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のかなり強引な攻撃でむし

同点のチャンスを封印して

しかも、ロスタイムに、

返ることなど到底無理と考

く大きく、試合でひっくり

三位との差は、とてつもな

ンク十三位と南アフリカの
たらどうなるか。

という脈絡の中で例えてみ

勝利したことを東北の復興

たのがこのヘッドコーチで

に確信させ、実際に実現し

の大幅引き上げを選手たち

ば、以下のような内容にな

東北復興が出来ない
という言い訳

も量もともに世界一と選手

その練習メニューは、質

ただけで、数限りない言い

い訳は何か。ちょっと考え

震災後の復興が進まない言

話を東北復興に転じ、大

たちが異口同音に言ってい

訳が考えられる。

②人材流出が止まらなかっ

れるというのが骨太の基本

結果、世界の八強に必ずな

練習の成果を出せるはず。

界一ならば、本番でもその

も最近削られた

く、自由に使えず、しか

①もともと復興予算が少な

苦しい練習のレベルが世

る。

ある。

り取ったトライの五点での

筆者の独断と偏見によれ

大逆転だった。
したということは、日本チ
低迷していた東北経済が

①大震災前には中長期的に

るだろうか。

ごい世紀の大番狂わせは、
ームが本番で勝てるまでの

それを見事にひっくり返

えられていたのだ。

特にラグビー発祥の地であ

巷間、このあまりにもす

るイギリスでは大騒ぎで、
実力を備えていたのを大舞

た東北に、世界各地から

時間がかかる

調整しながらの復興では

興プランは実情に合わず、

②官僚主導の硬直化した復

若い人材がどんどん流入

字回復した

台で証明したということで

これまでの戦績と目標

もあった。

国内でもラグビー以外のも
のにたとえるのが流行した
が、まさに驚天動地の出来
事であった。

選手たちをそこまで駆り

方針であった。
立てる熱意は、言葉だけで

している
が震災発生後十年で解決

③福島第一原発放射能問題

ちなみに、ワールドカッ
プにおける日本チームのこ

ラグビーには 
まぐれはない



③結局は震災前状態を復活

はない。尋常ならざるワー

被災地では、思ったよう

する目途がついた

に進展しない復興状況を

れまでの成績は、一勝二分

するだけのプランで、し

ラグビー強国と言われて

月を過ぎた。

カホリック（仕事中毒）ぶ

いる、あのイングランドチ

トと考えていたようだ。

④新次元の東北観光事業が

かも長期間を要し、これ

二十一敗という惨憺たるも
のであった。

ではとても未来に明るい

ラグビーにはフロック
（まぐれ）はないと言われ

りで選手も圧倒された。

それ以外のラグビー強国に

み、引き分けたのはカナダ。

て世界的な先端産業集積

産業が誕生し、結果とし

⑤東北に多くの世界最先端

強になるための長く猛烈な

するたくさんの企業に、八

得したし、選手たちが所属

はなく、ラグビー協会も説

④四年半以上経ち、大震災

練習に打ち込んだだけで

世界に向けて発進し大き

八十分の試合中、何度も

はことごとく敗れ、ラグビ

基地となった

合宿への参加協力をもとり

な成果を獲得した

身体のぶつかり合いがある

ー史に残る大敗を喫したこ

つけるために説得して歩い

勝ったのはジンバブエの

ラグビーでは、フロックが

ともあった。

⑥大震災発生から十年で完

た。

ている。

ーファンも、試合開始前の
続けて発生はしないという

全復興を遂げ、世界の大

は忘れられ、被災地は孤

スコアで敗れている。それ

アに０

忘れられていると感じても

り減り、関係者以外からは

- という惨憺たる

立化している

いるだろう。

⑤風評被害だらけで、復興

にダメージがある

だ。まだ復興事業が終わっ

月を要した。

日本はもっと低いところ

⑥福島第一原発放射能対策

た訳ではない。今後はどん

しかし、ものは考えよう

を立て直すのに六年もの歳

日々見せつけられ、メディ

ランクで十三位のジャパン
のがその主な理由で、総合

その日本を、予選ラウン

災害復興モデルとなった

ームも一時チーム力が大き

が、ランク三位で二度の優

的な体力差、力量差が結果

ドを、少なくとも二勝、あ

希望が持てない

勝経験のある強豪、しかも

に現れるのがラグビーとい

アに登場する機会もめっき

世界最強といわれる大型フ
う競技である。

く落ち込み、オーストラリ

ォワードを擁する南アフリ

からのスタートであり、六

ここであきらめたら、も

決まったわけでもない。

は進まず、かつ隠ぺいさ

そうしたプロジェクトの

加えて、選手たちには出

カを破るなど、だれも予想

はもちろん、世界のラグビ

日本中のラグビーファン

世界を驚かせた 
ラ
 グビー日本代表

ワールドカップラグビー ・ ジャパン
に学ぶ不可能を可能にする方法

る い は 三 勝 さ せ て、 参 加

綿密な計画、選手はじめ関

二十チームから八チームに

来ない言い訳を許さないこ

できるリーダー不在

⑦復興全体を統括する信頼

どん規模が縮小していくと
とにした。以前のジャパン

―七年は短いだろう。

これでも控えめとお叱り

では言い訳が多かったそう

れている
絞り込まれる決勝トーナメ

をうけるかもしれないが、

っと悲惨な状況を呼び込む

最低でもこれくらいのサプ

係者の説得、熱意と冷静な

ことにもなりかねない。

ントに進出させようという

⑧主な被災三県の足並みが

判断、そしてすべての結果

こそ、そうしたリーダーを

い。むしろ、被災地の人々

うのは筆者だけではあるま

北復興の現場にいたらと思

こうしたリーダーが、東

立ち上がり、あらゆる困難

まえ、悲惨な状況から再び

現状の悲観的な状況を踏

リーダーは大事である、と。

である。なんといっても、

ある。

望、復興サプライズ待望で

夢を持たせるリーダーの待

を排し、被災地と被災者に

大震災発生から四年七か

サプライズを実現せよ！

強烈リーダー出でよ、復興

待望しているだろう。

それにしても、と思うの

なかなか揃わないので進

ことである。

いわく、日本人は体格が

いから勝てない。日本人は

トップクラスのラグビー

えうるリーダー待望論

長期プロジェクトに耐

責任を負うのである。

だが一切許さない。
とい

南ア戦勝利に沸く選手たち

まない

ライズであろう。
今大会ではプール

エディー・ジョーンズ

劣るので勝つのはむずかし

農耕民族の精神を持ってい

い。ラグビーのプロがいな
ラグビー日本代表の実力

るから、狩猟民族のラグビ

というヘッドコーチ

が短期間にこれほど上昇し

ー強国には勝てない。

たのはなぜか。
それは紛れもなく、エデ

ズも六―七年のプロジェク

現にエディー・ジョーン

数年のプロジェクトである。

三カ月や半年では足りない。

こうした言い訳をさせず、 チームの実力を蓄えるには
ッドコーチのおかげである。 えていったところにエディ

ィー・ジョーンズという、

ー・ジョーンズのすごさが

弱点をことごとく強みに変



選手たちももちろん頑張っ

ある。

 まさに鬼のような強烈なヘ
不謹慎のお叱りを受ける

たが、その頑張りのレベル
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V

のを覚悟で、南アフリカに

東北復興にたとえて
言えば・・・

相手ばかりである。

ば、とても勝てそうもない

いずれも、いままでなら

モア、アメリカと続く。

スコットランド、さらにサ

最強は南アフリカ、次いで

う日本が入るグループでの

B

こうした点で、日本のラ

76

やれば必ず出来る、東北復興！
やはり・・・強力なリーダー次第
しなかった。

世紀の番狂わせ実現直後の
ジャパン ・ ヘッドコーチ エディー ・ ジョーンズ

金 曜 日
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その③】
【現地取材の連載レポート

まずは、富岡町の除染

土の膨大な量を見よ

には分からないが、高さが

写真画像とともに世界に発

アだけが、そのほぼ全容を

さないようだ。海外メディ

ることになっているようだ。 現象である。

いは中間貯蔵所に保管され

創出しているという皮肉な

十数メートルある人口の山

働き口を探していた住民

が大量に作られるような量

三～五センチメートルほど

は、福島県各地でおおむね
み上げられている。そうし

き場などに、山のように積

が、剥がされた場所や仮置

それが誇張ではないことが

染土置き場を見て見れば、

ＪＲ富岡町近くにある、汚

百聞は一見に如かず、旧

なしに、ゴーストタウンと

載したトラックがひっきり

の真っ最中で、汚染土を積

富岡町は現在、除染作業

そのなかでもコメントに窮

らない話はたくさんあるが、

現地に行かなければ分か



がる産業がない中で、原発

地元自治体の収入につな

一変したという。

の仕事に就き、収入状況が

が、結構な報酬を伴う除染

剥がされ、集められている

次の寺院では、無人の建

作業が進行していた。

物内を見たら、イノシシと

うである。

かつてもそうだった。そ

そこを再び使える状態に

をするのだという。

イノシシは同じ場所に糞

鳩の糞が堆積していた。

してこの大被害に直結した

のだ。

復興にあたっては、地元

経済構造の変革が不可避だ

と痛感した次第である。

するにはとんでもない苦労

断、それが今般の被害に結

かった数十年前の苦渋の判

ただいた。主に、近隣の寺

住職に近隣をご案内してい

終えた後に、浄林寺の早川

笑い仏さんの開眼供養を

考え込んでしまった。

ったいどうなるのだろうと

でなく、放置された墓もい

があるだろうし、寺院だけ
それは、こうした除染作

び付いたことを思い起こさ

院を見て回った。

復興の道のり遠し
業が、現地の新たな雇用を

せるような現実に直面し、

生きていくのに必要なの

った寺院の境内では、除染

線量が高すぎて無人とな

―

と感じた。

了

―

は、まだまだ道のりが遠い

福島第一原発近隣の復興

複雑な思いがした。

誘致に舵を切らざるを得な
する話題がある。
まま保管されるのか、ある

これらの汚染土は、その

化した街を疾駆していた。
た映像は国内メディアは流

この汚染土が山と積まれ

分かるだろう。

富岡町すべてを見て回っ

た場所がたくさんあった。

富岡町では、この汚染土

ようだ。

除染事業による 
現地雇用創出
信している。

除染土壌を運搬するトラック
だと推察できる。

富岡町浄林寺隣接地も除染中
河川も除染中

富岡町の再建は今後どう展開するのか？
膨大な量の放射能汚染土の行き場は？
除染作業で本当に線量は下がるのか？

福島第一原発から流出し

元 JR 富岡駅近くの作業現場
たわけではないので、正確

一般民家の除染作業

動物の糞だらけになった寺の中

だと言われれば、確かにそ
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富岡町合同庁舎前も除染中

高線量のため無人になった寺

を詰め込んだ大きな黒い袋

除染作業中につき立ち入り禁止

福島―富岡町・楢葉町レポート ③

た放射能に汚染された土壌

山のように、 野球場より広く積まれた除染土壌
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うという方も少ないので、

なかなか日本酒をいただこ

毎年、暑い夏の期間には

んでしたが、かなりの量を

を空にすることは出来ませ

のか、さすがに全部の地酒

精神で、次々に一升瓶が空

いただこうというノンベイ

くおいしい地酒は真っ先に

と、とにか

いう気持ち

援したいと

少しでも応

した福島を

ます。そう

優勝してい

ンテストで

国内外のコ

ますので、どうぞよろしく

けていきたいと思っており

少ない現在の形で、長く続

今後も、参加者の負担が

たという話もありました。

まりは最近見かけなくなっ

年も続いているこうした集

参加者からも、足かけ三

ふく飲み、食べる会です。

うことを承知しつつ、たら

単なる飲み会ではないとい

うという会ではありますが、

に被災地・三陸を支援しよ

三陸酒海鮮会
渋谷は 10/3、 日本橋は 10/8

秋となり、 日本酒シーズンを迎え、
両開催ともに大いに盛り上がる

三陸の海鮮 ・ 渋谷
ビンが空に

という間に

気で、あっ

楽」が大人

島 の「 写

ポート」の内容をかいつま

「福島―富岡町・楢葉町レ

内容は、当新聞の短期連載

の模様をお話ししました。

場ともに、筆者の福島取材

三陸の酒を飲み、三陸の

なりました。 んでのお話でした。

最近、福島

産の地酒が、 海産物をいただき、間接的

お願いいたします。

バレンシア地方の料理で 本来は
フライパンを意味する。 今回は、
豊富な魚貝類と米をフライパン
で炒め煮をしたスペイン料理の
紹介。

になっていきました。

開会に先立っては、両会

『日本酒ラインアップ・日本橋・・・青森、岩手、宮城の地酒』

いただきました。

地酒のなかでは、特に福

『日本酒ラインアップ ・ 渋谷 ・ ・ ・ 10 種の地酒』
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約二カ月のお休みをいただ

十月に入り、大分涼しく

いておりました。

なり、またしばらく東北の

地酒から遠ざかっていると、

あのおいしい地酒が懐かし

くて、大勢のみなさんが駆

けつけてくれました。

そんなことで、十月三日

には渋谷で、二十七名参加、

十月八日には日本橋で、○

名参加で、立て続けに開催

参加者も常連や準常連に

しました。

加え、新たな参加者も増え、

また渋谷ではミニライブも

人数が多くなると、会の

行い、大盛り上がりでした。

飲み放題の趣旨からして、

地酒の種類と本数も増える

ことになり、渋谷開催では

十升もの酒瓶が並びました。

あまりの量に圧倒された

（写真参照）
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第１４回 水産業再興のため
の料理レシピ紹介

【パエリア】

― コツ・ポイント ―
うまく炊き上げる一番のポイン
トは、 米をスープの膜でおおい
ながら、 ぎりぎりまで煮つめるこ
と。 水分が多すぎるとベチャベチ
ャし、 少なすぎると芯が残ります。
最後にパチパチ音がするまで強
火をあてて仕上げると、 フライパ
ンの底に溜まった “だし” がオコ
ゲになって香ばしくなります。
「パエリア」 （完成）
【パエリア】

郷土料理愛好家
松本由美子氏

材料2、3人分(直径28cmのフライパン) 調理時間: 約25分

オリーブオイル30g にんにく4g ▶ みじん切りまたはすりおろす
■ 具材
鶏もも肉150g ▶ ひと口大に切る / あさり 100g▶ 殻をこすり合わせて洗う
/ いか 60g▶ 掃除して3cm大に切る/ むき海老60g ▶ 塩で洗って3cmに切る/
白身魚 60g▶ 皮を除いて3cm大に切る/ パプリカ(赤、緑など) 50g ▶ 3cm大に切る/
パプリカ粉末 3g / 米(洗っていないもの) 150g▶ 洗わない / 白ワイン 20g
■ スープ
水 300ml / かつおだしの素 3g/チキンコンソメ6g / 干し海老(桜海老など) 15g /
サフラン(あれば)少々
■作り方
Step1. 火加減はお持ちのフライパンにあわせてください。強火調理を推奨していないフラ
イパンもございます。 フライパンにオリーブオイル、にんにくを入れて弱火にかける。
Step2. 香りがでてきたら強火にして鶏を皮目から香ばしく炒め、他の具材(あさり、いか、む
き海老、白身魚、パプリカ）も投入して炒める。
Step3. 具材が白っぽくなるまで火が通ったら、パプリカ粉末を加えて香りを立たせる。つづ
いて、米を入れて全体を混ぜ、白ワインを加える。
Step4. アルコールが飛んだら、スープ(水にだしの素、チキンコンソメを溶かしたもの)、干し
海老、サフランを加え、強火のまま沸騰させる。
Step5. 強火のまま、米が水面からうっすら透けて見えるところまで煮詰めたら、ふたをして
中火にする。
Step6. 15分経過したらふたを外し、強火にして30秒。パプリカ、トマトは、火を止める10分前
位にいれます。

ステップ ②

【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.

ステップ ①

独自性の追求は、仏教だ

でもあった。

文化に対する独自性の追求

と同時に、これは京の仏教

べきものだったのである。

州藤原氏にとっては排除す

夷族の長を自任していた奥

原氏かそれに連なる勢力の

が出土する遺跡は、奥州藤

輸入陶磁器である。これら

会用の土器、白磁四耳壺は

泉型てづくねかわらけは宴

各地で見つかっている。平

が、特に平泉以北の東北の

白磁四耳壺が出土する遺跡

いるのである。

者が造営したと考えられて

からこの地域に派遣された

器であったと見られ、平泉

が各地に築いた経塚の外容

所の特徴から、奥州藤原氏

ならず、その形状と出土場

結びつきを示しているのみ

した。この壺は、平泉との

明らかになってきた。奥州

どまるものではないことが

金鶏山のある区域のみにと

観自在王院跡、無量光院跡、

録された中尊寺や毛越寺、

平泉自身も世界遺産に登

思わせられる深い洞察もあ

の事実に関するなるほどと

研究成果だけでなく、周知

最新の発掘調査に基づく

たのである。

下にあった一地方政権とい
けでなく、神社においても

居館だった可能性が高いの

「大平泉」の都市機能

倣することで成り立ってい
う枠を超え、北方世界に広
見られる。平泉には天皇家
である。

るところ、有名な中尊寺の

供養願文は、清衡の思いが

ふんだんに盛り込まれた文

章になっているのがそもそ



も異例であるということで

ある。

これからがさらに

調査の進展である。そのお

その大きな要因は、発掘

ことになったのだろうか。

してここへ来てそのような

盛りである。いったいどう

奇心を満たす内容がてんこ

らかになるような、知的好

ていなかった謎が次々と明

がごとく、それまで知られ

焦 点 を 当 て、 清 衡 は 閩 国

は、奥州藤原氏初代清衡に

鱗の内容も数多い。前者で

しており、文字通り目から

知見を余すところなく披瀝

の発掘調査に基づく最新の

２０１４年

社、２０１４年９月）と斉

っ た 男 の 世 界 戦 略 」（ 集 英

ってきた。

していたことも明らかにな

ーバルスタンダードに準拠

らに当時の東アジアのグロ

は京の都を飛び越えて、さ

はないが、平泉の仏教文化

影響を受けたことに間違い

あった。もちろん、大きな

の 夢 」（ 講 談 社 選 書 メ チ エ、 いうのがこれまでの見方で

藤 利 男「 平 泉 ～ 北 方 王 国

当時の京の都の御願寺

のものを取り入れたものと

平泉の仏教文化は、京都

日も勧請されなかったこと

は、藤原氏の祭神である春

分かる。とりわけ重大なの

される神が選ばれたことが

安京とは異なる論理で勧請

このように平泉では、平

たのである。

く信仰された諸社に限られ

では上下貴賤の分け隔てな

王子など洛外の諸社、洛中

かった。それに対して勧請

島・香取も一切勧請されな

の神として祭られてきた鹿

神でもある八幡、蝦夷征伐

鎮護国家の軍神で源氏の祭

藤原氏の祭神である春日、

を以て否定されるわけであ

ような指摘は、明確な根拠

えていたに過ぎないという

は奥六郡と仙北三郡を押さ

いていたのではなく実際に

氏は東北全域を支配下に置

大古町遺跡、福島県内の白

田（１）遺跡、浪岡城跡内

跡、内真部（４）遺跡、新

は、青森県内の蓬田大館遺

その代表的なものとして

ら を「 東 夷 の 遠 酋 」（ 東 の

尊寺供養願文で清衡は、自

確になったわけである。中

にまで達していたことが明

道南を越え、道央の入り口

の地にあったことを物語っ

の出先機能を持つ拠点がこ

県の矢立廃寺、観音寺廃寺、 の出土物は、実は既に平泉

館遺跡、中崎館遺跡、秋田

果ての蝦夷集団を束ねる遠

県内の花山寺跡、多賀城跡、 ているのである。

岩手県の比爪館跡、田鎖車

い昔からの酋長の家柄に属

水阿弥陀堂境域などがある。 氏の影響力の及ぶ範囲は、

深い日吉、白山、金峯、熊野、 堂前遺跡、川原遺跡、宮城

されたのは仏教に関わりの

る。

られていたが、宇隆１遺跡

になったのは室町時代と見

がこの地に居を構えるよう

まで、本州から渡った人々

道央の入り口である。それ

遺跡のある場所はまさに

り、水上から物資が運び込

いう。白鳥舘には川湊があ

わっていたところだったと

らされた物資が集まって賑

通、陸上交通を通じてもた

方の交通の要衝で、水上交

このうち衣川は、水陸両

呈していたことが分かって

平泉」とも言うべき様相を

され、これらを含めて「大

った地にも都市集落が形成

に白鳥舘、本町、祇園とい

て機能していたこと、さら

この地区が「副都心」とし

され、奥州藤原氏時代にも

取らないくらい大量に発掘

泉セット」が平泉に引けを

だった衣川地区からも「平

藤原氏の前の安倍氏の拠点

に植え付けるだけの効果が

ありという印象を中国国内

ついては、日本に藤原清衡

った。中国で行ったことに

えたことのすごさに思い至

日本だけでなく中国でも行

えたことのすごさ、しかも

の地方豪族である清衡が行

たとのことで、それを一介

や関白が主催するものだっ

うのは、天皇や上皇、摂政

いる。当時、千僧供養とい

寺でも行ったと伝えられて

でなく、中国の天台山国青

た日本の大寺で行っただけ

寺、東大寺、興福寺といっ

これを清衡は延暦寺、園城

った。例えば、「千僧供養」。

化に対しては、これまでも

泉と奥州藤原氏の歴史・文

斉 藤 利 男 氏 も 言 う。「 平

ことになった」と。

の文化はかたちづくられる

ジすることによって、平泉

ルを選択的に採用・アレン

するなかで、平安京のモデ

武家好みのスタイルを模索

即応するなかで、さらには

あわせて東北日本の風土に

に準拠するなかで、それに

グローバル・スタンダード

らかといえば、東アジアの

入れるのにはあらず。どち

モデルをストレートに受け

るという一大イベントだが、 れや、これやで、平安京の

僧侶千人を集めて読経させ

大きな注目がなされてきた。

楽しみな平泉研究

陰で、従来の「奥州藤原氏
王・王審知の仏教立国事業

（天皇・上皇・皇后などの

である。奥州藤原氏が、藤

周知の事実 
に対する洞察

たようなものではなく、極
く影響力を及ぼした政権と
の祭神である伊勢、摂関家

は実質的には奥六郡と仙北
を知り、そうした当時の東

発願によって建てられた寺

原氏の血を引き、藤原を名



めて独自性を備えた文化だ
の見方を示している。

今 、平 泉 研 究 が
面白い！
ったことが明らかになって

三郡を支配していた一地方
アジアの仏教のグローバル

院）は、宇宙の中心仏とさ

乗りながらも、京の藤原氏

推理小説を 
読むような面白さ

豪族に過ぎない」というよ
スタンダードに則って国づ

れた毘盧遮那如来（大日如

れた新著を読むのが楽しい。
あたかも、推理小説を読む

特 に、 入 間 田 宣 夫「 藤
原清衡～平泉に浄土を創

月）は、近年

廷に服属する蝦夷集団の頭

する者）、「俘囚の上頭」（朝

産していたと見られる工房

石製品、水晶細工などを生

わらけや鉄製品、銅製品、

まれた地であると共に、か

寺ということになっている。 う視点が強く働いていたよ

まり白河上皇の発願による

は白河上皇の御願寺で、つ

こともそうである。中尊寺

ま た、「 御 願 寺 」 で あ る

あったに違いない。

北部辺境の一地方史』とい

氏 を 別 と し て、『 日 本 列 島

きな足跡を残した高橋富雄

研究と平泉研究の発展に大

だが、そこには、古代蝦夷

陸奥出羽両国にとどまらず、 きたのである。

領 ） と し て、「 出 羽・ 陸 奥

跡が見つかり、一大手工業

関係者を驚かせた 

の土俗」を従え、さらに「粛

生産地であったことが明ら

入間田宣夫氏は言う。「あ

うな、奥州藤原氏を過小評
くりを進めていたとしてい

来）を本尊とし、それに五

きたのである。

価するような論説が覆され
る。一方後者では、奥州藤

最近、平泉について書か

た。そして、奥州藤原氏が
原氏の在りようは、過去に

とは一線を画する意識でい

慎・挹婁の海蛮」をも従え

北海道の出先機関

ていると書いている。従来

京都とは異なる 
平泉の神仏

現代の我々が想像する以上

大明王を祀るという真言密

たことが窺えるわけである。

関係者にとって衝撃的な

うに思う。しかし本書で述

発見が、この中の新田（１）

べたように、平泉と奥州藤

そこには、中央の論理を一

原氏は、南の琉球王国と同

貫して排除する姿勢が感じ

天皇の発願による御願寺が

これに対して同じ御願寺で

多く建立されたが、地方豪

ある中尊寺の鎮護国家大伽

調査はこれからだが、本町

当時の京の都では、上皇や
ると見る見方がほとんどだ

様、決して『日本国の一地

かになった。本格的な発掘

ったが、実際に海を越えて、 や祇園にも川湊があり、や

族の建立した寺院が御願寺

方』という枠組みには収ま

は、その表現を大仰に過ぎ
町の宇隆１遺跡であった。

はり白鳥舘同様の都市機能

となる例などは空前絶後と

これからの平泉研究がさ

らないものであった」と。

遺跡、そして北海道の厚真
新田遺跡は、港湾機能を伴

奥州藤原氏の影響が及んで

いうことである。しかも、

られる。

った集落遺跡で、平泉政権

があったと見られている。

御願寺であるからには、供

切導入されなかった。五大

数出土することから「平泉

平泉の柳之御所遺跡で多

北海道で唯一奥州藤原氏時

さらに、宇隆１遺跡では、

たわけである。

相応に根拠があることだっ

文にあるこのくだりはそれ

いぶその詳細が分かってき

泉の都市機能について、だ

なる書き方になるべきであ

養願文も白河上皇が主語に

くか、実に楽しみである。

らにどのように展開してい

東北各地で見つかる 

万
明王の下で行われる五壇護

セット」と名付けられた、

代の尾張常滑窯の壺が出土

奥州藤原氏の出先機関

いる地域があることが明ら

当時京の都に次ぐ人口

藍一区や毛越寺では、顕教
寺院の特徴の方が強く現れ、
釈迦如来や多宝如来、阿弥
陀如来が本尊で、大日如来

の外港的位置づけの出先機

人を擁する都市であった平
摩法は夷族や怨霊の調伏を

平泉型てづくねかわらけや

の使者である五大明王も一

関があったと見られている。 かになったわけで、供養願

目的に行われており、当の
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に当時のグローバルスタン

存在した渤海王国に比すべ

教色の強いものであった。

これによって、奥州藤原

ダードを踏まえていて、平

きものとして、朝廷の支配
Ｆａｃｅｂｏｏｋ

12

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

これによって、奥州藤原

泉の文化も、京の文化を模

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」

http://blog.livedoor.jp/
anagma5/
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「アテルイの後裔が綾糟の
・だが、元は誰より臆病に

た、蝦夷の長にして勇者・
鹿角へ向かうと、かの地は

原因を知る為、拙僧が単身
が現れ、悪路王が討たれる

が、朝廷軍に坂上田村麻呂

の英雄へと成長した・・だ

テルイは助けなど要せぬ真

体で戦ったのだ。やがてア

駆り立てた。まさに一心同

な面から支え、助け、また

「悪路王はアテルイを様々

ルイだったのだ。

年を見出した。それがアテ

首を鎌倉まで届けた者。泰

確か、予州（義経）殿の御

「その名、聞き覚えが・・

馬上の梶原景時が言う。

き返すべしとの声明を・・」

この先は魔界ゆえ郷国へ引

「本吉冠者高衡なる者が、

「要塞の将は泰衡か。」

西へ変えた。

受けながら、頼朝は進路を

り得ない」

めたかのよう・・だが、あ

まるで磐井の悪路王が目覚

ではありません。これでは

「いえ、門はこれほど広大

森の門・・・」

この世ならぬ光景に息を飲

側で少女・若も目を瞠り

岡公園ができる、あの丘へ

「最後の石の置き場所、榴

所存か。」

「これから、どうなさるご

末を案じた。

「これが貴方の仰っていた、 別れを告げるべき友の行く

んでいる。

行くよ。始めた者の責任を

覚えながらも、忠衡は永の

て・・善助の仮説に衝撃を

トヨという女の正体につい

くるのがわかった。

ぬ霊的な波動が差し込んで

一筋の光とも、音ともつか

すると、ひとつの方角から

がいていたが、やがて悟っ

かなり長いこと、魂はも

いのだ。

思案などしているに違いな

「汲んでこ・・てバケツ三

いる。

体各所から激しく噴出して

ち、意識を四方に巡らせた。 も水はみるみる蒸発し、車

たように己が内を平静に保

つ四つで間に合うもんでね

していた。石炭を燃さずと

みを帯びて、その熱さを増

りしていた鉄の肌は今や赤

えべしゃ！」

八六二〇型機関車の黒光

こいでば、これ！」

転生だと・・・」

解放される前、兼任は言

衡の弟でしょう。」

いわな

機 関 士 や 車 掌、 そ し て

い残した。丑寅の方角、塩

果たしに。」

日がやってきた。」

小舟は漕ぎ出された。朝

祝魚ら男たちは奇怪な事態

味方の兵は皆、森の奥で

して虚弱なる集落の小役人。 とうの昔に、十和田の火山

盤三郎憲家が白髪頭を掻

報告は続けられる。

竃の社から結界が引かれた

に混乱していた。

身構えているが、誰一人負

しばしの沈黙が、大天狗

の上空に、まだ宮澤賢治と

小田原遊廓を目指してい

灰で地下に消滅していた事

傷する者もない。

と。その直線状に落ちてい

た遊女が、シガレットを取

その底知れぬ潜在力に目を

「その直後、第一陣に五千

る石なら、全て自由にでき

きむしる。
の館を支配した。その時、

佐々木喜善の巨大な姿が揺

る・・動かす事、温度を変

を知ったのです。」

「悪路王・・・確かに、私

れている。対岸に着いて、

つけ、地域の英雄にまで押

騎投入したところ、全て山

独り脚を引きずりながら歩

「アテルイという男には・
襖の向こうから配下のもの

の中でその名が繰り返され

失意の芭蕉が衣川まで戻

ています。奥羽の森は、全

し上げたのが、達谷の悪路

中に忽然と消えたのです。
」

・大きな借りがある。血が

「いかなる奇策か・・」

成された石によって、古代
糟であったのだ。」

何を隠そう

この大天狗綾

こにはヤエトの一族の片割

目を見合わせた。そう、こ

めて現れる者ですな。」

あると申しております。初

う？

平は何をしているのだろ

雷神である兄・悪源太義

事情をわかっている・・高

間を旅してきた少女の方が

自分より、もはやこの時

れとなっていた。

らが新たにその山頂へ囚わ

半ば強制的に解放して、自

大河次郎兼任を烏兎森から

国衡の魂は、いま旧友・

巨大な鉄の塊だ。それはど

人間の背丈の三倍はある、

じた。巨石・・ではない。

に不思議な物体の存在を感

意識を集中すると、その先

更に丑寅からの結界線へ

高く飛び跳ね、くるくると

ろどもが人間の背丈よりも

に、大小様々な形の石っこ

車の前方をまっすぐ一直線

・・？ い や、 本 当 だ。 機 関

に振り向いた。踊っている

おやかた

ると、蝦夷と朝廷の戦争が
らしき声が聞こえた。

激化し、ドムナルは窟を拠

「御館様・・・奥方様が目

王と呼ばれた男でした。」

える事、形を変える事・・・。 り出して紫色の煙を吹いて

「その悪路王、ぬしがこの

き出すと、巨人たちに向か

絶える危機の際には、我が

て悪路王の掌握せし無数の

身を挺して守ると、約束し

中原親能が進言する。

覚められました。」

いる。何だかんだ男たちが

点に蝦夷を支援していた。

石ころか・・道端の石を

大地の裏側から連れて来た

って少し声を張り、それで

言い争っている間に朝が来

たのだ。」

道の扉である、と。」

て、一夜の稼ぎ話はすっ飛

「高舘は、秀衡が崇敬せし

も独り言のように謳い放つ。 いくら動員したところで、

んでしまったようだ。

「そうか。今朝は・・誰と

何ができるというのか。し

「ごらんよ、石が踊ってる

「あの異邦人に我が魔力を

かし塩竃社に呪法の鉄燈籠

よ・・ほら、沢山、沢山。」

者であったな。」

青年の顔を借りた大天狗

「賢治さん！喜善さん！僕

を置いたのはあの義理の弟

スコットランド北部へ跳躍
様子を見せなかった。

れである、綾糟の妻がいる

衡は怖ろしくも愉快だった。

高衡は呆気にとられた。

はこの街にどんなに裏切ら

にして天狗小僧である忠衡

熊野の分霊場とか。しかし

「貴女の中にいるのは・・

れようとも、愛さずにはい

貸し与えて援助し、即ち悪

何か他の仕掛けが働いてい

阿古耶姫では、ないのか。」

られないのだ！」

称しておるか。」

「阿古耶さんは奥羽の人々

「自分はチャンルーラ、で

る虞も・・・」

を討つように宿命づけられ

路王に仕立て上げたのが、

「ぬしなら知っておるだろ

熊野か・・蝦夷の土地と

した若き日の芭蕉・蝦夷名

「ご自分の分身として、ド

一族裏切りの罪によって、 まさか、今朝の笠島道祖の

のだ。

女鬼神に絆されでもしたの

人ではない。だから、攻撃

み上げたものだが、結界線

目も耳も、手足も腸もなく、 うやら人間が砦のように組

車と同様、赤みを帯び、熱

回転し・・そして全て機関

せずに済んだのです。」

これが烏兎森か・・今や
「貴女は、この森の力、ど

真の暗闇にして静寂の極ま

芭蕉と憲家はハッとして

何もかもお見通しか・・
エコヌムケは、滅亡に瀕し

ムナルを犠牲にされたので

ではあるまいな・・・

芭蕉はもうあまり驚いた

鋭く見据えられた芭蕉は答
た現地巨石文明に生きる片
すか。」

彼女は「女王」によって呪

「一万を投入せよ。火は使

うご覧になるか。」

祝魚は女の歌うような声

腕の石工ファードルハ・ド

「我は、大昔に強き呪いを

いをかけられ、人格が来る
日も来る日も三十人の姉妹

う な。 高 衡 を 捕 ら え る の

はらわた

の誰かに入れ替わり、決し

なのだ。

ムナルに出会う。再び遠方

受けて自らは朝廷相手に戦

＊

への跳躍を試みる芭蕉に同

えぬゆえ・・必要な人材だ

ど、極力避けたいところだ。 た・・でも、悪路王は奥羽

える。

行を志願したドムナルは、

大和の地・三輪山で誓わ

おどが

「朝廷軍を長年苦戦せしめ

共に世界の裏側、蝦夷の国

ったのだ。」

に大和朝廷が奥羽へ侵略の

＊

今にも発狂せんばかりの

を発している。
いのだという。待てよ、チ

せられた朝廷への忠誠・・。 て夫に再び会う事ができな

い霊気を感じます。けれど、

え撃とうとしているん

＊

刎ねられたが、あの怪物が

ろう？俺の身体のまま首を

名取太郎はどうしたのだ

「まいね！鉄ば焼げてしま

＊

綾糟とチャンルーラの間に

また頼朝なのか（え？）！

なのか、忠衡なのか、はた

の人々がいて、混乱してい

湯気を吹き上げている。そ

に大量の水があって沸騰し、 迫っている。こいつら、迎

砦の上にある高衡の身体

虚無感・・何もない所に己

だ！」

「軍隊だ・・頼朝の大軍が

「朝廷に反旗を翻した多賀

ャ ン ル ー ラ と い え ば、 確

これほどの大軍・・この砦

が意識のみがある。まさに、 の周りの草原には、数十人
間をくぐり抜ける途中、次

泉三郎忠衡は親友である

おいそれと絶命するはずが

うごだ、水も蒸気さなって

次回予告
まるで樹が人間を捕らえて、 未来からの旅人・石川善助

々に霧のように消えていく。

を、船頭を呼んで広瀬川対

ない・・俺の首には、未だ

今しがたまで話していた、 奴の魂が封じられ、何事か

しまうはで、川から汲んで

は、いかなる修羅場が！？

一体、何者なのだ？彼らは。 広瀬川で討たれるのは兼任

るようだ。

一瞬のうちに飲み込んでい

岸まで送らせる事にした。
「これは・・何だ！一体」

るかのようだ。

鎌倉軍の兵たちが、樹々の

高舘の森へ進撃を始めた

が、興奮に震えていた。

生き地獄だ。

上の無数の石と共鳴して鉄

手を伸ばす、アテルイ登場

城の役人・字麻呂は、自分

か・・

も長くは持ちこたえないで

が過熱しているらしく、中

前夜の時代だった。降りた

はもと蝦夷にとっての裏切

「そうか・・チャンルーラ
綾糟は悪路王をせきたて、 か。遂にその時が来たな・

しょう。」

る事、まさに幽閉という状

地は巨大な岩窟の入口・・

り者ゆえ、若い世代から指

態に他ならぬ感覚である。

まだ建設されていない都市

導者が新たに立ってほしい、 げた。

「この地の神が、総動員し

平泉の原野に隣接する、他

ているのかも・・途方もな

ならぬ達谷窟だったのだ。

と言った」

・では、会うとしよう。」

だ！」

「ドムナルはその窟が津軽

奥州中に素質ある若者を探

ろ

一九七〇年山形県鶴岡市

まで一瞬にして人を運ぶ道

＊

あざ ま

生。札幌、東京を経て、仙

の始まりである事を発見し

させた・・そして胆沢の地

「名取高舘を落とすぞ！」

おう う えつげんぞう

台に移住。市内のケルト音

ましたが、津軽の出口・・

に、戦嫌いで文弱だが独自

北から吹きすさぶ砂嵐を

－

その時、大天狗が顔を上

楽サークルに所属し、あち

の信念と郷土愛を持った青

－

奥羽越現像氏紹介

へやってくる。そこはまさ

う、津軽の時跨ぎよ。」

はいえ、神域を焼き払うな

かつて、津軽で特別に合

悪路王の
森の扉

「そこまでお察しとは。」

第二十九話

こち出没し演奏する。フィ つまり拙僧の故地である鹿
ドル（ヴァイオリン）担当。 角への道が接続できない。
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機会ですが、それ以上に「シ

地元でも、こうした「シ

シ踊り」の迫力を一度体験

シ踊り」の競演にはなかな
百聞は一見に如かず、祭

せていただきましたが、遠

節季で「寒露」と呼ぶそう

ば、さまざまな虫の音も聞

という概念がきっと変わる

るまでには至りません。と

筆者は腰痛で四年連続の

はいえ、朝晩は大分気温が

訪問がかないませんでした

野の祭にはぜひお出かけい

で、露が冷気によって凍り

こえてきて、しみじみと秋

初日は街中で、二日目は

二年目の誕生日を迎え、人
そうになる頃であり、雁な

だなと感じます。

遠野郷八幡宮境内で行われ

生の第四コーナーに差しか
どの冬鳥が渡ってきて、菊

また夜には、耳を澄ませ

まことに月日の経つのは
かっておりますが、季節が
が咲き始め、こおろぎなど

される季節となりました。

早いもので、秋分もあっと
移り変わるたびに、いやで

かお目にかかれず、貴重な

いう間に通り過ぎ、もう十
も残りの年月を確認せざる

ただきたいと思います。

月も半ばになってしまいま

あるなかでの踊りも良いで

下がり、日中との寒暖差は

されることをお勧めしたい

と思います。

すが、遠野の自然のなかで

と思います。
遠野郷八幡宮に奉納する

繰り広げられる伝統的な踊

が、その模様を写真でお伝
えいたします。

＊

遠野の「寒露」も露が凍

＊

時期でもあります。

冬を迎える準備を開始する

激しいようです。そろそろ

遠野の祭は、遠野の自然
今年は現地で拝見すること

という圧倒的な背景があっ

シシ踊り

りはまた格別です。

団体奉納」も
野 郷 八 幡 宮 に お い て、「 シ

は出来ませんでしたが、昨

「シシ踊り
時間を少し遡りますが、

シ踊り四団体奉納」も開催

また、十月四日には、遠
先月の十九日、二十日と遠

ての祭です。

季節でもあります。

さて、遠野の秋は祭りの

＊

ました。

した。今年もあと残すとこ
われております。

が鳴き始める頃を指すと言

遠野 1000 景より
を得ないこの頃です。

「遠野の寒露」

ろ、二カ月あまりです。
さて、この季節は二十四
東京圏ではまだまだ露が
このところ急に冷え込み、

年に同様の催しがあり、堪

街中でたくさんの人出が

されました。

能いたしました。

野では「遠野まつり」が開

当新聞でも何度か紹介さ

今年の夏の暑さが、遠い昔

凍ることはありませんが、

南部ばやし

催されました。
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シリーズ 遠野の自然
筆者も先月、還暦プラス

神輿

ソバ畑と SL 銀河

流鏑馬 八幡宮 HP から

還御
のようになつかしく思い出
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４年前、対岸の火事だと

増えすぎた自然エネルギー

ば現代の大量消費社会では
んでいるのだ。

例もあり、新たな開発が進

ことを考えている人の次の

国内各地で潜在的に同じ

開発に成功できたらならば。

感じているのだ。その場所

が強いことは幼少より肌で

る私が石巻出身であり、風

プロジェクト発案者であ

自然エネルギーは風だけ

に住む人間がよく知ってい

ーは何かということはそこ

だけではないと思う。
が逆に自然を破壊してしま

一歩に繋がり、新たなプロ

今から７年前、当時大学
思っていた深刻な問題が国
い本末転倒になってしまう。 民出資による自然エネルギ
ー開発と言われるが、我が

ではない。太陽光、地熱、

るはずである。

院にて風力発電の研究をす
る傍ら、世界一周航空券を
内で起きたのだ。
これまでとは異なる新し
国では千基以上の風車が開

波力、温泉熱、潮力、バイ

デンマークでは八割が市

片手に社会問題の現場を歩
いコンセプトが必要なので

発されたにも関わらず市民

オマス、小型水力など様々

さしく日進月歩で技術革新

が成功するのではないか。

も同じようなプロジェクト

るのならば、うちの地域で

あの若者たちにすらでき

にある有益な自然エネルギ

はないかと思い。復興に貢

字にして一パーセント前後

献し、環境への負担を抑え、 出資はわずかに十数基。数

ジェクトが立ち上がる。

今までは対岸の火事だと
多くの市民の参加により開

東日本大震災と、原子力

思っていた重大な問題がい

く一人旅に出たことがある。
困」と改めて言わずとも世
ざ目の前に起きたとき、私

発電所の事故。

界はたくさんの問題を抱え

「 環 境 問 題 」「 戦 争 」「 貧

ていた。

にあり、その形も増え、ま

被災地に次世代のエネル

である。

あの事故から数年、私は

れ、高い信頼性から市場か

ないが、こと市民出資とな

プする体制が整っているの

そう思っていただけたら、

（とうばいゆうや）

東梅祐也

をテーマに地球一周の一

に環境問題・戦争・貧困

の現場を肌で感じるため

人旅へ。

帰国後は反原発、植林、

を取得。現場での仕事に

同大学大学院にて修士号

旅のトークライブなど

ャリティサンタ、自身の

東日本大震災を機にエ

様々な活動を行う。

を中退し、風力発電専門

従事するために博士課程

学院大学電気情報工学科、 ゴミ拾い、反戦デモにチ

巻工業高校電気科、東北

エンジニアを志し、石

石巻市出身。

寄稿者プロフィール

加えて一つ。我々がなぜ

共に手を取りたい。その魁

が起きているのだ。

る発電所が都心などの外部

石巻で風力発電事業を始め

ギーの安全を願って作られ

ステラという名前の特定非

資本中心であっては、ある

に我々はなりたいと思う。

それは現実的ではないだ

営利活動法人を立ち上げた。 ろうか。次に我々が検討し

ようと思ったのか。

風力発電の技術者を退職し、 検討している。

還元されるようなモデルを

発が行われ、利益が市民に

地雷で手足が無くなった
人、ゴミの山で働く子供に
海外の問題を叫んだとこ

真っ白になったサンゴ礁。
ろで、現場に行ったことが

程度の税は自治体へ落ちる

風力発電機は一基で七億

らの投資を受けられる強力

少ない。自然エネルギーを

ることが必要であるように

事ではなく自分ごとに感じ

エネルギー問題を対岸の火

多くの市民へ出資の呼びか

て長期に渡る資金調達と、

かりとした事業計画を持っ

った発電機を選択し、しっ

なるには誰がふさわしいの

インパクトのある担い手と

う新たな可能性を認知する

いう空気感と市民出資とい

に大学院時代に社会問題

に何が必要かを知るため

るのが目標で、そのため

者でもある。

電気主任技術者の有資格

しての敷居が我が国では高

端的に言うならば事業と

異なるバックグランドと職

味がある。メンバー全員が

しているのにはそういう意

風力発電事業にチャレンジ
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は何もできなかった。

事実である。

かもしれないが利益のほと

構成メンバーはこれまで

種のソーシャルインパクト

自然エネルギーの技術が

ているビジネスモデルにつ

行なってきた様々な活動で

んどが流出してしまい、市

が必要だと思われる。

高いこと、恵まれた環境だ

けではなく、かの国では市
エネルギーさえどこで消費

前後の大きな事業であり、

民出資という手法が認知さ
イツでは大企業や国ではな

されるのかわからない。

なポートフォリオとなって

く、市民が主役となってエ

大きな資本を持つ企業が行

すべての問題を解決する

市民が自然エネルギーを

おり、政府や自治体、組合

ネルギーの開発を行ってき

うのが通例であり、開発も

などから事業をバックアッ

のは難しいかもしれないが

望み、開発し、還元される

し易いことは述べるまでも
事業に投資し、自然エネル

市民が小口の出資を行い、 手法が我が国ではまだまだ

ではなく、次の、その次の

現在は理事として活動

は宮城に戻り現法人設立。

ンジニアを退職してから

幼い頃から動物が好き

のエンジニアに。

我が国でたくさんの市民

で、将来は環境問題の解

も大きな要素だろう。

がエネルギー問題に具体的

ると声を上げることすら容

に関わり、開発を進めると

多く取り入れた社会実現に

最適なエネルギーを見極

ギーを開発。事業を通して

ではなく、自らが何らかの

世代に残す社会のために。

形で関わった発電所があり、 め、適正な容量と特性を持

易ではない。
かけて市民に還元する仕組

は『誰かが開発した』もの
みである。多くの市民の理
紹介させて頂きたいと思う。 具体的なアクションを得ら

思う。そして、このような

次世代へつなぐコン
セプト

れなければ実現できないや

か。

わが国では北海道グリー

いということだ。ただ、デ

発電所の管理に必要な

り方だ。手間と時間はかか

けを行って事業を開始する

に従事している。

我々の第一目標は宮城県

開発が勢いづくには、ある

解を得て、かつ出資という

石巻市に風力発電所を建設

るが発電所は多くの市民に

ンファンドという特定非営

ンマークではこの種の事業

我々が自然エネルギー開
車が一本立ったところで原

利活動法人が先駆者となり、

発で最も難しいと言われる
発のエネルギーとは桁が４

開発を行ってきた。市民出

業を持ち、素人の寄せ集め

までもほぼボランティアで

つほど違うのだ。原発のな

を牧場のおじさんが副業で

と言われても仕方ない中で

行わなければならない。

い未来を自然エネルギーで

資というモデル自体は昨今

やっているというのもまた

愛され、長く運用され、利

というのはこれから並々な

できたものではなく、実現

益をもたらすのだ。

らぬ努力が伴う。ともすれ

言わせていただければ、風

少しエンジニアの視点で

すること。

次に我々の活動について

決に貢献できる仕事をす

得られる利益を長い時間を

になりたい。私たちの世代

た歴史がある。

40

できることがあるなら、力

若者主体で何ができ
るのか

民へのメリットは薄い。と

いて述べていきたい。

ない人間になんの説得力が
出会った友人たち。設立時

あるだろうかと思った。
しかし、いくら深刻な問

市民出資という新た
な可能性

関してはほぼ全てが電力系

歳。

現在は正会員と賛助会員

自然エネルギーの先進国

統へ送られるのだからその

の平均年齢は

負の遺産を残すものであろ
合わせておよそ 名ほどの

と呼ばれるデンマークやド

題だろうと、将来の世代に
うと、それは海を挟んだも
会員によって支えられてい

かくエネルギーそのものに

のであって、対岸の火事の
る。

27

ように感じてしまうのは私

2014 年度末時点でのプロジェクトメンバー
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石巻に新しい復興の風を

若者が中心となって立ち上げた NPO 法人が
新しい手法で風力発電所開発に挑戦する！
-NPO 法人 S T E L A のプロジェクトのレポート１-

2015 年 （平成 27 年） 10 月 16 日 （金曜日）
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第 40 号 ネットアンケート集計結果
【自然災害対策は防御中心か、 避難中心か？】
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
集中豪雨被害は人災か、 想定外のせいか ?
（１） 人災である
（２） 想定範囲を超えていたせい
（３） 両方がからんでいる
（４） いずれでもない
自然災害被害は想定できるものか ?
（１） かなりの程度まで想定可能
（２） 基本的に想定はできない
（３） 現代科学による想定に頼るしかない
（４） いずれでもない
集中豪雨対策と東北大震災対策について
（１） 基本的に同様に考えるべき
（２） 規模が違いすぎて同じには扱えない
（３） 何とも言えない
（４） いずれでもない
自然災害の歴史研究について
（１） どちらかといえば歴史研究を優先すべき
（２） 歴史研究より現代科学優先にすべき
（３） 歴史研究がすべて
（４） いずれでもない
自然災害への避難対策について
（１） お粗末すぎて根本から見直し必要
（２） もう少し充実すべき
（３） ほぼ完成している
（４） いずれでもない
科学で自然は克服できるか ?
（１） 思う
（２） ある程度そう思う
（３） まったく思わない
（４） いずれでもない
自然災害対策は防御か、 避難か ?
（１） 防御中心
（２） 避難中心
（３） 防御と避難のミックス
（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

14
2

（１）男性
（２）女性

0
3
7
6

③

（１）20歳未満
（２）20歳以上40歳未満
（３）40歳以上60歳未満

1
2
12
1

（４）60歳以上

④

（１）人災である
（２）想定範囲を超えていたせい
（３）両方がからんでいる
（４）いずれでもない

⑤

4
7
5
0

（１）かなりの程度まで想定可能
（２）基本的に想定はできない
（３）現代科学による想定に頼る
しかない
（４）いずれでもない

9
6
0
1

⑥

（１）基本的に同様に考えるべき
（２）規模が違いすぎて同じには
扱えない
（３）何とも言えない
（４）いずれでもない

⑦

8
4
0
4

（１）どちらかといえば歴史研究を
優先すべき
（２）歴史研究より現代科学優先
にすべき
（３）歴史研究がすべて
（４）いずれでもない

8
8
0
0

⑧

（１）お粗末すぎて根本から
見直し必要
（２）もう少し充実すべき
（３）ほぼ完成している
（４）いずれでもない

⑨

0
4
12
0

（１）思う
（２）ある程度そう思う
（３）まったく思わない
（４）いずれでもない

⑩

（１）防御中心

0
1
15
0

（２）避難中心
（３）防御と避難のミックス
（４）いずれでもない

ワールドカップ

• 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）

ラグビーで、これ

• 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.

】。

まで惨憺たる成績

「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

今回は【自然災害対策は

防御中心か、避難中心か

大きな自然災害が発生す

するという快挙で、日本中、

であったジャパン

いや世界中で大騒ぎになり、

チームが、強豪の

以前から、この問題につい

その余勢をかって日本にラ

るたびに、やれ防御体制が

て、聞いてみたいと考えて

不備だとか、自然災害は想

いた。今後の復興対策を見

グビーブームが訪れそうな

?

編集後記

南アフリカに勝利

直すのか、いまのまま進行

気配である。

定外だとか、かまびすしい。

するのか、大事なポイント

熱戦を寝不足になりながら

筆者は、以前からラグビ

見ていた方なので、そうし

ーが好きで、深夜枠に追い

たブームは大歓迎である。

に差しかかっている。回答

かなり前になるが、新日

者数は十六名。

鉄釜石という不動の日本チ

「 集 中 豪 雨 被 害 は 人 災 か、 やられたワールドカップの

％ で 圧 倒 的。「 自

ャンピョンがいた。日本選

75

」は「両

然災害被害は想定できるも

手権で七連覇を果たすとい

％。 う偉業をやってのけたチー

25

44

?

想定外のせいか

」は「想定はできな

方」が

％、「 現 代 科 学

?

31

のか

による想定に頼るしかな

い」が約

％、「 か な り の

い」が約

程度まで想定可能」が

ムで、その後、釜石シーウ

在に至っている。

• 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

エイブズと名前を変えて現

％、

「東北を世界に！」プロジェクト募集

「集中豪雨対策と東北大震

近頃ではかつての黄金時

56

災対策について」は「同様

代を知る人も少なくなって

38

に考えるべき」が約

％。「自

「規模が違いすぎて同じに

東北大震災では、選手た

は扱えない」が約

ちによる地元被災地への積

％。 動が知られていたが、それ

25

（１）東北被災地

きたようだ。

て」は「どちらかといえば

極的な復興ボランティア活

50

①

7
4
5

然災害の歴史研究につい

％、「 歴 史 研 究 よ り 現 代

歴史研究を優先すべき」が

をいまでも継続しているよ

科学優先にすべき」が

「自然災害への避難対策に

二〇一九年のワールドカ

うだ。

釜石シーウエイブズの選

ついて」は「お粗末すぎて

ップラグビー日本開催では、

?

根本から見直し必要」と「も

う少し充実すべき」が同数

釜石でも試合が開催される。

50

」は「まった

手たちが、地元の会場で活

％で圧倒

％。「 科 学 で 自 然 は 克

躍する姿を、復興活動を共

75

で

く思わない」が

に行ってきた被災者の方々

?

服できるか

的、「ある程度そう思う」が

はぜひとも見たいと願って

いることだろう。ぜひ応援

」は「防御と

％

％。「 自 然 災 害 対 策 は 防

御か、避難か

避難のミックス」が約

で圧倒的という結果だった。 したい。

94

25

回答数

