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も畏れ多いことであると無
意識に避けてきました。

二〇一三年四月に始まって

で決めてきた都合上、この

するというローテーション

しかし今回は、ほぼ一ヵ
三陸酒海鮮会渋谷開催は、 月半に一度のペースで開催

から足かけ五年、大震災発

日の開催となりました。

開始以来の最大参加
者

生の日に開催したことはあ
りませんでした。
会の趣旨が、三陸の海鮮
を食べ、東北の地酒を飲み

打ち止めにしなくてはなら
ない可能性まで出てくるほ

会の進行も当然ながら、

宮城・気仙沼からの
参加
幸いにも、何とか「調整」

いつもとは異なり、黙祷で

どでした。
することで事なきを得まし

始まりました。
それでも、会場は満席と

い う と こ ろ、「 献 杯 」 に 切

また、普段ならば乾杯と

た。
なりました。

り換えました。

気仙沼からは、大震災で

そのため東北地酒銘柄数
は二十六というものすごい

被災した宮城県庁職員が、

持参し、個人として参加し

さまざまな復興関連資料を

数となり、写真はパノラマ
始直後からすごい数となり、 撮りでないと一枚に収まり

ところが、参加者募集開
を、参加者にあまり負担の

会場の焚火家は貸切にしな

つつ、間接的な被災地支援
ない形で継続しようという

ませんでした。
非常に緩いものなので、大

一次会も、二次会でも、

てくれました。

宮城の新聞 河北新報当日版

三次会でも、数多くの参加

よく合いました。

独特の歯ざわりで、地酒に

２面記事でも取り上げま

でもない派に分かれました。

相変わらず、好き派とそう

ホヤの刺身も出ましたが、

者と交流されていたことが

印象に残っております。

食材も気仙沼産

三陸海鮮も、当然ながら、

は、モウカザメの心臓の刺

刺身でめずらしかったの

上がりました。

話したところ、大いに盛り

の干物ファンであることを

気仙沼産で占められました。 したが、あのタモリがホヤ

身と和え物でした。

筆者も初体験でしたが、
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6 年後の被災地

豪華な刺身、モウカザメの心臓もあり

畏れ多くも三月十一
日の開催に

東北地酒はなんと26 銘柄！
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黙祷
くてはならないほどとなり、

宮城県生まれ、 63 歳、 経営
コンサルタント、 趣味は、 縄
文文化研究、 この 2 月に株
式上場プロフェッショナルを
養成し、 IPO の経営者教育
も行うスクール 『IPO マスタ
ースクール』 を開校、 校長
就任

それどころか、参加予約を
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震災発生日開催はあまりに
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3/11三陸酒海鮮会開催
足かけ5年の歴史で最大
の52名の参加者集う！

は必ず購入するというのを

あり、東北新幹線乗車時に

味」が、タモリの大好物で

れ て い る「 ホ ヤ の 乾 燥 珍

いたら、東北新幹線で売ら

倶楽部」という番組を見て

先日、テレビで「タモリ

うすればホヤファンになっ

にもたくさんお会いし、ど

が好きになれないという方

また、これまで、生ホヤ

この場面に出くわしました。

ずにおりましたところに、

したが、打開策も考えつか

1

てもおりました。

そこで、ホヤの干物が大

てもらえるのかずっと考え
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箱が税込

聞 き ま し た。（

昨年には、ホヤが売れず

好物というタモリに広告塔

３５０円）

に大量廃棄したという残念

癖の強い生ホヤに辿りつ

はないかと思いついた次第。

く前に、加工品ホヤを入門

として、好物のひとつに加

えてもらえれば、ホヤの国

内消費も伸びていうことな

しと思ったのですが、生産

者や流通業者の方々はいか

がでしょうか？

ホヤ加工品は干物以外に

も、塩辛やバクライ（莫久

来）という日本酒好きにと

って最高の珍味もあります。

バクライ （莫久来）

になってもらえば良いので

ホヤの干物が
大好物のタモリを
ホヤ広告塔に！

な記事を当新聞でも掲載ま
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ホヤの塩辛

ホヤの乾燥珍味

箱から取り出したところ

第31回 水産業再興のための料理レシピ紹介

東北以北の海が主な生息域の水ダコを使った

《タコと野菜の簡単マリネ風》
今、 スーパーには大
きな水ダコがたくさん
美味しそうに並んで
います。 そこで今回
はタコのマリネ風を
作ってみました。 水
ダコは今が旬かな？
（松本談）
完成品

郷土料理愛好家
松本由美子氏

ー簡単レシピー
『材料』

茹でダコ ( 刺身用 )100g、玉ねぎ １個 (200g)、レモン 1/2、パセリの
みじん切り、
『調味料』オリーブ油 大 2、塩 0.4g、黒酢 小 1、コショウ少々、
『作り方』 ① たこは薄切りにする。
玉ねぎせん切り、レモン輪切り、パセリをみじん切りにする。
② ボールに調味料を入れて混ぜ、タコ、レモン、玉ねぎを加えてあえる。
パセリは青みにのせる。
旬の牡蠣 ( タウリン ) とニンニク、玉ねぎ ( アリシン ) を一緒に摂り血流をアップで、
元気に冬を乗り越えましょう！
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写真でお伝えする

東北の風景
主役はひなまつり
しし踊り雛がすごい
写真撮影 : 尾崎匠
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３月 日に行われる
イベント
月

日に開催されてしまう

来フォーラム」も来年は３

となる。この「仙台防災未

しも地元だけではなく、例

配信している。ただ、必ず

ず継続的に震災関連記事を

どは、「カレンダー」によら

新報、福島民報、福島民友な

考える、という意味での「て

とりこれから先の生き方を

災について考える、一人ひ

一歩進めて、一人ひとり震

迎えるに当たり、そこから

もと不可能なのだ。

は」などと語ることはもと

げ に し て、「被 災 地 の 復 興

しか分からない。十把一絡

に戻れたのだ、と解釈する

て、すっかり震災前の日常

ール震災という束縛を超え

知り合いは、３月

日イコ

考えれば、冒頭に紹介した

を心配するより、本当に忘

ると思う。忘れられること

本当に意義のあることであ

における震災遺構の整備も

みであると思うし、各地域

年はどうか３月

未 曽 有 の 大 災 害 を 経 て、

日以外の

のだろうか。願わくは、来

開催された国連防災世界会

仙台市内では、２年前に
と思ったが、ともあれ急い
えば

衣食住を取り巻く環境も全

か れ た 状 況 は 全 く 異 な る。

震災以後、一人ひとり置

りがそれぞれ自分のこれか

こ」なのである。一人ひと

い。だからこそ、「てんでん

えが見えているわけでもな

していくのがよいのかの答

引き継いで、また他の地域

かりとこの地の次の世代に

から得た教訓だけは、しっ

の人が亡くなったあの震災

ことはできない。たくさん

ても、なかったことにする

ただ、忘れることはでき

いように、これからも震災

事』じゃないか」と言われな

る こ と が「『カ レ ン ダ ー 記

時期にこのように書いてい

私としても、ここでこの

大切なのであるに違いない。

し続けること、それこそが

こともできるかもしれない。 れてほしくないことを発信

言葉に６年前から変わらず

「明日へ つなげよう」を合

く違う。仙台市や宮城県岩

どうなることが復興なのか、 の人にもしっかりと伝えて、 のことは折に触れて発信し

らを考える。自分にとって

二度と同じような被害が起

何かを参考にしてというこ

別の日曜日の開催となるこ

に震災関連の番組を提供し

沼市のように、仮設住宅が

きないようにしていかなけ

んでんこ」があるのではな

議をきっかけに昨年開催

ているし、最近では朝日新

全てなくなった地域もあれ

そのために今何をしていく

とも難しいし、この先どう

聞も「てんでんこ」というタ

ば、岩手県の釜石市や大槌

のがよいのか。

その意味では、先に紹介

いだろうか。

は「東 日 本 大 震
NHK

イトルで、東日本大震災を

町、山田町、陸前高田市のよ

一人ひとり、目指すとこ

した「仙台防災未来フォー

日

が、我が身にしてそうであ

な時間だということである。 取りに戻って事なきを得た

を紹介できると思うが、こ

く来月のこの欄でその模様

も足を運ぶつもりで、恐ら

このフォーラムには今年

のとし、「思索を深めるため

ので記者の能動性を奪うも

ら自動的に記事が発生する

ンダー記事はその日が来た

ている。烏賀陽氏は、カレ

「カレンダー記事」を批判し

っていかざるを得ない。そ

関連のニュースは少なくな

いく現状では、自ずと震災

の状況の上に積み重なって

ュースがそうした東北各地

常押し寄せるたくさんのニ

いう状況ではあっても、日

するが、解除イコール復興

さらに避難指示区域は減少

にある地域が解除されれば

村、川俣町、浪江町、富岡町

少しており、この春に飯舘

月時点で３分の２にまで減

は、避難指示区域が昨年９

の前にあることを、一つず

し過ぎれば息切れする。目

いい。道のりは長い。飛ば

もちろん、疲れたら休めば

な る の で は な い か と 思 う。

ば、その積み重ねが復興に

ょっとずつでも歩いていれ

毎 年 こ の 時 期 に な る と、

る。そもそもこのブレスレ

のフォーラムに伴って開催

弟の死を忘れないように、 ラムでは、震災経験の伝承、

他人事ではない。私の左
ット、震災から６年が経っ

される関連イベントの中に、 の記事がいつの間にか自己

日は空い

せの日程調整のやり取りを

晶で数珠を作ってもらった。 された「仙台防災未来フォ

新聞やテレビで東日本大震

中心に「日本の『いま』と『こ

うにいまだ

ろは違っても、また歩み具

ラム」はとてもよい取り組

今年の３月

災関連の記事や特集番組が

れから』を見つめ直して」い

の人が仮設住宅での暮らし

合は違っても、少なくても

ーラム」が、今年も３月

地域防災の次代の担い手づ
増える。このように定期的

くという趣旨の連載記事を

を続けている地域もある。

目指すところに向かってち

（日）に仙台国際センターを

くり、人々の多様性と防災
に報じられる新聞記事のこ

毎日掲載している。

避難指示区域を抱える福

その時余った水晶の玉でブ

そして、いつ死がやってく
などのさまざまなテーマか

とは「カレンダー記事」、「あ

考えてみれば、地震発生

島県の浜通り地域の町村で

レスレットを作ってもらっ

るか分からないということ
ら、「伝える」ことの大切さ

れから何年もの」と呼ばれ

から６年が経って、多くの

大震災の発災から丸６年に

していて、「３月
を忘れないようにという意
や今後の課題について理解

るようである。ジャーナリ

地域で復興はまだ道半ばと

なる。先日、同じ仙台市内

てますか」と聞かれた。そ
図を込めて、その日以来、こ
を深め、経験や教訓を世界

ストの烏賀陽弘道氏や作家

「カレンダー記事」
の功罪

の日は静かに故人に思いを
のブレスレットを肌身離さ
へ、そして将来へどのよう

の相場英雄氏はこうした

会場に開催される。フォー

馳せる日にしたいので、そ
ず身につけてきた。ところ
に受け継いでいけばよいの

たのである。

の よ う に 返 事 し た と こ ろ、
が、先日、温泉に行った時
かを考えることとなってい

に住む知り合いと打ち合わ

「そう言えばそうでしたね」
に、なんと脱衣所にこのブ

手首にはいつも水晶のブレ
て、毎日身につけることは

となった時に、手元に数珠

式をあげることができる

かって、これでようやく葬

からちょうど
れを見て死を意識するとい

の行事ならともかく、先に

が、私としては追悼のため

とを否定するものではない

旨のイベントを開催するこ

日に震災について考える趣

てきているのを感じている。 る。もちろん、震災のその

うことは本当に少なくなっ

書いたように震災当日は静

開催されるものがかなりあ

フォーラムの前日の

とは、「自らが震災の被害に

福島の地元紙、テレビのこ

強いとして、逆に岩手、宮城、

大メディア」にその傾向が

る。特に相場氏は「在京の

ってしまうことを批判す

報道が逆にその時期まで減

されることから、関連する

に合わせた取材態勢が継続

る。相場氏も、カレンダー

目的化」していると批判す

については以前この欄でも

「てんでんこ」という言葉

いかと思う。

きっかけにはなるのではな

の人に思い出してもらえる

定期的に震災のことを多く

ダー記事」であっても、毎年

が発生する」という「カレン

の意味では「自動的に記事

わけで、そうすると当然そ

よって状況が全く異なる

このように、当然地域に

れてしまったわけである。

ければいけない状況に置か

にして「のこす」かを考えな

震災後は「おこす」前にいか

に突き刺さった。震災前は

ら町のこしへ」の文字は胸

こで目にした「町おこしか

浪江町に行ってきたが、そ

えてその先を生きていくこ

い体験をそのままの形で抱

験した人であっても、つら

域の人のみならず震災を体

却からは免れ得ない。他地

であっても記憶の風化、忘

る。しかし、どんな出来事

かを考えていた。ところが、 てしまうことへの懸念があ

いかにして町おこしをする

と は し ん ど い こ と で あ る。

て、震災のことが忘れられ

震災から時が経つにつれ

ではない現状がある。先日、 つ、少しずつ、である。

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

続けていきたいと思う。

と い う 答 え が 返 っ て き た。
レスレットを忘れてきてし

スレットがある。震災で亡
習慣になってはいても、こ

がないことに気づいた。ど

かに故人を偲ぶ日にしたい

取 り 上 げ た こ と が あ る が、

こに住む人の心持ちもそれ

日に

れだけそれまで、死から縁

と思っているので、震災当

に」の意味で、地震が来たら

の同胞が苦しんでいる姿を、 元々は、「てんでんばらばら

遭っている上に、身内同然

一人ひとりが必死で逃げろ

能力であるともいう。そう

忘れることと忘れて
はいけないこと

遠い日常を送っていたのか

日に開催されるこのような

地元メディアは今も追って

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」

Ｆａｃｅｂｏｏｋ

イベントには、恐らく今年

いるのだ」と、その報道姿勢

ぞれ異なる。その胸の内は、 忘れることは人間の偉大な

執筆者紹介

も、これからも、ずっと参加

という三陸沿岸に伝わる教

復興「てんでんこ」

しないだろうなと思ってい

を高く評価している。

る。

そこに住んでいるその人に

確かに、岩手日報や河北

訓である。震災から６年を

11

日が日曜日
11

ればならない。

別にその人が無神経という

12

日目に見つ

人前後
3,000

わけではない。震災から６

災プロジェクト」を組んで、

11

る。

11

まった。すぐに思い出して

とを。

でお気に入りの石である水

震災から
６年ということ
６年という歳月

11

年という年月は、そのよう

日で、東日本

11

来年は３月

肌身離さず身につけている水晶のブレスレット

11

49

http://blog.livedoor.jp/
anagma5/
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れにしろ、そうするつもり

「息子を救いに参る。いず

の子を呼んでもらう事にし

ちの魂を身体に招いて、そ

いうので、最近死んだ子供た

たままだと、宇曾利の行者が

「待て！大河、兼任は・・

岸へ嵐のように迫っていく。

たちまちのうちに、悲願の

は途方もない勢いだった。

転覆し、兵らが死んだが軍

「奥州の兵など、もはやど

「宮城野も、これまでか」

が雪崩れを打ち押し寄せた。

のすぐ後を、坂東の兵ども

軍は更に膨大な矢を撃ち込

だが、多勢に無勢。頼朝の

倍・三倍と増えていった。

を 放 ち 続 け、 火 の 鳥 は 二

走りながらその一団は矢

った女が現れて、言った。

糟の背後からカモシカに乗

呆気にとられていると、綾

又太郎が斧を構えたまま

「泉三郎・・？ぬし、大河

だった。あの大軍勢を迎え
た・・三十人の魂を容れて、

こにもいないではないか！

たな。」

撃てるのは、息子でも夫で

俺の手柄だ・・・！！」

今純三の脳裏に、青葉山
つを、トヨに投げてよこし

した二振りの短剣のうち一

イアンパヌは腰の帯に差

がらない。芭蕉が錫杖を二

けて怯まず、一歩も引き下

る。トヨは魔女の太刀を受

目も耳も塞いでひっくり返

光と轟きが起きて、純三が

ろうとしたイアンパヌがも

一行に背を向け、遠ざか

全部忘れてしまうからね」

けれど、山を降りたらまた

戦いの記憶があるから強い

のだ。あの強さがあれば・・

おり、勝負は一瞬で着いた

トヨは強すぎた。宣言ど

業火で焼かれていた。黒煙

が地下の強烈な油の生ずる

護法の強靭な、無数の骨

＊

後の石を握り締めていた。

める。芭蕉はその手に、最

れまでの数百年分の人生の、 り、ついに再び山を歩き始

「無理よ・・今の私は、こ

と異臭を放ちながら川面と

アンパヌだったって訳」

の人格が現れた。それがイ

い、遂に三十一日目に、本来

再び受け止めたのは、水面

上げた。落下する又太郎を

げ水上から空へ一気に放り

から又太郎の身体を押し上

としたその時、何かが川底

れ沈み始めた。

しもの又太郎も力尽き、溺

水責め、火責めの重苦にさ

小舟群が川面の又太郎を

かい合って胡坐を掻いた、

見上げて驚愕している。向

起き、皆が皆、北の夜空を

所々で同じような叫びが

人、座ってるぞお！！」

「きょ、巨人だ！巨人が二

む者がなくなった。

もに勢いを失い、一歩も進

群れが突然、ざわめきとと

ようとする者は誰もいない。 時、勇んで駆けていた兵の

通過していくが、助け上げ

途方もない寸法の巨人らの

降伏せい、大河太郎。」

を這って迫り、がぱっと音

その時、骨の集合体が地面

点に力を集中しようとした

頼朝の姿を捉えた。その一

が、対岸を離れたばかりの

総崩れになる中、綾糟の眼

にしていく。軍団が混乱し

て、奥の川面までも火の海

が掌をかざすと大風が起き

周囲を燃え上がらせ、綾糟

表に撒かれた油に点火して

倒されていく。火の鳥は地

んで、たちまち騎兵らは射

らだわ、大天狗綾糟。」

・・無理みたい。さような

「と言いたいところだけど

女はふっと笑うのだった。

が呆気にとられる。しかし

又太郎に加え、忠衡まで

ーラ。是非に及ばずだ。」

「時間切れか・・チャンル

けて弓を引き絞った。

そう言って、大天狗に向

だぞ、綾糟。お前を、殺す」

「じきに日が昇る・・約束

兼任ではないのか？」

もない・・私だけだ。それ
一日ずつ交替で出来てもら

の森で見た、兄・和次郎と

掻き乱そうとする。

たちの腕の長さほどはある。 人の間に突き入れて戦いを

た。刃渡りはそれでも、女

「坊主、邪魔をするなら切

う一度振り返った。

両岸を昼のように照らし高

を立て、綾糟を飲み込んだ。 のそれに変わった。

忠衡は、呟いた。

にしても」

その師・柳田國男の幻影が
反りのある鞘で、蝦夷伝統

「トヨ・・お前は奥羽の王

姿に不意を突かれた又太郎

って」

よ

が次の瞬間、骨の集まりは

・・肺に水の侵入を許さん

又太郎が言い放ったその

過ぎる。柳田は、確かにト
の、蕨手というものの流れ
り刻むぞ。我に血も涙も無

となってこの地を救うのか

から飛び出した巨大な藤壺

で、進軍は止まろう。」

ヨ（と思われる娘）に言っ

用のもの」

々と燃え上がる火達磨の中

「 頼 朝 に・・ 引 き 渡 す だ

た・・帝国の命により、貴
かも知れなかった。
「貴女方の間で何があった

・・それとも西へ帰りこの

は忠衡の一蹴りでひっくり

一行は砦の石垣を降りき

女を帝都へお連れ申し上げ
「ダメだ、イアンパヌ・・
のか、拙僧など到底介入で

こんな最期なのか、俺は

る、と。
盲目のチャンルーラが足

トヨを内裏に渡しては。」

のような白い塊である。

それは紛れもなく古代王
から、一本、また一本と火

の墓丘で雷神悪源太と相撲

地を滅ぼすのか。」

をさせ、龍の頭の上で消え

きぬ。だが今は危急の時」

爆発して四散、中から綾糟

ど見えなかった。

ンパヌの影は、もうほとん

聞こえたろうか・・イア

蝦夷の国は・・滅びない」

うじて脱出し浮き上がる。

になった又太郎だが、かろ

河の中で骨の束の下敷き

王にもならない。この国は、 し始めるのだった。

「私は、西には戻らない。

しかし川面は浮いた油で火

がガラガラと音を立て崩壊

ちていき、やがて巨人の姿

のついたままの骨が河へ落

噴き出すのだった。

り、遂には又太郎を陸地へ

体は変形しながら北岸に迫

人の指ほどの骨片の集合

止めて息を飲む。

く小舟に乗った頼朝も、視

ったが何百年目だ！」

「名取太郎か・・ここであ

太郎はあっと声をあげたの

たあの女の顔である・・又

を踏み出し、訴える。

が再び現れる。

「私たちにかかった魔法も、 を発しており、悲鳴をあげ

境を築いた。トヨを失えば、 一瞬で片をつけましょう」

イアンパヌは淡々と言う。 ーラ・・藤原が伊達にに国

「なんと・・頼朝までが」
蝦夷の国は滅ぶだろう。」

鋼が宙に閃いた・・・

イアンパヌが激昂し再び

「抜かしたな！」

「あの大軍勢の前に、いき
男たちがぎょっとする。
どういう事なのだ？トヨと
いう女は一体・・・

一面に生えた剣の群れに襲

うな形で陸に上がり、足元

の怪物が打ち寄せる波のよ

忠衡はたじろいだ。骨片

「ううむ・・護法よ、大義」

認めました。」

広瀬川上流の岸辺に敵軍を

こそは幻の最たるもの・・

「巨人、再びか。だがあれ

しく、すぐバラバラになっ

力はもはや残っていないら

「殿！軍勢の向かって左手、 返し、綾糟に迫るが本来の

怖れるに足らぬぞ。」

てしまうのだった。

る。様々に組み替えを繰り

で焼かれてかなり痛んでい

無数の骨片は、地下の油

ていた忠衡の目からやがて

け寄り抱きしめる。硬直し

慢できぬ様子で若武者に駆

を借りて鞍を降りた女が我

笑みを交わし、綾糟の手

「イアンパヌ！！」

に掻き消されてしまった。

だが、それは大天狗の叫び

そうするうちにも頼朝の

パキッ・・骨片は鋏のよう

動する一塊が見える。突如、

凝らした。確かに黒い、移

頼朝は対岸の左手に目を

涙が溢れ出たのを見て、彼

に剣を折りながら進み、無

尚も忠衡に挑みかかる又
数の金属片が宙に舞う。

らがようやく一緒になれた

大軍が小舟群を駆って火の

太郎もまた憔悴し、足元が

河を渡り北岸を目指し始め

おぼつかない。綾糟が叫ぶ。 家族なのだと、足利又太郎

うに笑って言った。

と思うと、その火が無数の

「三十匹の、蜂に戻るよ」

ぼろぼろになった黒焦げ

その一団が火に包まれたか
た忠衡は更に烏らに油の壷

「大河太郎、敗れたり！」
純三が驚き、盲目の身で

ていた。大河太郎を名乗っ

ながら水中に戻るのだった。 い掛かったのだ。パキッ、

「頑張れ護法、畜生！」

先鋒の進軍を見てようや

数分後、芭蕉ら一行は砦

此度頼朝が進軍を密かに許

返った。

の石垣の縁を歩いていた。

トヨはしばしイアンパヌ

「案ずるな。国境の結界は、

お終いの時がきたね・・」

トヨが穏やかに、遮る。

外す。奥羽は完全に、内裏

「見えるだろう・・東の塩

チャンルーラが、寂しそ

イアンパヌの姿が、幽霊

ていけば、山の頂だ。」

すら見える笑いを浮かべる。 を発している。それを伝っ
「そして行く行くは、私が
内裏を滅ぼしてこの国を統

―次回予告―

「泉三郎よ・・もう充分だ、 は気づいたのだった。

頼朝、朝とともに至りぬ！

撤退せよ。龍を失った今、

芭蕉、そして泰衡は残りの

粒となって一斉に空へ放た

独り大軍に挑むは無謀ぞ」

石を置けるのか？そしても

れた。火矢だ。それらは弧

を描いて落ちず、各々勝手

「大天狗殿！何故かような

の又太郎がよろよろ立ち上
く。忠衡は覚悟を決めて後

出撃を。死ぬおつもりか」

がり、腰に残った斧を引き抜
を見、慌ててその手を取る。 に投下させていく。

のように透けて見えていた。 石垣の縁を歩こうとする女
「かたじけない、イアンパ

小舟に乗る兵らは北岸に

変える。遂には数百羽の火

ずさりを止め、
太刀を抜いた。 な方向へ飛び散って、形を

を運ばせ、小舟という小舟

「えっ？？」

「お坊様、心得ております。 を見据え、答えた。

の国の一部になるのだ。」

竃社から西の烏兎森まで引

いだて

「そ、それでいいのか・・」

かれた結界が壁になって光

「わかっている、チャンル

イアンパヌが、不気味に

なりトヨが独り立っただけ

おう う えつげんぞう

一同驚愕の中、イアンパ

一しようぞ・・」

チャンルーラは語り始めた。

立つ忠衡に向けて矢を放っ

刃がぶつかり合い、火花
た。草原のように土から生

う一つ残ってた女の戦い・

「むかし、津軽のある集落

忠衡は決して綾糟を父と

・もらい泣きしてる場合か

に一人の女の子が生まれた

の鳥となって、軍勢に襲い

は呼ばない。飽くまで、藤

又太郎！

「これからどうするの・・

が散る。周囲に剣の残骸が

掛かったのだった。

原秀衡の子、忠衡なのだ。

芭蕉が言うが早いか、イ

散らばって、護法が地を這

「大天狗だ・・遂に相見え

台に移住。市内のケルト音

の前を守り夥しい矢を跳ね

うように通過していく。そ

えた剣の束が動いて、忠衡
ったままだった。その子の

返す。何艘もの舟が燃え、

・・でもその子はずっと眠
トヨが訊くと、恨めしそ

心はまだ、向こうの国にい

イアンパヌ、あなたは」
うな目をチラリと向ける。

アンパヌの身体が突如消え

一九七〇年山形県鶴岡市 ヌが刀を抜き、鞘を捨てた。 ヌ殿。」
生。札幌、東京を経て、仙 「よしなさい。無駄な諍いは」
芭蕉は頭を下げた。

奥羽越現像氏紹介

次の瞬間、女の顔が別人

「西の朝廷は八百年に渡り

「大天狗突撃」

トヨを探し求めてきた・・

第四十六話

楽サークルに所属し、あち

こち出没し演奏する。フィ て瞬時にトヨの目前に出現
ドル（ヴァイオリン）担当。 した。二人の女の間に眩い
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連載
むかしばなし
されたその条件が、
トヨだ」
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遠野 1000 景より

少し早いようである。
またこの季節は雛祭りの
季節でもある。

真冬のきびしさは峠を越
えたとはいえ、ときどきは
雪も降るし、氷点下の日も

わると再び北の国に渡って

冬を日本で過ごし、冬が終
まるで遠野のまつりがその

地 域 の 特 徴 が 豊 か で あ り、

のようである。

少し先というのが今の遠野
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を見る限り、まだ冬眠を続
渡り鳥のうち、越冬のた

けなければならないようだ。

大地が暖まり冬眠していた
ままお雛様になったようで

あり、春の気配はすれども、

ところ、春の訪れを感じ、
行く冬鳥といわれるグルー

遠 野 の 雛 祭 り は 豪 華 で、

穴から出てくる頃という意
ある。

中で冬ごもりしている虫が、 めに北の国から渡ってきて、

三 月 初 め は「 啓 蟄 」。 土

「遠野の啓蟄」
プは、まだ北への渡りには

夕の六角牛山
空飛ぶ白鳥

雛飾り
雛飾り

シリーズ 遠野の自然

味ではあるが、遠野の風景

しぶき氷

白鷺

雪の参道

氷上のサギ
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大震災と宗教の問題
一枚の写真との出会い
臨床宗教師の講演に思う
対して、既存宗教は無力で

が発生したその後の事態に

当新聞記事に、あの大震災

以前、向こう見ずにも、

たことも加わり、筆者のそ

が明確に伝わって来なかっ

宗派が、どう対応したのか

にあるひとたちが、また各

既存宗教のリーダー的地位

そしてメディアを通じて、

かったと思い込んでいた。
であった。

聞かずにはいれないテーマ

も、何か関連はないかと、
僧である。

小原宗鑑氏、二十八歳。禅

済宗系の石雲禅寺副住職の

校舎協生館に出かけた。

一枚の写真との出会い

からの読経行脚で、宮古市
から南下して、気仙沼、女
川を回ったようだ。
行脚した場所は、震災前に
ころという。

既存宗教と大震災

はないのか、何もできなか
のような思いにつながり、
れぞれ、このテーマに関連

托鉢して回った馴染みのと

しかし、この既存宗教と

四名のプレゼンターがそ

震災発生の翌月の四月二日

ったのではないかという意
記事を書いたのだった。

三月四日、慶応大学日吉

味のことを書いた。
大震災で犠牲となられた

小原氏は、ただひたすら歩
り、深々と頭を垂れる。

することを、それぞれの観

歩きながら読むお経は「舎

大震災の問題はずっと心の
そのなかの一人、臨床宗

利礼分」という火葬場など

方々への供養に対して、既

教師であり、また高野山真

でお骨を拾うときに唱える

き、鈴を鳴らし、立ち止ま

知り合うことになった医療

言宗歓楽寺住職の井川裕覚

お経。

点からお話された。

るのか、そもそもこの未曾
関係者から、あるセミナー

氏のお話に関する事前配布

そうしたところに、最近

有の大災害をどう受け止め
の紹介を受けた。

資料に掲載されたある一枚

「師匠から、私は何もでき

奥底に引っかかっていた。

るべきかの指針をどのよう
【日本人のこころの源に

の写真に釘付けとなった。

存宗教はどう応えるのか、

に示すのかなど、さまざま
ある死生観】とあり、縄文

に積み重なったガレキに向

いで読経行脚を続けて南下

る し か な い 」。 そ う し た 思

何か知らないけど、ただ謝

あまりにも大事な甥の死に

として尊敬される空海が、

そこで井川氏が、大宗教家

われた。瓦礫を前にして、

かって、九十度以上に腰を

したという。

被災した直後の、山のよう

折り曲げ、地面に着かんば

嚫文」『性霊集』巻八）

（「 亡

せん

遭遇して詠んだ歌を紹介し

弟子智泉が為の達

前述のセミナーに戻るが、 は涙を流さずにはいられま

かりに深々と頭を下げ、ひ
とり祈る若い僧侶の写真で

この写真と小原氏から教

悲しい哉、悲しい哉

かしかったのである。

ずかしい。空海でさえむず

たが、その意味が少し理解
えてもらったことは、宗教
哀れが中の哀れなり

己の無力を理解する
素足にわらじ姿というまこ

とは、己の徹底的な無力さ

悲しい哉、悲しい哉

死という別れの悲しみ
とに質素な身なりである。

を理解することではないか

しかし、死は避けられ

を乗り越えるのは誰でもむ
衝撃的だった。こころの

と思い始めたことである。

できたように思う。

奥底まで到達するように鋭

よって、この世界やあの世
復悲しい哉

悲しい哉、悲しい哉

したうえで、祈ることが宗

そこで人間の無力さを理解

ない。人間にはどうしよう
を理解することだと思い込

悲しみが中の悲しみなり
そこに宗教のすべてのエ

んでいたが、方向が間違っ

それまでは、宗教理論に
ッセンスが濃縮されている

教ではないのかと思った。

もないことである。
と感じた。言葉にはならな

悲しい哉、悲しい哉

人の中で生まれ、死
んで、宇宙に帰る

誕生し、死ぬときも人の集

悟りを開けば、この世の

重ねて悲しい哉

ていたと思い始めた。
むしろ、無力な人間とし
ての自分だからこそ、宗教

団の中で死に、死んだ後も、 この考え方は縄文以来の世

が必要なのだと、真逆の発

の生み出す幻にすぎない

て、やがて宇宙に帰るとい

人間の集団の中で行き続け

い始めた。

界観、宗教観でもあると思

人は誰しも人の集団の中で
想に転換しなければならな

ことはわかっています

悲しみ驚きはすべて迷い

この僧侶のことを後で調べ

いことを教えてもらったよ

それでも貴方との別れに

始めた。

ぴったりと来るのだと思い

うのが仏教の教えであるが、 だからこそ日本人の琴線に
うな気がする。

祈ることが宗教

てみた。

鎮魂の読経

が伝わって来たと感じた。

いが、ストレートに「宗教」

るような衝撃だった。

く、また全身を揺すぶられ

あった。寒そうな季節に、

セミナータイトルー 【日本人のこころの源にある死生観】

写真の撮影地は、宮城県気
仙沼市。
僧侶は、岩手県盛岡市の臨
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セミナーレジュメのひとつ

慶応大学日吉校舎 協生館

その遺族に対してどう慰め

な観点について、既存宗教
文化に傾倒する筆者として

それは、大震災被災地で、 ないことを学びなさいとい

が明確な答えを出してこな

大震災の風景を前にしてただ祈るだけの僧侶

ーがいるはずですが、リー

それぞれの分野にはリーダ

ばかりに集中してきたとは

視した国の復興予算の獲得

被災地それぞれの事情も無

の逆になっているようです。 できます。
枝葉ばかりにこだわり、

ダーがその決断と命令をし

言えないでしょうか。

で下位のものが、自分の存

万人泊と、全国合計の
データの結果も悲惨で、
木も見ず、ましてや森を見

ていないのではないかと考

そうした基本姿勢が、観

下位同士のつぶしあい

冷静に受け止めるのも一苦
ることもない論議はまこと

えられます。

在意義を見出すのに、自分

となっています。

なので、関係者の気持ちも

の復興事業として、他の産

％にも満たない残念な状況
労しますが、さらにこのこ
に不毛です。

光事業においても「発揮」

よりさらに下位のものをい

訪日観光東北一人負け

この状況について、関係
とが真の原因だというので

さらには、それぞれの組織

され、自らは積極的に何も

業推進を取り上げ、東北の
分からなくはないですが、

いつくのは、あの

れる東北が、関係者一丸と

がパートナーなのか、その

理由がまったく理解できな

いのです。

奥州列藩同盟敗北の影

響が残っているのか

出口の見えない暗澹たる気

致し方ないと思ってしまい

投げやりな気分に陥るのも

が欠けているために起きる

う基本的なリーダーシップ

基本方針を確認し合うとい

を主張していると見えなく

見せて、自分たちの「無罪」

「総論賛成、各論反対」を

いう歪んだ構造です。

力を行使して、従わせると

いので、より下位のものに

上位のものにはかなわな

その遠因が、明治維新時に

徹底的に国にすがる姿勢は、

ことに全精力を注ぎ込み、

なく、国の動性を見極める

せず、国の政策を待ちつつ、 じめるというのがあります。 ると、プライドのかけらも

さらに想像を羽ばたかせ

持ちに陥ります。

ますが、しかし、それでは

もないのですが、筆者の思

総論賛成、各論反対

現象と断定しても良いので

れるケースで、特定集団内

集団心理でよく見受けら

者が「インバウンドは東北
あれば、さらに先行きの望

のリーダー同士がそうした

から

業に比べ、それほど投資も
の一人負け」と自虐的に話

みまで絶たれる思いがして、 せつけられると、関係者も

・

必要なく、導入が容易で、
しているということです。

当新聞では、

しかも、もともと多くの観
あまりにも悲惨なデータ

復興を後押しすべきと、何

風評被害に関係するもので

なり、こうした状況を改善

後の

いまだにひっかかるものが

にささった魚の骨のように、 現在とあまりに符合しすぎ

・

つのではなく、逆に、国を

ていると思うのです。

説得するような基本姿勢だ

十年前の往時と

国に対する姿勢が、百数

りたくもなるのです。

おける奥州列藩同盟の敗戦

とはいえ、昨年出かけた

東北六県にこうした構図

はないかと思います。

災地を横断するリーダーが

とその後の新政府による東

さらに事態は悪化するばか

現れて、適切なリーダーシ

がはびこっていないことを

りです。

データが示す「東北一人

はいまこうしたリーダーが

北弾圧の影響なのかと勘ぐ

い過ぎでしょうか。

いないのではないかとも思

祈るだけです。

さらに、誤解を恐れずに言

負け」の事態について認識

直後に、被
こうした状況を打開す

・
る最大の特効薬は、リーダ

もし、

でしょうから、基本的に「総

わせてもらえれば、東北に

論」に反対するものはほぼ

決断するリーダー不在

こうした状況の原因につ

を異にする関係者はいない

いては、当然ながらさまざ

リーダーが部下に対して、

リーダー不在が原因？

「北東北・南北海道の縄文

ップを発揮し、自ら復興計
自己が所属する組織や立場

遺跡」のネーミングも、喉

ってしまうのです。

し か し、「 各 論 」 に な れ

の権益に基づく詳細論議は

画を作成し、国の政策を待

ーの決断と命令です。

ば話は別で、細かな範囲の

ま分析されています。
ひとつだけの原因ではな

主張にこだわり、結果的に

なぜ「南東北」も一緒で

く、数多くの原因があり、

はなく、わざわざ切り離し

それらが逆シナジーとして

益な想像をめぐらせてしま

返ってみると、東北六県は、 はどうなったであろうと無

あります。
自らで大胆な復興計画も作

ったならば、その後の六年
ても合意に至るにはどうす

からの六年を振り
ればいいのかを考えさせる

・
各論反対」の論議があらゆ

会 議 は 紛 糾 し、「 総 論 賛 成、 棚上げして、まずはどうし
る分野で交わされ、結論に

うのです。

絡み合って作用しているの
そのなかでも、第一に思

らず、国の政策にすがり、

位 の 宮 城 県、 続 い て、

はないかということですが、

は当然です。

東北復興遅延も総合的

いないでしょう。

「一人負け」
の原因分析

しも好転しません。

嘆いてばかりでは事態は少

しかし、当新聞の思惑に

度も書いてきました。
反して、予想をはるかに超
える悲惨なデータが最近発
まずは、下図データです

表されました。
が、出典は観光庁で、昨年
の平成二十八年の九月単月
の都道府県別外国人延べ宿
泊者数データです。
このデータによると、東
北六県のランキングは

のが最初です。

三十五位の青森県、三十九

関係者から聞こえてくる真

それに伴う延べ宿泊者

たのか、なぜ、
「南北海道」
至らないであろうと想像が

位の岩手県、四十二位の山

四十七都道府県中、三十一

11

の

形県、四十五位の秋田県、

の原因は、これとはまった

・

四十六位の福島県となって

く別の意外なものだという

って取り組もうという気概

がそろわない」、「一体とな

い わ く、「 各 県 の 足 並 み

「東北」
がまとまらない

まるでデジャブのように、 ことです。

います。
前号で取り上げた都道府県
別の上場会社数ランキング
と印象がダブってきます。

日本全体では過去最高

他 地 域 に 比 べ れ ば、「 観

が最大の理由というのです。

が見られない」という理由

全体の訪日外国人数は

数 は、 一 昨 年 デ ー タ で、

すべく、課題解決に取り組

光後進地域」と位置づけら

２４０３万人と、過去最高

一 方、 昨 年 は、 日 本

そうした論議ばかりを見

光資源を有する東北観光事

60

むのが当然と誰もが考える
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3

11

６５６１万人泊になってい

を記録しています。

11

3

東北六県合計のシェアは、 と思うのですが、実態はそ

ます。

3

3

1

11

11

平成 28 年 9 月 都道府県別外国人延べ宿泊者数
出展 ： 観光庁 「宿泊旅行統計調査」

3

第 58 号 http://tohoku-fukko.jp/
2017 年 （平成 29 年） 3 月 16 日 （木曜日）

インバウンド観光（訪日外国人観光）は ”東北の一人負け”
31 位の宮城県、３５位の青森県、３９位の岩手県、
４２位の山形県、 ４５位の秋田県、46 位の福島県

