無料

政治的かけひきのみで決まる2020
オリンピック東北開催だが、せっかくの
チャンスを東北復興に活かそう
福島開催を提案して、ニュ
ースとなりました。

むしろ積極的に賛成です。
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＜＜東北魂＞＞を鼓舞する
電子新聞

発行所 株式会社遊無有

ばかりです。

シーにならないことを祈る

企画するのも有効ではない

派員を招待するイベントを

リオの効果を東北でも

かと思います。

まざまな影響が出ますが、

オリンピックを迎える日

海外特派員を狙え

こうしたオリンピック開催

を契機として社会に生み出

的にも大きな注目を浴びる

される持続的な効果がオリ

のは間違いありません。
放射能汚染問題にきちん

ンピック・レガシーという

オリンピックが東京で開

とした解決策を示さなけれ

本に、これから多くの海外

催されれば、多くの国内外

ば、国際的にも大きな問題

メディア特派員が赴任する

観光客も集まります。

ことです。

ですから、単に競技場を

という話を聞きました。

を引き起こすことになるか

後々活用するという狭い意

らです。

味だけではありません。

デジャネイロでも証明済み

そのことは、今年のリオ

そうしたことまでしん酌

派員では新たな展開も望み

光客は、東京に来たらそれ

また、特に海外からの観

です。（表参照）

さを見つけてくれるのでは

らば、偏見なく、日本の良

薄ですが、新任の特派員な

すでに日本滞在が長い特

した上で組織委員会が福島
開催を推したかどうかはな
はだ疑問ですが、決定した

海水のボート場は
レガシーか？

ないかと期待できそうです。 で終わりということはない

開催場所の候補のひとつ

じます。

げたボート競技の話題に転

東北開催で、前号も取り上

かと思うとワクワクします。

大きな効果を引き起こせる

してもらえたら、どんなに

本に関するニュースを配信

資源に案内して、世界へ日

かれらをあちこちの観光

東北の魅力を堪能してもら

のは容易です。

くさんの観光客を呼び込む

そのときに、東北にもた

東京オリンピック競技の

である最有力のボート場は

そうした海外特派員を味

う企画が切に望まれます。

ストたちが集まり、福島の
放射能問題をあぶりだして
いくことでしょう。

目の肥えた海外観光客に、

リオデジャネイロ市のオリンピック観光客効果

発行 2016 年 （平成 28 年） 11 月 16 日 水曜日

Ｒｉｓｉｎｇ ｕｐ ， ＴＯＨＯＫＵ！

ら、それは何としても解決
しなければならない課題と
なることは引き受けざるを

海を区切って作られるとい

方につけるという新鮮な発
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でしょう。必ず、他の地域

います。つまり、海水のボ

想を各自治体担当者が抱い

も観光します。

この展開は、福島にとっ

ート場であり、海面の変動

て欲しいと願います。

など

きっと世界のジャーナリ

て大きな賭けとなるかもし

に左右される側面があると

オリンピック開催日は8/5か
ら8/21までの17日間
パラリンピックは9/7から
9/18までの12日間

水 曜 日
2 0 1 6 年 （ 平 成 2 8 年 ） 11 月 16 日

得ません。

れません。

いうことです。

外国人旅行者が1日で使用
した金額
約425レアル
（日本円で約13000円）
国内旅行者が1日で使用し
た金額
約310レアル
（日本円で約9500円）

解決すれば風評問題にも

経済効果

できれば、団体で海外特

海外観光客内訳
米国
17％
アルゼンチン 12％
ドイツ
7％

なぜこうした立地なのか、

大変な金額を投資して、

観光客総数
117万人
うち外国人
41万人

素人の筆者は理解に苦しむ

有効な別候補も振り切って

観光客

筆者による総額概算
数千億円

ばかりです。

しかも海水に浸かったボ

ょうか。

ンフラの整備、スポーツ振

（リオデジャネイロ市長談 2016.8.24）

目途がつきますし、逆のケ

ーとは「長期にわたる、特

興等が図られますが、これ

押し通して建設し、レガシ

かしいと思うのです。

によって生活の利便性が高

ーはレガシーでも負のレガ

市において各種の施設やイ

まるなど人々の暮らしにさ

2016 リオデジャネイロオリンピックにおける
リオデジャネイロ市の主な効果

ースは悲惨です。

レガシー（遺産）問
題の出発点

ートをいちいち洗わないと

とです。

ところで、オリンピック

示しました。

これら一連の動きはまる

も、そうした不便を踏まえ

これを受け、九日に都内

う に な っ た レ ガ シ ー（ 遺

て、この競技場がレガシー

いけなく、オリンピック後
れまで少しもそんなことに

産）問題ですが、正確な意

（遺産）として活用される

の話題に頻繁に登場するよ
けではありませんが、今後、 事会で、野球・ソフトボー

触れもしなかった組織委員

味で使用されているのかは

で政治的な茶番劇です。こ
ルの一部の試合を福島県で

会なのに、子供のけんかの

のかどうかははなはだ疑問

で開かれた組織委員会の理
福島県内のいつくつかの競

行うことが承認されるとい

なはだ疑問です。

まったく不思議でならな

これで本決まりというわ

リンピックの東北での一部

技会場候補が絞り込まれ、

ように小池知事のイニシア

いし、それをマスメディア

前号で、２０２０東京オ
開催の可能性ある競技はボ

うことになった訳です。

にポジティブな影響」とさ

に挙がっていますが、関係

と思うのは素人だからでし

来月上旬に開かれるＩＯＣ

れます。オリンピックの開

者によると、交通の利便性

ただし、福島開催は国際

ＩＯＣによれば、レガシ

＝国際オリンピック委員会

それはともかく、福島で

ここに至るまでの経過と

や観客席の規模などから、

ティブに対抗しての提案と

ートだけではないという記

オリンピック競技を開催す

も指摘しないので、余計お
して、先月、ＩＯＣのバッ

具体的な競技会場につい

事を掲載したすぐ後に、野

の理事会で正式に承認され

きグリーンスタジアム、郡

るという段取りになります。 づま球場、いわき市のいわ

ることに異論はありません。 催が決まると、開催予定都
んで、オリンピック組織委

ハ会長が、安倍総理との会

しか思えないからです。

球・ソフトボール競技も東

現段階ではかなり有力な提

山市の開成山野球場が候補
員会の森会長が、あたかも

福島市のあづま球場で調整

ては、福島市の福島県営あ

北開催の具体的な可能性が

案となりそうです。

小池東京都知事の長沼ボー

談で、東日本大震災の被災

が進められているというこ

福島の放射能問題解
決は不可避
ト場案に対抗するかのよう

地で競技を開催する意向を

そして先日さらに一歩進

出てまいりました。

ボール競技開催濃厚

福島での野球・ソフト

野球とソフトボールの福島開催濃厚
に、野球・ソフトボールの

内訳

効果

項目

毎月発行
〒 207-0005
東京都東大和市高木 3-315-1-2-2
http://www.yumuyu.com/
e-mail:yumuyu@wj8.so-net.ne.jp
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来年３月で大震災発
生から満 年となる
来年のことで、少し気が

早いが、年明けの三月十一

日で、大震災発生から満六
は、つい先ごろの

年を迎える。
・

ことと思っていたが、月日

の経つのは早いものだ。

北東北と北海道を襲ったの
いう望みを抱かせた。

きく変わるかもしれないと

メランのように戻ってきて、 これで復興後の被災地は大

い時間、過去の記憶を鮮明
である。これまでにないル

やはり、人はそんなに長
に保持し続けることはむず

福島は復旧さえまま
ならない
それから、福島のことを

しかも、「不十分な復旧」
である。
真の復興対策など望むべ

というアンチキャンペーン

人間に来て欲しくないなど

ことなどできない。

して、全体をシートで覆う

否が応でも、復興・復旧

するのはけっして筋違いで

を張って、東北自らが芽を

させなければならないので

はないと考える。

現時点で、これ以上有効

ある。

質の悪い面を出してしまい、 と文化

つぶしてしまわないように

東北復興を、オリンピッ

と願うばかりである。

ク景気で補完するというの

な方策は思いつかないほど

意固地になって、せっかく

である。

うに、東京オリンピックに

のチャンスをふいにしてし

直後のビジョン

は、海外の選手団だけでは

・

くもない。

ニュースは一挙に減少した。 に、まさか、ひょっとした

なく、観光客もたくさん押

忘れてはならない。

ら、と頭をかすめた可能性

した議論も尻すぼみとなっ

しかし、その後は、そう

ートを辿った新たな大型台

が、いよいよ現実味を帯び

風であった。

マスメディアの報道姿勢

一方で、記憶が鮮明のま

かしいのだ。

はどうなっているのかと大

皆無となった。

である。

もうひとつは、経済効果

岩手などでは死者や行方
したがって、真の復興ビ

か。

それで、福島は復興途上

感を禁じえない部分もある

とそこから

クが東北の被災地に与える

２０２０東京オリンピッ

この機会を活用して、経済

もっと言えば、積極的に

すぎると思うのである。

は不要というのは、意固地

が、筋を通して、経済支援

ら、心から、祈っている。

これに最近の円高による

観光客増加の波がシナジー

・

効果を産めば、さまざまな

角度から

の復興が注目を浴びるのは

オリンピック効果に
は 面の効果あり

追随する。

ややもすれば、東北人気

不明者が多数出た。北海道
ジョン論議は非常に悲観的

して進まないが、近隣地区

にあるのだとアピールした

前から言い続けているよ

まであり続けるということ
での台風被害もめったにな

は、何かちょっとした違和

論議がかまびすしい時期

は、言葉で表現できない強
いことであり、道民はさぞ

まわないようにと、いまか

への帰還政策だけはかなり

もう望みはないのだろう

当然ながら、現実の復興

放射能汚染対策は遅々と

も同様であり、インフラ等

う結論になる。

福島第一原発に関連する

烈な体験をされた被災者や

し寄せる。海外メディアも

て、いまは見かけることも

その家族にとっては、いつ

てきたのだ。

さらに自然災害は続き、

いに疑問を感じる。

今度は島根県で大地震が発

に見た方が良いだろうとい

くことをも意味している。
生した。

や驚いたことであろう。

徐々に記憶の鮮明さが薄れ

震災発生前と大きく異なっ

一連の自然災害をみると、 の復旧はある程度進んだが、 強引に推進されている。
た部分はほとんど見あたら

の家族を救済していくこと

２０２０東京オリン
ピックで大震災の記
憶を再び鮮明に！

環境の厳しい一面を、連続

にも直結していくのだから、 ことさらに日本列島の自然

面だけではなく、東北の文

るとか、あらためて東北復

影響は二つの側面があると

興の強力な支援者に仕立て

安直に、記憶を留めること

こうしたなかで、前述の、 確実である。

ひとつは、オリンピック

いのだろうが、実態を正確

開催までに復興がまちがい

ないので、この先も、大き

性を、東北復興はオリンピ

で、時間を置かずに見せつ

ックのようなお祭りとは違

を最優先すべきではないの

夫のひとつとして、また、

ていくとか、そうしたこと

化を世界に広める機会にす
真の復興をあきらめずに追

なく加速することである。

考える。
福島第一原発一号機の建

うとか、たくさんの人が亡

を期待したいものだ。

そうしたせっかくの可能
屋カバーを取り外したニュ

求する方策につながるイベ

海外からの観光客に被災地

の記憶を保持する工

ースがあったが、そこから

くなっている地域なので、

・

PR
ントとして、２０２０東京

に伝えて欲しいものだ。

の方が大きいと言わざるを
得ない。

2
の突っ込みはないのか。

な変化はないという可能性

こうして、直近の巨大な

てならない。

11

の復興と復旧を見せまいと

けられているような気がし
の記憶

3

ていくことが、被災者やそ

までも癒されない日々が続

11

11

あまりよく事情を知らない
２０２０東京オリンピッ
クでは、世界のマスメディ

まさか、インフラ復
旧対策のみで終了？
そうすると、ひとつの疑

アが福島を訪問するはずで

日本国民に、情報伝達面で

情報収集に努力してもらい、

期待するしかない。

遅れてやってくる
復旧対策しかない
から十年

これらの可能性が真実だ
・

後 の 姿 は、「 遅 れ て や っ て

とすると、
復興対策は万全だと主張し

きた復旧対策」の成果のみ

巨大な防潮堤を作れば、
たいのだろうか。
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3
3

オリンピックを有効に活用

かもしれない。
とはいえ、 ・
自然災害の記憶が鮮明とな

は消滅してはならない。そ
のために、記憶を保持し続
の記

り、対するに、
憶が薄れていくというのは

・

けなければならないが、や
いたし方ないことかもしれ

念が頭の中を駆けめぐって

腰砕け状態の国内のマス

ある。
人々の記憶から薄れてく

くるのである。

都度に、マスメディアにニ

メディアに替わって、世界

ュースをリリースしておけ

るのをいいことに、復旧対

焦点の欠落した
復興政策

ない。

はり何らかの工夫が必要で

からしばらくの間、

ここであらためて、震災発

貢献して欲しいと切に願う。

のマスメディアが、正確な
生以来の復興政策を現時点

ば、復興対策は進んでいる

非常に情けなく、筋違い

震災記憶問題から転じて、 策のみに専念して、完成の

から振り返ってみる。

という印象を植え付けるこ

直後は、あちこち

知であるが、いまはそこに

の願望であることは百も承
めて置けばよいと。

ことは誰の目にも明らかで、 とができるので、そこで止
復旧対策であり、迷うこと

最初からそう思ってやっ

その結果、マスメディア

への登場頻度の差もあって、 はなかったが、目指すべき

甚大な被害をもたらした。

挙に加速する時間の区切り

て来た訳ではないと思いた
ら仕組まれていたようにも

いが、情勢はどうも最初か

復興像は結局のところはっ

・

かない。

ここまで来たという印象し

焦点が形成されることなく、 思えてくるのである。

というより、ビジョンの

大地震といえば、熊本地震
さらに今年は、北東北と

目となる予感がするのは筆
また、そうしたことに伴

北海道の巨大台風被害もあ

きりしなかった。

い、復興への支援や協力も

この台風は、例年だと西

った。
から太平洋側に抜けると日

とにさびしいことではある

弱体化していくのは、まこ

を指すようにもなった。

区切り目が、人々の記憶か

なって熊本地震が発生して、 まずは、発生直後にすべき

しかし、その後、今年に

かなかった。

しうるものは阪神大震災し

この未曾有の大災害に比肩

・

大震災の記憶を
薄れさせる出来事

あることも確かである。

11

者だけだろうか。

ら忘れられるスピードが一

そしてこの満六年という

11

が、やはりあらがいがたい

ということになりかねない。

まさか復興対策の目玉は防潮堤のみ？

3

からビジョンの提言があり、

福島第一原発一号機建屋カバー解体後

3

本を離れて行くのに、ブー

11

11

6

流れとなるかもしれない。

3

3

7年目以降の東北被災地の
復興ビジョンは結局のところ
ウヤムヤになってしまうのか

11

11

来年満六年を迎える 3・11
3

3
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松川渓谷

岩手山

写真でお伝えする

東北の紅葉
（岩手）
写真撮影 : 尾崎匠

松川渓谷

岩手公園

松川渓谷

七滝

岩手公園
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七滝

時から、水天宮前のささや

で、それぞれ開催いたしま

す。

これからの季節は、暖か

いなべ物に、さまざまな海

鮮とおいしい東北の地酒が

最高です。ぜひたくさんの

みなさまにご参加いただき

たいと思います。

この会にはいくつかの自

慢がありますが、特に東北

の地酒です。

地酒は基本的に純米酒系に

絞っております。純米酒系

東北地酒ラインアップ( 日本橋）

が最も海鮮とマッチし、海

鮮の味・風味を消さない一

方で、純米酒も、吟醸酒系

のように、あまり自己主張

本来の味が最もストレート

参加者募る！！
うまい東北地酒と三陸海鮮の会
第２4 回 三陸酒海鮮会・渋谷
第２1 回 三陸酒海鮮会・日本橋
せず、飽きが来ず、日本酒

次の三陸酒海鮮会は、渋

に味わえる酒と考えており

第 54 号 http://tohoku-fukko.jp/

谷が十一月十九日（土）午

ぜひご参加を！

東北地酒ラインアップ( 渋谷）

後四時から、渋谷ヒカリエ
ます。また、東北の地酒ラ
近くの焚火家で、日本橋は、 インアップもすごいですよ。

十 二 月 一 日（ 木 ）、 午 後 七

2016 年 （平成 28 年） 11 月 16 日 （水曜日）

「鍋 （渋谷）」

第27回 水産業再興の
ための料理レシピ紹介

【サバの黒酢
照り焼き】

青森県沖で獲れたサバ
を使った黒酢照り焼き
完成品

郷土料理愛好家
松本由美子氏

ー簡単レシピー
『材

 ２人分 > サバ 160g、片栗粉  大 1、サラダ菜    少々、ごま油   大 1、ａ  
料』 <
黒酢 大 1/2、醤油  小 2、はちみつ 大 1/2、にんにくすりおろし 小 1、い
り松の実    大 1、糸とうがらし  ( あれば適量 )
『作り方』 ①サバは水気をしっかりふいて一口大に切り、ポリ袋に入れて片栗粉を
まぶす。
②フライパンにごま油を熱してサバを 2 〜３分焼き、ａを加えて煮から
める。
③皿にサラダ菜を敷いて、サバをのせサラダ菜をのせる。松の実をちらす。
     ( あれば糸とうがらしをあしらう )

【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.

立安積黎明高等学校合唱団

部などが、高校では福島県

山市立郡山第七中学校合唱

郡山第二中学校合唱部、郡

があまたある。これらに加

と称するにふさわしい要素

トラなど、まさに「楽都」

くとも８つはあるオーケス

ヤーコンサート、現在少な

るように思う。

そこが最も重要な要素であ

言 え る。「 楽 都 」 に と っ て

貢献しているということは

る環境が多くあるというこ

ば、それだけ音楽を楽しめ

たくさんの「楽都」があれ

はずである。いや、むしろ

があってまったく問題ない

けるかについてのノウハウ

ことをその後どのように続

大変なことである。始めた

も続けることは実はもっと

新しく始めたことをその後

ある。

や福島県立郡山高等学校合

えて特筆すべきは、音楽を

ト」、「学都×楽都コラボレ

このように音楽イベント
唱団などが、また小学校で

楽しむ環境の充実ぶりであ

私事であるが、今年から
ス テ ィ バ ル 」、 そ し て 今 回

禅寺ストリートジャズフェ

白区民合唱祭」、９月の「定

ここを見ると、毎月かなり

開催される音楽イベントの
都」への道は戦後すぐ始ま

予定がまとめられているが、 を称している。郡山の「楽

つ、福島の郡山市も「楽都」

ではない。東北ではもう一

音楽活動のすそ野の広さや

ている。これは郡山市内の

で上位入賞の常連校となっ

国学校音楽コンクールなど

や「Ｎコン」ことＮＨＫ全

が、全日本合唱コンクール

弦楽団という、ウィーンを

ーンフォルクスオーパー管

国立歌劇場管弦楽団とウィ

いと思ったのは、ウィーン

運んだことがあるが、すご

る。ウィーンには一度足を

動を行っているかについて

ような趣旨でどのような活

った。これらの都市がどの

松本、堂山、四国中央があ

地名は仙台、郡山の他に、

都」と入力して表示される

ずは先に述べた、仙台と郡

ことはありそうである。ま

東北の中だけでもできる

てはどうだろうか。

都サミット」を開催してみ

って、年に１回くらい「楽

都」を自称する都市が集ま

と に な り、 望 ま し い。「 楽

持といったメンタル面のこ

方法やモチベーションの維

からコミュニケーションの

ョンといった実務上のこと

ぎや予算確保、プロモーシ

営体制の構築や維持、引継

るところが持っている。運

は、始めたことを続けてい

他に３年に１回仙台国際音

ーション」、「クリスマスヴ

楽コンクールが開催される。
があまた催されることもあ

は郡山市立大島小学校など

もう一つの東北の
ィレッジ」などが開催され、
「楽都」・郡山
そ れ だ け で は な い。
って、仙台は「楽都」と称

「楽都」への道
は仙台市内の音楽イベント
「 仙 台・ 杜 の 響 き コ ン

男声アカペラグループに所
のこの「仙台ゴスペル・フ

「楽都」同士の連携を

である。６月の「とってお

属している。活動を始めて
ェスティバル」である。

奏というグループは多くの

で、男声のみ、しかも無伴
い。５月に「仙台コレクシ

内の音楽イベントは数多

これら以外にも仙台市

こうしたあまたある音

ことが分かる。

市内各地で開催されている

の数の音楽イベントが仙台

の復興を目指す市民の心の

郡山では、音楽が戦災から

る。敗戦直後の荒廃の中で

歴史を持っているようであ

ったとのことで、かなりの

唱部がレベルが高い。中学

劣らず、中学校や高校の合

会津若松市も郡山に負けず

ちなみに、福島県内では

示しているものと言える。

教育の熱心さなどを如実に

て２万円くらいはするが、

ンでもいい席は日本円にし

ではない。もちろんウィー

いうことである。それだけ

ほぼ毎日上演されていると

るオペラが、ウィーンでは

代表するオーケストラによ

く、仙台市民のかなりの割

のではないだろうか。恐ら

はほとんどなされていない

郡山の間でも「楽都」連携

じ東北であっても、仙台と

んどない。そう言えば、同

情報を得る機会は日常ほと

よいと思う。

て情報交換する場があると

楽に関する取り組みについ

東北の主だった都市間で音

必要だが、それに加えて、

携する体制をつくることが

山という「楽都」同士が連

して続き、そうすればその

なく、息の長い取り組みと

のものとして終わるのでは

っかく始めたことが一過性

それを共有することで、せ

ころには必ず工夫がある。

とまで、長く続けていると

ちなみに、 Google
で「楽

年目になる、仙台

音楽イベントの
多い街・仙台
き の 音 楽 祭 」、 ７ 月 の「 太
サ ー ト 」（ http://www. することがある。ただ、「楽
morinohibiki.com/index. 都」は仙台だけの専売特許

今年で

バンド、グループが活動す
ョ ン 」（ 昨 年 ま で は ９ 月 の
楽 イ ベ ン ト の 中 で も、 ９

校では会津若松市立第二中

） に は、 仙 台 市 内 で
html

でも老舗と言えるグループ

る仙台でも稀である。
開催だった）、６月には「ジ

拠り所となり、当時難しか

回仙台ゴ

ったオーケストラを招いて

月５日は第
月 に 開 催 さ れ る「 定 禅 寺

いていた足を止めて演奏に

きに来た人はもちろん、歩

当てのグループの演奏を聴

奏が繰り広げられた。お目

のステージで１０４の演

開催され、仙台市中心部の

スプロージョン」と「七夕

れる「スターライト・エク

台七夕まつり時期に開催さ

合 唱 の つ ど い 」、 ８ 月 の 仙

フェスティバル」、「若林区

台 」、 ７ 月 に「 伊 達 ロ ッ ク

回目を迎える今年、国内外

たこの音楽イベントは、

れる。市民の発案で始まっ

の市民音楽イベントと言わ

ィバル」は、今や国内最大

し、注目を集めたそうであ

の７６０のバンドが集まり、 公 演 な ど が 相 次 い で 実 現

協議会の企画で著名団体の

とで進められた勤労者音楽

人に」とのスローガンのも

後「良い音楽を安く多くの

の演奏会を実現させ、その

会津若松市は特に「楽都」

ールの上位常連校である。

学校合唱団がやはりコンク

高校では福島県立会津高等

松市立一箕中学校合唱部、

第四中学校合唱部、会津若

学校合唱部、会津若松市立

どとは日本ではおよそ考え

５００円でオペラ鑑賞な

うに、立見席が用意されて

金がない人でも楽しめるよ

それだけでなく、学生やお

とは知らないだろうし、ま

５００円くらいなのである。 も「楽都」を称しているこ

おり、その値段は日本円で

してや郡山が「楽都」とし

る程度知っていても、郡山

していることについてはあ

でいる仙台が「楽都」と称

合の人は、自分たちの住ん

開催されたもののその後開

イベントの中には、何回か

イルで始まった東北の音楽

スティバル」と同様のスタ

禅寺ストリートジャズフェ

言えば、最初に述べた「定

なぜそのように思うかと

東北が前に進むために活か

考えても、音楽の持つ力を

戦後の復興を支えたことを

の「楽都」への取り組みが

積み重ねの先にある。郡山

「楽都」はそうしたことの

取り組みは地域に根付く。

に「仙台クラシックフェス

無料で気軽に聴けて、街角

心となって運営し、市民が

万人が集まる。市民が中

３金曜日をコーラスの日と

る。１９６４年には毎月第

それに値する存在であると

を名乗っていないが、充分

毎日、５００円でオペラを

ィーンではその気になれば

られないことであるが、ウ

うか。

ど知らないのではないだろ

ているかについてもほとん

てどのような取り組みをし

ないことである。

ある。これは実にもったい

ものもいくつかあるからで

催されなくなってしまった

よいのではないだろうか。

ちに「楽都」ができるのが

そのためには東北のあちこ

すことは必要であると思う。

保温泉

考えてみると、ここ仙台
テ ィ バ ル 」、「 伊 達 な 街 四

楽しむことができる。この

られた。

は年間を通して音楽関連の

し、街頭でコーラスを歌い、 言える。

月に「ビッグバンドＪＡＺ

ベントは、全国各地の音楽

スタイルで始まったこのイ

は「二十万人コーラス市内

ラス」運動が興り、翌年に

広めるという「十万人コー

」、
ROCKS

ループもほぼ１年に５回演

イベントにも影響を与え

何か新しいことを始める

し、 学 び 合 う こ と で、「 楽

し か し、「 楽 都 」 と し て

都」としての取り組みをよ

ように、市民が音楽を身近

日本で同様の環境は望む

り充実させ合うことはでき

ことはもちろん大変だが、

べくもないが、少なくとも

ウィーンになることは難し

ーンのことである。ハプス

仙台や郡山で開催されてい

で気軽に楽しめることが、

ブルク家の音楽好きに端を

るはずである。そもそもウ

くても、お互いにその取り
現在、郡山でも仙台と同

発する、少なくとも５００

であれば「楽都」は一つの

は、市民自らが演奏したり、 ィーンと違って、日本国内

るたくさんの音楽イベント

都市だけが名乗れるといっ

組みについて情報交換を
様に年間を通じて音楽イベ

年以上の伝統、モーツァル

その演奏を気軽に聴いたり

「楽都」の「楽都」たる所
を取る音楽イベントが数多

ントは多いが、郡山で特筆

トやベートーヴェン、シュ

できるということで、そこ

以であるように思った。
く誕生した。宮城県内では

すべきは学校音楽のレベル

ーベルトといったウィーン

世界的に「楽都」と言え

「鳴子音楽祭『湯の街スト

の高さである。特に合唱に

を拠点として活動した著名

ばオーストリアの首都ウィ

リートジャズフェスティバ

おいては、中学校では郡山

たようなものではなく、同

パレード」なども実施され

ＳＰＡ鳴子』」、東北

市立郡山第五中学校女声合

に住む人自身が音楽を楽し

時多発的に複数の「楽都」

た。

では秋田の「ザ・パワーオ

な作曲家の存在、全世界に

む環境をつくるのに大いに

た。仙台市内はもとより他

ブミュージックフロムアキ

唱団、郡山市立郡山第五中

衛星生中継されるニューイ

の地域でも同様のスタイル

Ｚ・ ク リ ス マ ス コ ン サ ー
Ｆａｃｅｂｏｏｋ

奏を行うが、そのうち４回

12

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

タ」と「アキタミュージッ

学校混声合唱団、郡山市立

ル

クフェスティバル」などが

in

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」

「楽都」ウィーンに
学ぶこと

丁 目 ア カ ペ ラ ス ト リ ー ト 」、 そのものがステージという

26

イベントが多い土地である

70

ように思う。私の属するグ

10

「 MWGA
☆

」、 月
MUSIC BAR

ヴ ィ レ ッ ジ 」、 ９ 月 に「 秋

in

聞き入る人の姿も各所で見

ャズ・プロムナード
ストリートジャズフェステ

15

スペル・フェスティバルが

11

11

http://blog.livedoor.jp/
anagma5/
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「あれが与那国島・・すぐ

おそらく、東京も、そし

建物が、芭蕉の辻を少し南

太と、人造の韋駄天・護法

ったか。これが秀郷流足利

「うぬらは平家を下した精

その記憶は常に鮮明にあ
として、俺はこの先どう生

せていない。喜善は呟く。

いえまだまだ緑は覆い尽く

ったのだ。

できておられるようです

ヴンサイドの船内デッキに

の暗い真空に浮かぶ、ニグ

地球上から高度数百キロ

づく。側にいた小野寺が、

歩いてくるのに、賢治は気

皮製らしき服に身を包んで

「これを友人らと、分けて

す。」

この世に遺したという事で

かを大切そうに両手で持ち、 持っていかず、貴殿の為に

いた。ナイプトニェニが何

使う事はできましょうか」

う、と。父祖自身はこれを

った事のない、切符となろ

そこで最初の死を迎えた・

の地で戦火に巻き込まれ、

繰り返していた。私は阿蘇

まってきた人々が、争いを

そこではあらゆる海から集

「王国が突然滅び、私と一

で確かめねばならない。」

するのか・・私がこの五感

値の低い安全な領域が存在

・・つまり九州島に渡った。 市のあった土地に、放射能

族は命からがら北の大煙島

「仙臺や、東京は巡回した

「本当に、センダイという

度に放射線量が下がってい

「驚いた・・高度を下げる

では、もはやなかった。

がつけられないな・・」

建物が高すぎて場所の見当

「芭蕉の辻はどこだろう？

うのかな。」

呟きを無視するように言う。 ・・ただの森になってしま

多分ただ邪魔なので脱いで、 給うた・・もはやこの地の

せてくれたのかも・・いや、 身を通して墓丘に吸収され

身の安全を確保する為に、

しかすると、護法が主人の

いて身動きもできない。も

避来矢の鎧兜が載せられて

身体の上にあの極めて重い

「では、このまま北へ向か

投げ捨てたただけだろうが。 守護として鎮座して頂く他

この神通の甲冑を脱いで被

っても文句はないな。」

ら雷光となられ、御家来の

「鎌倉悪源太様は最後に自

鉄より硬いのだからな。」

「高野山の西行上人様が魂

身に火のついた獣が群れを

上げ始めた。頼朝の顔から

きて、やがて兵らが悲鳴を

方向から地響きが伝わって

闇の奥で起こり、次にその

土の骨。唯の陶器ではない、 もに点火すると、暗闇に向

を込めて護摩の火で焼いた

なして長弓隊をなぎ倒して

尾の修験者たちが呪文とと

盛の長弓軍団の矢尻に、高

「何だか無償に都会が恋し

数奇にして壮絶な人生の物

簡潔ながら、あまりにも

箱を受け取り、頭を下げた。 てしまうから。」

語を感じる。

値？」

タと音を立てる人影を認め、

何物かの怖ろしい叫びが

さっと血の気が引く・・全

あおじし

白い霞を掻き分けて現れ

な。新たな守護神を迎えた

「私も連れて行って下さい

突き立てる。

に押し渡るぞ！」

「広瀬の岸へ向かう。一気

うに迫り来るのだった。

がるカモシカが、雪崩のよ

や、青猪だ。無数の燃え上
「待った！あそこ、道の入

たのは、人間の指ほどの大

今、古代王は私を解放する

女は又太郎の目前に指を

口を見て。倒れた看板に『

きさの骨が数百本集まって

賢治が何かを見つけ叫ぶ。 護法か、と呼びかけた。
青龍号はまっすぐ北東を

国分町』とある・・とする

さに浮いたまま青龍号は進

て船は大きく東へ舵を切り、 り、地上二メートル程の高

鳥海山が見えてくる。やが

んだ。喜善と賢治は固唾を

き出していて、それが音を

い角のような突起が六本突

背中と思しき部分から、長

星空が西の方から真っ暗闇

雨は収まったが、現れた

のとも思えぬ怪物であった。 ら」

「この河は・・蛇です！大

のせせらぎも、なかった。

の影もない。そして・・河

と、兼任の姿も、その軍団

きて、死の記憶すらある・

奥深い山々を越えて、遂に

事もできないしね。」
目指し、北陸から日本海に

たままらしい。苗を植える

その後は何十年も放置され

辺りは煙なのか霧なのか、 は無し。」

ひらいし

は鉄の脚を何本も折り畳ん
ウィルタの言葉を通訳して
「石自体を割る事は困難だ

りしていないのですか。」

草木や何やが焼けた臭いと

体へ波及していく。和田義

叫びが方々で起こり、軍全

オーオーという勇ましい

よ！」

意地を今こそ見せつけ

鋭軍隊である。坂東武者の

てようやく起き上がる。

武士の底力よ。」

天変地異の様相を呈し、生

「御家来のお身体は舎利で

の激突は、戦いというより

身の人間が直近で正視して

下した所にある・・はずだ」
城下中心部は高い建造物

いられるものでは到底なか

て仙臺も同様なのだろう。

に加え極めて広い道路が南

南に、古代海上の王国があ
って、私はそこで生まれた。 「昭和三年の俺たちは、ど

北に伸びており、廃墟とは

る」

きるべきなんだろう・・」

「杜の都と呼ばれていたが

岩のように重い鎧をどけ

ていたんだろう・・帰れた

十三歳までそこに暮らした、 こに向かって、何を目指し

九州上空に達すると、解

前席の少女は、賢治の

だ「青龍号」が再び唸りを
くれる。

・その後の記憶は甦った私

くわ。どういう事・・？」

ともに充満して様子も判ら

半身を起こそうとするも、 ね」

説もそこそこに進んでいく。

発し、巨大な身体の方々を
「先祖からの、代々の伝言
と。旅立たれた後、石は鋏

「世界の壊滅直後は、生き

「やはりそうか。地上は人

いくのだ。あれは、猪？い

「ナイプトニェニさん。こ
て再びお会いしましょう」

け一斉に放たれていく。

光らせ発進に備えていた。
だそうです。あの石で、妹

が代々遺していった文書で

残りの捜索や救出の為に十

「無論。ただし」

驚きで動けなくなった。
の石を通じ、時空間を越え

喜善と賢治は、船員が着
はずっと伝えて下さってい

それは、二人の知る街並

「仙臺の街の形は残ってい
さんに無事会えた事を願う、 で切り分ける事ができるよ

しか辿れない。甦ると私の

ない。ふと、視界にカタカ

「いや・・死者に会えるは

込んでいるのと同じ、黄土
たのですね・・感謝の念に

「貴女は二十世紀もの長い

色の上下半身のつながった

しかなくなったのですか
・辛くてたまらない事はな

仙臺平野へ抜けた。

岸辺まで一挙に飛び出す

できたような、この世のも

そしてトヨハは青龍号の胸

いのか。」

比較的狭い直線道路に入

出た。右手の海岸線の先に、 と、この道を南だ。」

部 内 座 席 に い た。 巨 大 な

「死の記憶は最初の死、一

一時間の後、喜善と賢治、 間、数え切れない人生を生

「ナイプトニェニが言って

蝦蛄は母船を離れて惑星の

堪えません・・」
います・・必ず会えます、
大

＊

死は終わりではないから・

しゃこ

・これも伝言だそうです」

街の跡が海まで広がってい

臺地元の銀行・・そして十

賢治が言った。右手に仙

「停まって、トヨハさん。」

ない。ただ胸の部分の骨組

護法の顔には目鼻も口も

「護法よ・・勝ったのか。」

「国衡が・・降りてくる。

下しつつあった。

みに長々と横たわる、あま

上がった川と、その跡の窪

蛇が横たわっております」
二十歳で死ぬ事もあれば、

るように見える。」

りに巨大な銀色の龍・・そ

立てて崩れ始めていたのだ。 に飲み込まれていき、気温
六十歳で死ぬ事もあるけれ

和田隊、烏兎森へ槍を向け

度きりよ。その後の人生は、 「なんと・・これが仙臺か。 飲んで街の様子を見守る。
人の身体には不安を呼び起

ど、私に最後に残るのはい

の奥に、翡翠のように輝く

の鱗の壁が立ちふさがって

「・・ええ。今もこうして、 気の膜すれすれに飛び、三
こす大きな震動が襲い掛か

字路の傍らに、龍の姿をし

化け物めを迎え撃つぞ」
心臓部が見えるだけなのだ。 よ。

叫ぶ足利義兼の前に、干

私の時代には生まれていな

っていた。青龍号は眼や脚

笑んで応える。

た石碑。そこに、「芭蕉の

もまたいつになく急激に低

かった人達にも会えていま

つも、最初の十三年の記憶

「だがやはり、高い建物は

開けると、木屑の中に真っ

いた、木の皮を巻いた箱を

ナイプトニェニが持って

がら、地上に向けて落下し

真っ赤に表皮を加熱させな

の蛹のような形態になって

った平野部に達する。上空

空を越え、大阪や京都のあ

青龍号は瞬く間に四国上

「放射線量は下がらない・

城下だね。」

しまった・・足利又太郎は

のか判らぬまま、終わって

全く、何が起こっていた

賢治の驚きに、喜善が微

すからね。」

の部分を装甲内に格納し蚕

だけ。」

「お見事でしたね、足利殿。
黒な、しかし内部に青や緑

ていく。

わらないわ。目的地は？」

・危険な土地である事は変

おう う えつげんぞう

御家来はまさに地上最強の
の光が瞬いているような、

からも、白骨のように細長

戦士といって差し支えない

の首を挙げ、
再び進軍せよ」

は北の広瀬のみ。大河兼任

「撤退などあり得ぬ。渡る

刀を抜いて振り上げる。

禁断の果実だった？！少女

いた・・爆

その頃、泰衡は柿を食って

しかしそれは

―次回予告―

でしょう。」

いた。
＊

辻」の刻み文字はあった。

一九七〇年山形県鶴岡市

い建造物の名残が多く認め

頼朝は馬に飛び乗り、太

都心にある・・あれが仙臺

生。札幌、東京を経て、仙

更に一時間後、三人は南

古代の奥州王の墓丘に登
西の方角から日本列島上空

たちの人知れぬ静かなる激

不思議な石が収まっていた。

暗闇が西から襲い掛かっ

「父祖は人生の終わりにこ

りながら、あの甲冑姿の巫

てくる・・兵の誰もが悪寒

台に移住。市内のケルト音

しかも、戦いの途中で気を

女が賞賛を贈る。

を覚え、槍も弓も震えた。

賢治が答える。

失ってしまっていたのだ。

「ふっ・・どうだ、恐れ入

られるが、大概は深い緑に

「私が友人と盛岡に作った

無理もない・・雷神・悪源

突がいま、始まる。

覆われて、かつての繁栄を

出版社・光原社と同じ名の

に入っていた。
操縦席の夥しい計器類の
光に包まれた少女が言う。

偲ばせる姿ではない。

の石の合成を成功させた・

奥羽越現像氏紹介

喜善が問う。

るだろうか、宮澤くん。」
うになる、
と言っています」

間が出歩いても平気な

本を漁って、あとレコード
ずもなく。だが、ご先祖様

賢治は感電したように、

も新しく欲しいです。」

いですね・・仙臺の丸善で

と。」

年間は続けられたけれど、

北岸を征す

身体も心も、十三歳に戻っ

第四十二話

楽サークルに所属し、あち

こち出没し演奏する。フィ ・人は皆、肉体なき後も旅
ドル（ヴァイオリン）担当。 をするが、これは誰一人持
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連載
むかしばなし

賢治は震える手で、その
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「遠野の立冬」
遠野 1000 景より

汗腺がすべて閉じて、冬の

身震いがして、身体全体の
飛び越えた感じだ。

ように、何だか秋を一挙に

なり冬日に突入するという

ただしく、気候もあわただ

国内外のニュースもあわ

遠野の山間部でもすでに
しいと、あらゆる変化の渦

今年は、秋の夜長や虫の

冬」にふさわしい。

声を聞きつつ、秋を堪能す

るいとまがなかったように

も落ち着かない。

とても心に沁みる。来年ま
で会えないさびしさと、祭
りの喧騒が、一緒になって
頭のなかを駆けめぐる。
来年こそは絶対に行かねば
ならないと心に誓う。
秋の草花もすでに散ったか
もしれないが、鮮やかで目

るのだろうか。飲みたい。

に沁みる。
＊
さて暗い話題から転じて、 「びーるのたましひ」はい
ずれ「ズモナビール」にな

風景写真を取り上げた。

今月号は、遠野の秋終盤の

先月は季節はずれの夏日
名残惜しい秋祭りの写真は

感じる。

に巻き込まれそうで、とて

初雪が降った。まさに「立

ばならない。

到来に備えて身構えなけれ

この言葉を耳にしただけで

初めは「立冬」である。

二十四節季では、十一月

シリーズ 遠野の自然

が続いたかと思うと、いき
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秋祭り
お通り
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ヤマボウシの実

キツリフネ

石塔と六角牛山

火喰いゴンゲン舞

びーるのたましひ

さんさ踊り奉納

2016 年 （平成 28 年） 11 月 16 日 （水曜日）
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第 53 号 ネットアンケート集計結果
【東京オリンピック競技の東北開催について】
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
ボート競技の宮城開催について
（１） 賛成
（２） 反対
（３） 東京でも宮城でもない別の場所で開催
（４） いずれでもない
設問 4 のご回答の理由は何ですか ?
（１） いまさら変更するのは大変だ
（２） 復興支援のため東北開催すべき
（３） 低予算で開催できる場所にすべき
（４） いずれでもない
ボート以外の競技の東北開催
（１） ありうる
（２） いまさら無理だ
（３） 宮城以外なら可能性あり
（４） いずれでもない
東北開催可能ならどんな競技 ?
（１） 開催予算が小さい競技
（２） 競技場建設工期が短い競技
（３） 競技参加選手の少ない競技
（４） いずれでもない
設問 7 に関して具体的な競技名は ?
（１） マラソンや自転車競技
（２） 野球やソフトボール
（３） 考えるのは無駄だ
（４） いずれでもない
サッカー予選の宮城スタジアム開催について
（１） 知っていた
（２） 知らなかった
（３） 興味がない
（４） いずれでもない
東京オリンピックと東北復興の関係
（１） 直結して考えるべき
（２） 両者は直接関係がない
（３） 両立できるなら両立すべき
（４） いずれでもない

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

回答数

①

2
2
7

■ （１）東北被災地
■ （２）被災地以外の東北
■ （３）東北以外

②

6
5

■ （１）男性
■ （２）女性

0
1
6
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
■ （４）60歳以上

5
5
0
1

④

■ （１）賛成
■ （２）反対
■

■ （４）いずれでもない

⑤

0
3
5
3

（３）東京でも宮城でもない
別の場所で開催

■ （１）いまさら変更するのは大変だ
■ （２）復興支援のため東北開催すべき
■

（３）低予算で開催できる場所
にすべき

■ （４）いずれでもない

5
1
0
5

⑥

■ （１）ありうる
■ （２）いまさら無理だ
■ （３）宮城以外なら可能性あり
■ （４）いずれでもない

⑦

4
3
0
4

■ （１）開催予算が小さい競技
■ （２）競技場建設工期が短い競技
■ （３）競技参加選手の少ない競技
■ （４）いずれでもない

3
4
2
2

⑧

■ （１）マラソンや自転車競技
■ （２）野球やソフトボール
■ （３）考えるのは無駄だ
■ （４）いずれでもない

⑨

4
7
0
0

■ （１）知っていた
■ （２）知らなかった
■ （３）興味がない
■ （４）いずれでもない

⑩

■ （１）直結して考えるべき

3
5
3
0

■ （２）両者は直接関係がない
■ （３）両立できるなら両立すべき
■ （４）いずれでもない

意見は真っ二つに分裂

今 回 は【 東 京 オ リ ン ピ

２０２０東京オ

リンピックのボー

ト競技場問題が依

然として騒がしい。

ＩＯＣのバッハ会

り込んできて、国内問題が

ック競技の東北開催につい

一挙に国際問題になったか

て】であった。この問題は

るが、本筋の議論から外れ

と思えば、オリンピック組

長がこの問題に割

ている部分があるようにも

新聞・ＴＶをにぎわせてい

感じられてあえて選んだ。

織委員会の森会長が、一転

オリンピックは政治と無

回答者数は十一名。

関係というのは、こうした

して、福島での野球・ソフ

⑤「設問４のご回答の理由」

状況を眺めるにとても信じ

④「ボート競技の宮城開催

は、
「低予算で開催できる場

られない。加えて、政治家

トボール競技開催に賛成し、

所にすべき」が最も多く約

の個人的な感情に振り回さ

福島誘致をリードし始める

４５．５％。

れているようにも感じる。

について」は「賛成」と「反

⑥「ボート以外の競技の東

対」が５票ずつで真っ二つ

北開催」も、
「ありうる」と

そんなことよりも、東北の

ありさまである。

「いずれでもない」が５票

復興問題とダイレクトに絡

に分かれた。

ずつとなった。

あまりにも、利権だ、面

んで意見交換して欲しいと

子だと、主題から離れた場

切に願う。

小さい競技」が４票、
「競技

所で議論が進んでいるよう

⑦「東北開催可能ならどん

場建設工期が短い競技」が

な競技？」は、
「開催予算が

３票で続く。

国民も、あまりこうした

でまことに情けない。

ことを見せつけられている

⑧「設問７に関して具体的

な競技名は？」は、
「野球や

と、アメリカ大統領選のよ

マスメディアも、こんな

ソフトボール」が４票で、「マ

茶番劇に対して皮肉のひと

ラソンや自転車競技」が３

タジアム開催について」は、

つも言えず、国民の総意か

うな大番狂わせが近々発生

「知らなかった」が７票と

ら離れていくと、アメリカ

票で続く。

いうのが驚きだった。

のマスメディアのように、

するかもしれない。

⑩「東京オリンピックと東

⑨「サッカー予選の宮城ス

北復興の関係」は「両者は

況となるかもしれない。

そんなことを思う東京オ

リンピック競技の東北開催

問題である。

直接関係がない」が５票で、 国民の真意をつかめない状

「直結して考えるべき」と

「両立できるなら両立すべ

き」が３票で続く。

ほとんどの設問で意見が

割れた印象が強かった。
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編集後記

