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関連する解説・討論番組
も極力かかさず見た。
その翌日は、早朝から長

巻で送ったこともあり、人

を最大の犠牲者を出した石
ば、復興はおろか復旧さえ

をも大きく組み替えなけれ

ることを思い知らされた。

重のハンディキャップがあ

るのではないかと内心期待

もっと東北で注目してくれ

行ったが芳しくなかった。

からの復興で

ひとつは、当然ながら目

・

ままならないと感じた。

一倍、
何か出来ることはないかと

しかし、当時その具体論

していたが、拍子抜けした。

時間の運転をして仕事場に
は、自分からも、政府から
も、知識層からも出ずじま

ならば、継続して発行する

出版は一過性だが、新聞

手段を考えた。
災発生前から長期間に亘っ

ことで、「主張」がより長く、

次は、この東北が、大震

された惨憺たる状況がある。 それであきらめずに、次の

の前の大災害によりもたら

向かう毎日だったが、不思
ボランティア活動も考え

ずっと考えていた。

議なことに、寝不足にもか
たが、筆者は当時、東京在

いだった。

かわらず、あまり眠気を感

てずっと衰退し続けている

ばならないとも思う。他方、

ということだった。

拡散したままでいいのでは

おそらくこうした宙ぶら

復興が出来るのか、復興の

りんのまま、時間だけが過

ためのビジョン作りはどう

住のサラリーマンであり、

ぎて行くのだろうと思った。

新政府に楯突いたことによ

日に当新聞を創刊し

そ う し て、 ２ ０ １ ２ 年

会社を長期間休む訳にも行

この大災害の隅々に至る
かず、短期間のボランティ

誰かが、明確に復興の青写

る報復として、東北が置か

じなかった。
まで、ひとつも漏らさず、
アになって貢献できる部分

れてきた政治的・経済的状

月

と考えた。

さらには、明治維新以降、 深く浸透するのではないか

記憶に叩き込まずにいられ

でなく、国中にアピールし

は少ないので、もっと他に、 真を描き、それを東北だけ

ないかとも思ったりする。

自分にしかできない貢献が

た。

か、ビジョン作りのための

ないという思いが勝ってい

なければならないと思った。 況のこともあった。

状況は確実に変化する。関

を取り巻く

心の度合いは、今年の三月

・

け五年という長期戦であっ

他方で、これだけ多数の

ポイントに比重を置いた。

また、
したがって、他地域より

た。無我夢中で発行し続け

基本思想は何なのかという
優先的かつ効果的な諸施策

に迎える満六年のイベント

これまで、創刊以来足か
そうしなければ、いつもの

が実行される可能性につい

犠牲者を弔うことについて

後に一挙に低下するだろう。

ることはあるだろうと、出

とはいえ、多少記憶が薄れ

この復興はこのままではう

一に思ったことは、きっと

ていくプロセスのなかで第

復興への貢献手段を考え

最終的に絞り込んでやりた

だ。

常が過ぎて行くしかないの

その結果、出てきた答え

い始めた。

ほんとうに可能なのかと思

んどん取材に出かけ、記事

れると、調子に乗って、ど

の記事が良かったねといわ

また数少ない読者から、あ

の日本は、あまりにも近視

歴史も遡ってみた。現代

いかと感じたからだ。

チを乗り切れないのではな

が、取材先で逆に励まされ、 だけで、この精神的なピン

るだろう。そして当新聞に

これまで以上に変わってく

そして被災地のこれからは
そうした紆余曲折の結果、 ことは、現実問題として、

号も継続でき

来る限り、反復して記憶に

いと思ったことは、本の執

が、まことに唐突ながら、

半年後に出版を決意

あるはずだと考えた。

たからであろう。
人間は、喉下過ぎればす
ぐに忘れる。しかしこの大

如く、騒ぎが収まれば、何

た。当初は

も考え続けた。既存の宗教

叩き込めば、かなりの長期

まく行かない。しかし、ど

筆と出版で、自らの思いを

災害は忘れることなどない。

事もなかったかのように日

ても大いに疑義が生じた。

ないのではないかと思った

間、鮮明な記憶が保持でき

うしてもうまく行かなけれ

深く広くアピールすること

これらを同時に解決する

ると考えた。

ばならないし、まだその可

それに連動し、当新聞の

も影響を与えるだろう。
能性はあるが、余程大胆な

を書いた。

次のステップ

「東北独立」であった。

見続けていた。

ルに活用して、徐々に独立

今回号で

月号で満

号である。

そして今年の

東北の位置付けが大きく変

いだろう。

路線というわけには行かな

う。従来とまったくの同一

気仙沼にも、大船渡にも、

化した明治維新、ずっと遡

ずに、縄文時代まで遡って

っ て、「 も う ひ と つ の 別 の

眼的だと感じたからである。 あり方も考えてみたいと思

半年間に亘る、反復を重

他方、福島相馬のその後

発生から

であった。

の約半年間、家族が寝静ま

色を強め、ゆくゆくは完全

国であった東北」が大和政

もフォローするため現地取
して独立国となるという夢

そして、これからは新聞

ばならない。

石巻にも、大槌にも行かね

東北の虐げられた歴史と

いった。

その意味を掘り下げたら、

ここまでの新聞の歩
みを振り返る

新年にあたり、これまで

発行という形が良いのかど

の当新聞の歴史を振り返っ

新たな日本史が出現するか

うかも考えてみたい。

新聞がその路線に追随した

道を活発に行っており、当

はあちこちに分散し、拡散

の歩みを振り返ると、関心

こうして当新聞の約五年

りに励んで行きたいと思っ

頂戴し、より良い紙面づく

ないご意見、アドバイスを

読者の皆さまからも忌憚

ところで、カバー範囲の格

ろしくお願い申し上げます。

「東北独立」出版の反響

もっと焦点を絞らなけれ

ておりますので、どうぞよ

それよりも、どうすれば

しているようにも思える。

当新聞のこれから

もしれないといまは思う。

であるが、それだけの気概

のような主張である。

そうして気がついたら、

ねた映像記憶の叩き込みが

原稿を書き進めて行くう

五年を迎えるが、感慨ひと

材にも行かねばならない。

東北が、道州制などをフ

終了して、次は、いよいよ

それどころか、この未曾

に独立し、かつ復旧だけで

安初期、それでも満足でき

しおといったところである。 権に完全に吞み込まれた平

【東北独立】の出版

った深夜、ほぼ毎晩のよう

有の大災害から復興してい

なく、復興も実現し、東北

であると感じた。

に、テレビで繰り返し放映

行動に移らねばならないと

くためには、東北に限らず、 ちに、この東北の太平洋沿

の持つあらゆる資源を活用

される津波と地震の映像を

思った。

岸部を襲った大災害から再

・

弊著 ： 東北独立

取組みと工夫と粘りが必要

11
び立ち上がるには、二重三

筆者は、

3

差は最初から明らかだ。

他のメディアが被災地報

地取材を行わなかった。

創刊当初は、あまり被災

てみたい。

言うは易く、行うは難し

6
は思わしくなかった。東北
の書店を中心に販売活動も
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国全体の取組みとしても、
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既存の政治体制や経済体制

【砂越 豊】

当然、福島第一原発関連
の映像も見続けた。

宮城県生まれ、 63 歳、 職業
は経営コンサルタント、 趣味
は、 縄文文化研究、 アート
鑑賞、 陶芸など、 注連縄倶
楽部も主宰、 作家活動も近く
再開予定、 最近ジム通いも
開始

宮城県生まれである筆者

11

であるが、さらに高校生活

3

16
を持たずに、この局面を乗

4

り越えるのは至難の業と言
えた。

1

・ から 年 ヵ
月後当新聞創刊
11
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発行5年目を迎えて
創刊からの歴史を振り返る

半年間、津波と地震
と福島第一原発の映
像を見続けた
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雪の松川渓谷
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雪のカラマツ林道

両石湾の日の出

写真でお伝えする

東北の正月風景（岩手）
写真撮影 : 尾崎匠

鹿おどりの絵

両石湾の日の出前

小岩井の一本桜
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ぜひご参加ください！
おいしい三陸海鮮を食べ、
おいしい東北の地酒を飲み
交流の輪を広げましょう
1/21 三陸酒海鮮会・渋谷
年明け第一回目の三陸酒

海鮮会・渋谷開催は、一月

二十一日の十六時から、渋

谷ヒカリエ近くにある焚火

家で開催されます。

三陸海鮮を食べ、東北の

うまい地酒を飲みながら、

間接的に東北復興を支援す

るという「ユルイ」会です

が、ユルイからこそ、長続

東北復興支援を声高に叫

きするのだと思います。

び、肩肘張った会にはした

おいしい海鮮鍋

くなかったのですが、すで

気軽に楽しむ会ですので、

毎回いろんな人が参加します

に足掛け四年になります。

どうぞお気軽にご参加くだ

さい。

東北地酒ラインアップ

豪華な刺身

第29回 水産業再興の
ための料理レシピ紹介

【大根と鮭の挟み漬け】
普通のミツカン酢ではなく濃縮酢 （5 倍酢）
を使って、一晩スライスした鮭を浸した方が
よいようです。大根は、割り箸を上下に2 膳
づつセットした上にこの大根を乗せ、カスタ
ネットのように切れ目を入れて挟むと上手く
いきます。 （松本氏談）

酢に浸した鮭

大根

挟む

完成品

郷土料理愛好家
松本由美子氏

ー簡単レシピー
『材

 ィレ半身 (800g)、大根 1 本、人参 50 ｇ、生姜 40g、麹 1/2、酢酸 ( 酢で可、
料』 フ
5 倍濃縮＋水）
、ザラメ 100 ｇ

『作り方』 ①大根は 2、3 日皮を剥いて干す。干しあがったら、カスタネットのよう
に大根に切り込みを入れ輪切りにします。 2・3% の塩で一晩漬ける。②鮭の骨を取
って、スライスして、酢酸水 ( 水で薄め、自分で塩梅のよいとこで ) に一晩浸した
ら冷蔵庫へ。③翌日、大根に鮭を一枚づつ挟む ( 人参、生姜、麹も ) 重ね置きをし
ながら、ザラメを振りかける。( 予め、人参、生姜、麹 ( 温湯でふやかす ) 混ぜてお
く ) ( 一晩漬けた大根の水も入れるとよいです ) ④重いしをのせて、10 日ぐらい
したら、食べれます。( 水の上がり具合をみる )
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「逃北」のススメ
か。「逃北」とは、「ただ単

北に逃げてどうするの

ユニークである。

にいる」という表現がまた

は親近感を覚えるのである。 の折には元の残党がやはり

ことなどから、出雲周辺に

一そばが優勢な地域である

が優勢な西日本にあって唯

言葉が近いことや、うどん

仙台に逃れてきている。織

桑に逃れてきている。元寇

兄影實も、気仙沼に近い唐

の死後殺された梶原景時の

逃れてきたとされる。頼朝

でも薩長政府でもない新し

奥羽越列藩同盟は江戸幕府

の地に浄土を造ろうとし、

山を興し、藤原清衡は東北

らこそ、蜂子皇子は出羽三

のではないだろうか。だか

出発のできる新天地だった

のであり、あるいは『帰る』

立つ』のではなく『逃げる』

っての北です。私は北へ『旅

く心の故郷。それが私にと

ったときに、なぜか落ちつ

空虚感に満たされて逃げ帰

たいのです。やるせなさや

でも逃げるべき故郷を作り

て い る。「 私 は む り や り に

る必要はなかったのではな

いが、そればかりに傾倒す

ことであることは間違いな

ーズに応えるために必要な

それはそれでそのようなニ

あるとかないとか、根本的

「その街に観光スポットが

いのする街の方が好き」で、

地の観光資源を掘り起こし、 光スポットをあまりメイン

光振興では、いかに東北各

には関係ない」そうで、「む

う点に重点が置かれていた。 光地よりは地元の土着の臭

それを発信していくかとい

しろ目立った観光スポット

への思いを熱く語るのであ

くなる」と、その「逃北」

まず、北に行ってしまいた

ろうという方面に考えは進

とき、南に行って気楽にな

だ。都会での生活に倦んだ

きこそ北に行きたくなるの

る。 氏 は、「 私 は キ ツ い と

すところなく披瀝されてい

の「北」に対する思いが余

で始まるこのエッセイ、氏

い。私は」という書き出し

る。「 い つ で も 北 に 逃 げ た

げたい衝動」のことであ

能 町 氏 の 造 語 で、「 北 に 逃

っ た。「 逃 北 」 と い う の は

著、 文 春 文 庫 ） が 面 白 か

へ 逃 げ ま す 」（ 能 町 み ね 子

「逃北～つかれた時は北

押さえが外れて「ぎゅるん

る。ある瞬間にそのネジの

ネジが巻かれて」いってい

れ て、「 じ ん わ り じ ん わ り

調やイラつきなどが蓄積さ

いて、なんとなく心身の不

ば、日々東京で仕事をして

が発動するのか。氏によれ

る。

なりました」とのことであ

の北海道よりも東北地方に

っとも惹かれるのは、最北

来、日本の『北』で私がも

く ら い 」 で、「 そ の 旅 行 以

のほうが印象に残っていた

からは、北海道よりも青森

ってしまい」、「帰ってきて

のこともももすごく気に入

を 目 指 す が、「 途 中 の 青 森

両親の出身地である北海道

た大学の卒業旅行で氏は、

初に意識的に「北」に行っ

き生きと書かれている。最

「逃」げた時の体験談が生

氏が青森や秋田や岩手に

る。実際、本書の中には、

受性豊かなところであるよ

を感じるところが、氏の感

だが、鳥取や島根にも「北」

緯度から見るとかなり南

ない」と線引きしている。

沖縄も「まるっきり北じゃ

が、福岡まで来ると九州も

らしさがあるように思う」

一方、鳥取と島根には「北

も「北」を感じるが、静岡

や し て い る 」。 長 野 や 松 本

までくると「だいぶもやも

対象となりそうだが、福井

な い 」。 北 陸 は「 逃 北 」 の

まり、東京近郊は「北じゃ

象で、関東は北らしさが弱

北地方全体は「逃北」の対

氏の定義では、北海道と東

だという。

込むこと」が「癒し」なの

伐とした場所に自分を追い

たく張りつめた、どこか殺

な の で は な い。「 空 気 が 冷

倍々にふくらませる行為」

聖徳太子の時代にはやはり

れた蜂子皇子である。同じ

我氏に弑逆されて出羽に逃

の開祖は、父崇峻天皇を蘇

に始まり、山形の出羽三山

軽に逃れてきたという伝承

る長脛彦の兄、安日彦が津

東征の折に殺されたとされ

例には事欠かず、神武天皇

る。

なぜか東北を目指すのであ

この東北の地までやってき

地である。逃れてきたとい

来、様々な人が逃れてきた

ではないだろうか。東北は

日本全国他に例を見ないの

争いに敗れた者が逃げ延び

これほど時代を問わず、

に逃れた。

争で敗れた輪王寺宮も東北

住んでいた。幕末の上野戦

江戸幕府の禁教を逃れたキ

関ヶ原の合戦で死んだとさ

戦争と、東北は攻め込んで

九戸正実の乱、そして戊辰

戦、豊臣秀吉の奥州仕置と

んだ後三年の役、奥州藤原

だ前九年の役、清原氏が滅

流為の戦い、安倍氏が滅ん

征討、坂上田村麻呂と阿弖

来、阿倍比羅夫による蝦夷

る。神話時代の日本武尊以

敗れた者だったからであ

視線を持ち得たかと言え

とが大きい。なぜそうした

温かい視線を持っていたこ

下、白石に逃れてきている。 そうした敗れた者に対する

ったかもしれない。敗北し

にも、似たような思いがあ

地に逃れてきた多くの人々

きます」と。古来、東北の

こ そ、 と て も 親 し み が 湧

もない原点だと思えるから

虚で荒涼とした風景も、何

いうことです。北らしい空

ことであり、原点に帰ると

りやりすべてをゼロに戻す

も後退ではありません。む

北』は、私にとって必ずし

れてきたという伝承が残る。 ば、他ならぬ東北人こそが、 氏は続ける。「『逃北』や『敗

れる石田三成や、主人公の

きた中央の軍に対して一度

たという話が伝わる地域は、 氏が滅んだ文治五年奥州合

様々な争い事に敗れた結果、 真田幸村さえも、秋田に逃

うくらいだから、中央での

古より、そのような地であ

追われた逃亡者たちは古来、 リシタンたちは東北に移り

たのである。そう、中央を

ったわけである。

ょっと最初だけとっかかり

な態度で迎えてくれる。ち

んだか』という、少し卑屈

して）こんなとこまで来た

先での客を『なして（どう

氏は「北」について、「旅

ないだろうか。

た地域であればよいのでは

れるような、東北はそうし

が外れた時に何度でも来ら

町氏のようにネジのおさえ

を意味するのではなく、能

れは必ずしも定住すること

敗北につながっている」と。 くることのできる地域、そ

勝敗でいうなら敗。逃北は

にくいけど、少しずつ、ま

たい人が、いつでも逃げて

られないから逃げるのです。 での生活を一旦リセットし

と思うところに行ってみる、

聞きして、さらに行きたい

の地にある様々な情報を見

重視している。その上でそ

じるいろいろなことの方を

地を歩き回って、そこで感

入観なく、自分の足でその

をしたりしない。むしろ先

時もほとんど事前に下調べ

である。知らない地に行く

実はこれ、私も同様なの

人なのである。

いよね、と思う」というお

し、できれば自力で探した

元の人に聞いて判断したい

いません。地元の情報は地

イドしてもらおうなんて思

どこが「北」か

号で書いたことがある

実に秀逸であると思う。第

や息子は伊達政宗の庇護の

が、主人公の真田信繁の娘

「真田丸」でも描かれた

とえにこの地に住む人々が

の新天地たり得たのは、ひ

そして、東北が敗れた者

らかの理由で現在の地にい

ふれた気持ちではない。何

のであり、それは希望にあ

になっている人が、これま

周囲の状況にがんじがらめ

いか。日常に疲れた人が、

わざ都会で作ってる本にガ

て し ま う 」 ら し い。「 わ ざ

がない街の方に興味が湧い

氏は、大陸から渡ってきた

多く手掛けている高橋克彦

ぼされた平氏の平貞能が逃

逃れ、その義経によって滅

奥州藤原氏を頼って平泉に

平氏全盛の時代に源義経が

れが最重要であったことは

のだろうか。もちろん、そ

るために東北に逃れてきた

れた人は、単に命を長らえ

たと書いたが、これらの逃

たくさんの人が逃れてき

から攻め込まれたわけでは

ある。しかし、これは中央

という豊島河原合戦のみで

上京し、これを打ち破った

畠顕家が奥州の軍を率いて

翻した足利尊氏に対して北

折に、後醍醐天皇に反旗を

一の例外は、建武の新政の

も勝利したことがない。唯

ずである。

たことは間違いなかったは

に帰してくれるものであっ

の敗北をゼロに戻し、原点

が、それはこれまでの地で

ではないかもしれない。だ

決して希望に満ちた再出発

うにも思う。そうでなくし

受け継がれている資質のよ

る、それは東北人に脈々と

る人をもてなす、受け入れ

大いにあるように思う。来

く。確かにそのような面は

はこういうイメージ」と書

てくれる。私にとって、北

感謝を前面に出して歓待し

ざわざ来てくれたことへの

て逃げてきた人にとっては、 さに雪が溶けるように、わ

と、なおいいと思うのであ

うな旅ができる東北である

の場に帰っていく、そのよ

得たものを持ってまた日常

環境に身を置いて、そこで

らっと来て、日常と異なる

ずである。何かあったらぶ

かし一定のニーズはあるは

わけではないだろうが、し

を全ての人が志向している

そのようなスタイルの旅

し か し、「 と は い え 」 と

ヤマト族に敗れて、遠く東

れてきた仙台市郊外に定義

なく、中央から陸奥守とし

て東北は、神代から近世に

神話の時代からそうした

北方面にまで逃れた出雲人

確かだろうが、それだけで

至るまで多くの人が逃れて

は「 ぜ ん ぜ ん 北 じ ゃ な い 」。

が東北人のルーツだという

如来ができ、兄頼朝に追わ

て下向していた北畠顕家が

能 町 氏 の「 逃 北 」、 東 北

である。

だいたいいつもそんな感じ

「東北出雲説」を主張して

はなかったのではないかと

の今後の方向性を考える上

いつでも逃げてこれ
る地域を目指す
れた義経が再度平泉に逃れ

上 京 し て い る わ け で、「 本

いるし、松本清張の小説「砂

拠地」である東北で勝利し

てきた。奥州藤原氏自体も

推測する。中央から距離が
元々関東に根を張っていた

あり、その支配が届きにく

の器」では、秋田と同じ「ズ

る。

ーズー弁」を話す地域が島

くる地とはなり得なかった
いこの東北の地は、中央で

で大いにヒントを与えてく

ところ、関東で起こして敗

ているわけではない。

根県にもあることが明らか

のではないだろうか。

能町氏もいみじくも書い

れると思う。これまで、観

敗れた人たちにとって、再

東北は一度も「勝っ
て」いない。

で は、「 北 」 と は ど こ か。 が、元々東北は神話時代以

この「逃北」という言葉、 逃れたとされる。

多くの人が逃れてき
た東北

る。

と高速回転する」と、北に

蘇我氏との争いに敗れた物

にしないと書いている。「観

また、氏は、旅の中で観

に辛い気持ちを寒い土地で
田信長によって滅ぼされた

い国を造ろうとしたのでは

「逃北」という言葉が「東

う に 思 う。「 炎 立 つ 」 な ど

部氏が秋田に逃れている。

「逃北」という名の
エッセイ

ないだろうか。

北」と音が同じなのは偶然

飛 ん で い る と い う。「 い つ

東北を舞台にした小説を数

Ｆａｃｅｂｏｏｋ

https://www.facebook.
com/kouhei.ootomo
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にされる。私なども、この、 れた乱の戦後処理で亘理に
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執筆者紹介
大友浩平
（おおともこうへい）
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どんな時に「逃北」

対する思いとリンクしてい
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の群れがほれ！そこに」
っているだろうが、千葉は

を遣わすと言ってきた。知

受け賜った次第であるぞ」

友、この度、戦の仲裁役を

られる事は罷りならん・・

なっているから、正体を知

為に誅殺されたという事に

「ちょ、ちょっといいかい

ここからまた・・始める事

賢治が飛びついて、言う。 の人々をここへ降ろして、

かび上がってくるのだった。 「ともあれ、全部のサイド

家臣団が頼朝もろともう

龍は横腹の鱗を震わせじ

平将門公の意を継ぐ一族・

ができるんじゃないのか」

ろたえたが又太郎は高笑い

「そう上手くいくかしら」

ろ盾あって初めて自分は坂

った平良文の末裔。彼の後

門とともに坂東独立の為戦

千葉介常胤・・古代、将

怪物と話をつける、と言っ

着けた奇妙な巫女が向かい、 申すぞ。一日だけな」

龍の頭があって、あの鎧を

空の方向を見た。そちらに

「大河兼任の名、借り受け

かせ、笑った。

い所も含め全てて六地点。

していく。未だ置けていな

いてきた場所を順々に指差

喜善や賢治が例の石を置

して東昌寺青葉社・・・」

「あれ・・・喜善さん。」

世界へ戻れるか。」

「さて・・どうしたら元の

踏み込み、欅の幹に触れる。

喜善は『光原社』の中に

忠衡は天狗の目と歯を閃

振り返って一同、驚愕し

ていたのだが・・果たして。 「ここだ・・光原社。こん

又太郎は、ちらりと左の

ゃらじゃらと鳴らした。

！これが今いる、奥州街道

容れぬ存在であろうが。」

・貴様ら秀郷流とは最も相

・・ここが仙臺東照宮、そ

して手を振った。

そこでだ。」

「心配御無用！我が僕・護

た。状況は一転、宙に放り

東武者勢の上に立ち今ここ

つねたね

わぬというのか。我が兄・
上げられるのが巨大なカモ

法韋駄天丸が大牛返しはお

し寄せる。兵の上に兵が昇
雷神悪源太は何処に？

な名前を、俺以外の人間が

街道はちょうど真ん中を上

「ほぼ円形・・そして奥州

声をかけ近づいた。

不思議に思って、賢治は

していた。

つけるだろうか？」

「報告！青鹿の群れが何者

遠い未来の奥州の廃墟都

一方、大河次郎兼任は対

「やあやあ！方々、どうや

する広瀬川の北岸にいた。

シカの方になっていたのだ。 に在る・・頼朝はよく承知

引き受け賜った・・」

りその上にまた兵が昇って
その時だった。

よしふみ

烏兎森の麓、郡山の川岸
瞬く間に十尺はあろうかと

「あいや、その使者とは、

「背が縮んでいない？」

か怖ろしく脚の早い者に投

しかしその鎧のような皮

ら苦戦されてお出でで。」

し深まる闇の中、漕ぎ出す

今や賢治の肩辺りまでしか

龍にしてみると、少し寝
たからにはご心痛の刻は過

「鎌倉殿！拙僧が参りまし

が・・頼朝は首を捻る。

又太郎忠綱よ。この頼朝、

「貴様の助けなど不要だぞ、 抗には遭いますまい・・そ

傲然と言い放った。

こで拙僧に、もし大手軍の

相馬との地縁あり、特に抵

と、そこには既に見事な白

ったし、渡り終え振り向く

の術で渡る道には水がなか

「偶然かな・・奥州街道、

撫でながら考えている。

喜善もまた蔦の葉を摘み

「なんなの？」

がらぶつぶつと何か言う。

『光原社』の方へ戻りな

え、まだ仮説だけれど。」

を持って行って」

「待って！宮澤さん、これ

ように巨樹に触れる。

光原社』に飛び込み、同じ

叫ぶが早いか、賢治も『

もあるはずの喜善の背丈が、

返りを打っただけなのかも

「つまりトヨハさん。君は

シシ

ずがない。背後に狂った青

アオ

猪どもが迫っている・・越

つまり国分町通南側に位置

状況を悟ったトヨハが腿

しているが、何か意図的な

の大きなポケットから硝子

泉三郎忠衡は腕を組み、

これからのこの仙臺に必要

の筒のような物を出し、賢

銀の龍が横たわっていた。

だ・・確かにこの土地の放

治に渡した。そこには、黄

鎌倉殿苦戦の折は助太刀申

配置なのだろうか。」

射線値とやらは低いけど、

し上げよ、と遣わされまし

建物の中からは欅が生え

それは君が今、ここに降り

東国最強の神を味方に付け

て内側から建材を圧し、巨

金色に輝く稲でも麦でもな

て参った故な。」

いで南の方角を睨んでいる。

樹に成らんと門から窓から

たからで、もともと低い訳

い、穀類らしきものの穂が

大男は膝を折って髪の伸

「大河次郎ではないか・・

四方に枝を伸ばしている。

「何ですって。じゃあ全然、 透けて見えるのだった。

じゃない。」

「貴方は結局、これを使う

ぎ去ったと思し召されよ」

脱力した身体を家臣らに

身体が戻ったのだな。かと

「放射線値とやらが低いと

事はしないだろうけど・・」

知れないが・・凄まじい砂

支えられる頼朝に、尚も又

はいえ・・ここもやはり長

安全な土地ではない・・」

少しずつ、欅の樹や廃墟

埃や飛び散る樹の枝が頼朝

川には一滴の水も残って

「拙僧、己が国を失った者。 思えば休む間も持たず・・

太郎は言い放つ。

ご苦労な事である。」

「トヨハさんがいれば大丈

の建物、そしてトヨハが巨
「我は端くれの若輩ながら

「では、ここが死に場所と

「この真っ直ぐな通り・・

とてくてく移動していく。

を清浄化している・・」

合って、どうやらこの領域

錯覚で、二人は遂に元の世

大化していく。だがそれは

上総介義兼が返す。

相変わらず超然とした佇ま
申し開きもござらぬが、拙

「泉さま・・まだこのよう

らく無人のようだな。」

夫さ。その胸の石と、僕ら

た次第。」

僧ら日中に愛島にて悪源太

せめて、この河向こう、国

トヨハは左腕に巻いた計

が置いた六つの石が反応し

「あいや、それは兄君・悪

藤原姓足利氏・忠綱・・

さまと相撲を取らさせ給い

分が原なる土地だけでも頂

測器を凝視しながら、国分

びかけた頭を垂れる。

平清盛に従って戦うも恩賞

て土をば付けさせ奉り？も

な所に？ここは某ども蛮兵

町通をはずれて西へ、東へ

たちに降りかかる。

を不服として東国へ戻り、

うよくわからん・・」

「敵が退くと思うか。」

いない。小舟を置いた兵ど

千を越える長弓隊の放つ

頼朝の下に付いたかと思え

戴できますかな。」

「・・思いませぬ。」

源太義平さまでは・・真に

矢が夜空を横殴りの雨のよ

ば裏切ったりと迷走を繰り

「な、何だと！」

「大天狗の統べる物の怪の

「貴様は・・確か、足利」

うに飛ぶ。鎧のような鱗は

返し、信用ならぬ男だ。

「征し奉ったというのか・

地ぞ。呪われたいのか？」

「弓隊、矢を番えよ！化け

伊達ではなく、大半の鏃は

「いやいや！御館様、足利

「故に、悪源太様に成り代

・雷神さまを！？」

もは雄叫びを上げながら、

跳ね返されてしまった。

といえば御側に控えてお出

物に狙いを定めぃ！」

「幻などではない・・実体

での、上総介義兼殿がおら

龍の横腹めがけて一斉に押

だ。こんなものをどうした

わり、拙僧が妖怪どもを調

定めたのだろうが、見当違

れましょう、拙僧が家は既

高野山の密教僧也。至極望

頼朝は叫び出しそうにな

伏しこれより北の道を開い

に衰亡し、足利の名乗りは

石たちに様々な要素を合成

手鏡のような機器を掲げる。 そして瑠璃・・賢治はその

そして賢治たち、こんな所

暴僧」忠綱の勝敗や如何に。

遂に取り払われるか最後の

その表面は磨いた黒曜石の

したが、最後の成分とは何

に帰ってきて大丈夫か！？

壁！？「小天狗」忠衡と「
「しかし、泉さまは既に」

ようで、どういう仕掛けか

だったのだろうか。

り

「おう、おう、広瀬の龍よ

「さよう、自分は兄・泰衡

仙臺のものらしき地図が浮

る

―次回予告―

界へ向けて縮小を始めてい

るのをぐっと堪えて、周辺
おう う えつげんぞう

ぜた成分の作用だろうか」

たのだった。

る」

「どうして、そんな事が」
「其方は出羽で軍勢を集め

「さあ、僕が石に最後に混
て体制を立て直せ。ここは

ここが一番値が低い。この
はなく、藤胤と号した若僧

我ら天狗一家に一任せよ」

道を外れると急に高くな

諦め申した・・今は出家し、 てご覧に入れましょう。」

は横たわる怪物の元へ大股

いというものだな。」
そう・・藤胤、とでも号し

日和見の若侍が雷神である

に歩み寄っていく。

「と、申されますと」

を固める重臣らに「いかに

兄を討ち果たし、尚も大天
語するとは。

・・拙僧、藤胤は伊達小次

の画策で、義経殿に与した

もはや何者も止める理由

してあれを退けるか」と質

仕りましょう。」

狗を向こうに回すなどと豪

むところでござる。」
すが、誰もが返答に窮して

源姓足利氏・義兼が脇か

「お前が仏門？笑わせる」

「結構だ。海道軍を率いる

郎泰衡殿の遠縁にして旧き

一体、どういう事だ・・

一九七〇年山形県鶴岡市

いる。これはダメだ・・い

とういん

生。札幌、東京を経て、仙

よいよ打つ手なしか。背後

ら鼻を鳴らす。

黒曜石、水晶、電気石、

台に移住。市内のケルト音

からは猛牛の群れが押し寄

千葉の親父殿が強力な使者

女操縦士は脇腹に下げた

楽サークルに所属し、あち

奥羽越現像氏紹介

にお任せあれ。」

ら討ち果たせようか！」

える他はなし！」

賢治は女の胸元にぴしり

トヨハの言う通り、六尺

と指先を向ける。

ないように見えた。

うにだ。」

「君の持つその石！これで

「始まったか！」

市、仙臺にその建物は確か
「千葉介殿は逢隈川河口付

階建てだったらしい残骸に

はっきりしたな・・とはい

休戦が決まった後、河田

と、やけに威勢のいい男の

「護法・・韋駄天、丸？」

声が近づいてくる。見ると、 強い力士か何かです！」

いうので、密かに川を渡っ

両手で抱くように触れる。

まさに拙僧の事なり。」

膚が微かに震え、波打った
大柄な僧兵風の男が頼朝の

近より、北岸へ渡る手筈で

たのである・・尤も、河田

げられております。極めて

べき川面は消えてその太い
怪物は全身で暴れ始めた。

・・かと思った次の瞬間、

鎌倉の武者どもは呆然と

ござるが、あちらは何しろ

に存在していた。賢治はほ

流れの跡には月夜に白銀の
方へ走ってくるのだった。

している。頼朝はそれでも

とんど蔓植物に覆われた二

輝きを閃かす、巨大な龍が
兵ら数百人がばらばらに跳
おや？あの若僧、見覚え

次郎守継が「泉様が、作戦

横たわっているのだった。
ね飛ばされ、空中に舞う。

を講じたいと仰せだ。」と

「この怪物は・・大天狗め
「退避！退避いいい！」

頼朝は仰け反る。

下に通る、まるで背骨のよ

＊

には、頼朝の工兵らが総出
いう龍の背まで迫る。

＊

で伐り出し作り上げた、幾

銀鱗の壁を
退けよ

十艘もの小舟が並ぶ。しか

第四十四話

こち出没し演奏する。フィ せ、兵らの阿鼻叫喚が轟く。 「笑っている場合ではござ
ドル（ヴァイオリン）担当。 大天狗め！相対する事も叶
りませぬぞ上総介殿！青猪
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連載
むかしばなし
による幻。さよう現実のは
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「遠野の小寒」

遠野 1000 景より
の風景をお届けします。

そこで今回号は小寒の遠野
すら雪が積もっています。

有名な南部曲り家にもうっ

きれいです。

ように柔らかそうです。

たふんわり雪が本物の綿の

冬枯れたヤマユリに積もっ

また、仙人池にも氷が張り

さまざまなニュースが乱れ
氷の中に閉じ込められたナ

最後に、ウバユリはまるで

始めたようです。

山頂に積もった雪も同様で

飛び、とても落ち着かない
ハクチョウの飛来も冬なら

他の星の生物のようです。

身体も心も本格的な冬を迎

年末年始となりました。
ンテンやつららが遠野の寒
ではです。

える準備が必要なようです。 すが、夕日に映えてとても

そこに加え、新年を迎えた
さを伝えてきます。六角牛

昨年後半から、世界的に

シリーズ 遠野の自然

ら急に寒くなりました。

夕日と六角牛山頂上

冬のナンテン
初冬の曲家

ハクチョウ
仙人池
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つらら

ヤマユリに雪

冬のウバユリ
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写真でたどる被災地のあの時
（宮城県石巻市）
当新聞第２号

2012.7.16 発行

『復興を目指して！頑張ろう石巻』 という垂れ幕

道路上の赤い船

支援物資配給の列

写真でたどる被災地のあの時
（岩手県大槌町 / 山田町）
当新聞第 5 号

2012.10.16 発行
何もかも流された海辺

大槌ーガレキの山

破壊されたままの大槌町役場

山田ー巨大なガレキ撤去機械

山田ー折れ曲がった岸壁の街灯
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写真でたどる被災地のあの時
（宮城県沿岸部）
当新聞第６号

2012.11.16 発行

津波が去った直後の石巻市十三浜 ・ 大室

鮎川 打ち捨てられたホエールランド

小網倉浜 無残に破壊されたままの港

写真でたどる被災地のあの時
（福島県相馬地区）
当新聞第 15 号

2013.8.16 発行
打ち上げられたコンテナ

小高のまちはゴーストタウン

ここから先は許可証必要ー福島第一原発数キロ地点

放置された家

小高地区の有名なお菓子屋さんの垂れ幕
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