し演奏する。フィ 巨人・喜善の声も轟く。
ドル（ヴァイオリン）担当。 「これが狙いなのか・・あ
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節が時間経過とともに大き

遠野は、特に春以降の季
うな鮮やかな新緑を見てい

まずは、この眼を刺すよ

＊
刻一刻と色合いを変え、

夕暮れは何ともいえない。

せいか、何とも味わい深い

が、それまでの期間も指す。 朝日もいいが、年を重ねた

つか必ず行ってみたい。

だ訪ねたことはないが、い

渓（チョウタンケイ）はま

け色がたまらなく好きであ

シウリザクラの花は変わ

が鮮やかだ。

花も咲き乱れる。ツツジ

＊

うな写真である。

水の音が聞こえてくるよ

温んでいるのが分かる。

写真からも水が明らかに

く変化していく。二十四節
すがすがしい日差しを浴
る。遠野のこの季節、この

完全に日が沈む直前の夕焼

びた若葉の勢いが、見る側

＊

環境だからなおさらいいの

また、筆者はことさら夕

市内附馬牛町にある重湍

であろう。

にも若々しいエネルギーを

筆者も初めて出くわした言

は芒種。「ぼうしゅ」と読む。 与えてくれる。

ということで、六月初め

いただけるだろう。

くと、その変化を分かって

ただこう。

遠野 1000 景より

気区分で細かく追跡してい

「遠野の芒種」
暮れの景色が好きである。

にお目にかかれないだろう。

茅葺きバス停にはめった

リップしそうだが、そこに

っている。バラ科サクラ属

は現代の器機があって、時

であるから、ソメイヨシノ
超ローアングルからのマ

代を飛び越えられない。

一人でいたら昔にタイムス
イヅルソウの写真は、小人

の遠い親戚である。

になった感覚を与える。
＊
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マイヅルソウ
高清水高原の夕景

シウリザクラ

茅葺きバス停

ツツジ

シリーズ 遠野の自然

葉。次の節気は夏至である

新緑

重湍渓とツツジ
重湍渓
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のお寺を訪問しますが、こ

れほどのものはあまり記憶

にありません。聞けば、オ

リジナルは福井城にあった

もので、それがボストン美

術館に持っていかれたもの

-

ました。何という粋な計ら

レーの選手になりたい我が

す。ちなみに、運動会でリ

電話 ０３ ３４１０ ８８１１

東京都世田谷区下馬４ ９ ４

-

いでしょうか！江戸っ子の

-

は認められてはおらん」と

-

寄稿

を模写して製作したとのこ

宣言し、元選手を招待。年

ＨＰアドレス

-

4 月末から 6 月初めまで世田谷区の観音寺にご逗留
東京にありながら広く静かな境内は憩いの場提供
謂れのある建造物や彫刻などが多く見られる場所
この後、千葉は成田山新勝寺へ

と。金沢の名工が造られた

と聞きました。立派ですよ

ね。

こうして興味深い観音寺

日に笑い仏さんは千葉

さんでの逗留を終えて、

月

県の成田山新勝寺を目指し

て歩を進められました。

世田谷観音
ご住職に「あのお堂の扁

〒１５４ ０００２
額を、ちょっと見てくださ

気質をスウェーデンに見た、 家の

初旬までは、東京都世田谷

ンパンと手を打たれます。

ので、皆さん必ず何回もパ

この扁額に揮毫されたの

方のことをこう呼びます。

ですよね。日本でも俊足の

録を打ち立てて、表彰され

秒３」という大（！？）記

がたさが増すというもので

天」の三文字。何ともあり

が書かれたのがこの「韋駄

その、日本マラソンの祖

すぎる彫りものです。多く

堂の前で見上げれば、見事

られる本堂へ進みます。お

そして、聖観音さまがお

平原憲道・長谷川稔）

（ＭＯＮＫフォーラム代表

下さい。

区にある観音寺に逗留させ

これが「龍の鳴き声」です。

は、金栗四三（かなぐりし

http://www.setagayakannon.

て頂いておりました。この

この現象を物理学的に説

そう）と仰る方。皆さん、

っておりました。

お寺は、大都会東京にあり

明すれば、固い面の面との

ご存じでしょうか？

扉が少し固いですがどうぞ、

１９６７年に、スウェー

ここでは終わらぬのです。

ところがどっこい、話は

com/

ながらとても緑の多いゆっ

間で短い音を発すると生じ

と執事さんに言われて入り

分

たりした境内をお持ちで、

るフラッターエコーの結果

と闘う福島県を目指して進

そして、手を打ってみて

老いた金栗氏が競技場を回

しょう。

り、 遂 に ゴ ー ル イ ン と な

東日本大震災およびそれ

い」と言われ仰ぎ見ると、

っ た の で し た！ 実 に、「

に続く原発事故による被害

「韋駄天」と書かれてあり

年８ヶ月６日５時間

歳の長男も熱心に祈
すると…。「ぽちょん」

ました。足がとても速いイ

静かな住宅地の中に憩いの

尽力されたお方で、日本最

という気がいたします。

むのが、我らが「笑い仏」

ンドの神様で仏法の守護神

空間を展開しております。

だそうで、奇妙な音が反響

初のオリンピック選手とし

月末から

そのせいか、近所の方々も

することになります。かの

あの箱根駅伝の創設にも
含めて多くの参拝者が常に

うです。ただ、このレース

ホルム五輪に出場されたそ
次に、境内に入るとすぐ

において金栗選手は、酷暑
が付きます。阿弥陀堂です。 もあって意識を失い、途中

右にある特徴的な建物に気

有名と聞きます。

て、１９１２年にストック

さんです。

：

8

ぶらりと立ち寄られており、 日光東照宮薬師堂のものが
その光景自体にも癒される
のです。
その広い境内には多くの
石仏や謂れのある建物があ
ことにしましょう。まずは

ました。かの巨人軍・川上

中は自由に入れますので、 棄権となってしまいました。
山門。立派な金剛力士像に

りますが、順番に見て行く

出迎えられながらすぐに気

監督もここで祈りを捧げら

の金栗選手の棄権は公式に

デ ン 五 輪 委 員 会 が、「 当 時
が付くのは、この巨大な提

れたとか。
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10

洞窟の水音のような済ん

阿弥陀堂

だ音が反響します。面白い

ゆったりした境内
月

山門の巨大な提灯
20 54

第
十
九
回
ＭＯＮＫフォーラム代表
平原憲道氏 長谷川稔氏

6

見事な龍の彫刻

6

灯。この前でしばし立ちま

韋駄天の扁額

32

4
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笑い仏さん、 ついに東京入り
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第 36 号 ネットアンケート集計結果
【被災地沿岸部の地盤上昇を知っていますか？】
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
地盤上昇があることを知っていますか ?
（１） よく知っている
（２） 聞いたことがある
（３） 知らない
（４） いずれでもない
どの程度の上昇か、 知っていますか ?
（１） 見たことがある
（２） 聞いたことがある
（３） 知らない
（４） いずれでもない
そもそもかさ上げは必要だったか ?
（１） 必要だった
（２） 不要だった
（３） 何ともいえない
（４） いずれでもない
上昇してしまった岸壁をどうするか
（１） 追加予算がないからそのまま
（２） 追加予算をつけてやり直す
（３） 何ともいえない
（４） いずれでもない
どうしてこうなったと思いますか ?
（１） 自然に対する経験知の不足
（２） 復興工事の優先順位を誤った
（３） 誰にも予測できなかった
（４） いずれでもない
今後の復興予算削減と地盤上昇の関係
（１） 失敗を認め復興予算追加で対応
（２） いまさらどうしようもない
（３） 妙案が浮かばない
（４） いずれでもない
この経験をどう活かすか ?
（１） 官僚と専門家に頼り過ぎない
（２） 特別な経験すぎて活かせない
（３） 原因を再調査すべき
（４） いずれでもない

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

①

10
5
7

（１）東北被災地
（２）被災地以外の東北
（３）東北以外

②

21
1

（１）男性
（２）女性

0
6
12
4

③

（１）20歳未満
（２）20歳以上40歳未満
（３）40歳以上60歳未満

11
6
5
0

（４）60歳以上

④

（１）よく知っている
（２）聞いたことがある
（３）知らない
（４）いずれでもない

⑤

7
7
8
0

（１）見たことがある
（２）聞いたことがある
（３）知らない
（４）いずれでもない

6
4
12
0

⑥

（１）必要だった
（２）不要だった
（３）何ともいえない
（４）いずれでもない

⑦

1
15
6
0

（１）追加予算がないからそのまま
（２）追加予算をつけてやり直す
（３）何ともいえない
（４）いずれでもない

9
7
6
0

⑧

（１）自然に対する経験知の不足
（２）復興工事の優先順位を誤った
（３）誰にも予測できなかった
（４）いずれでもない

⑨

（１）失敗を認め復興予算追加で対応

14
0
3
5

（２）いまさらどうしようもない
（３）妙案が浮かばない
（４）いずれでもない

⑩

（１）官僚と専門家に頼り過ぎない

8
1
10
3

（２）特別な経験すぎて活かせない
（３）原因を再調査すべき
（４）いずれでもない

一部バス代行で

• 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）

対応していた仙台

• 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【被災地沿岸部の

―石巻間を走る仙

「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

地盤上昇を知っています

】。 マ ス メ デ ィ ア は こ

筆者も何度かこのバス代

か

行を利用したが、取材を兼

石線が、五月三十

ねて、バスからの風景を撮

日に全線復旧し

聞いています。岸壁上昇の

影するならまだしも、通勤

の問題をあまり取り上げま

ために、作業のなかで、け

やビジネスで利用するのは

せんでしたが、被災地の水

が人まで出たという話もあ

非 常 に 困 難 だ っ た と 思 う。

?

編集後記

た。

ります。回答者数は二十一

何せ約二時間も要していた

?

産業者は大変困っていると

名でした。

」は「よ

のである。今般の全線復旧

で、一挙に最速五十二分に

「地盤上昇があることを

知っていますか

77.3

く知っている」と「聞いた

ことがある」とで合計約

石巻にさまざまな縁のあ

?

％。知られているようです。 短縮された。

「どの程度の上昇か、知っ

る者として、喜ばしいこと

交 通 ア ク セ ス の 改 善 は、

このうえない。

」は答えが

54.5

ていますか

」は約

復興にも大きな影響を与え

?

三 分。「 そ も そ も か さ 上 げ

％が「何ともいえない」と

るだろう。復興支援のボラ

は必要だったか

複 雑 な 心 境 を 反 映。「 上 昇

利になるはずである。

ンティアの方々にも大変便

」は圧倒的に「追加

• 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

?

してしまった岸壁をどうす

「東北を世界に！」プロジェクト募集

るか

るが、三陸には、おいしい

また、これから夏を迎え

海産物がたくさんあり、地

68.2

予算をつけてやり直す」が

」

％。「 ど う し て こ

多く約

酒もおいしい。ぜひ足を運

うなったと思いますか

も答えがほぼ三分して複雑

特に現地で新鮮なホヤを

?

んで欲しいものである。

食べていただきたい。初め

な 心 境。「 今 後 の 復 興 予 算

削減と地盤上昇の関係」は

％。 ての方には多少勇気がいる

63.6

「失敗を認め復興予算追加

かもしれないが、食べてみ

?

で対応」が圧倒的で約

「この経験をどう活かす

け合いである。

ればやみつきになること請

％、「 官 僚

は豊作とのことだが、最大

」 は、「 原 因 を 再 調 査

か

すべき」が約

顧客であった韓国の禁輸措

45.5

このホヤであるが、今年

最近になってようやく、

置により、出荷できず、海

と専門家に頼り過ぎない」

過去の巨大な自然災害への

のなかで成長しすぎてしま

が約 ％。

対応が研究されるようにな

ている。

ぜひ現地でホヤを食して

いただきたいものだ。

ってきたように感じられる。 うのではないかと心配され

なぜいつも起きてからなの

かと思う。日本は昔から自

然災害の国なのである。

36.4

回答数

