温暖化による黒潮北上で三陸沖に大異変
マダコ大豊漁、サンマ・サケ・イカ不漁
新たな三陸復興の障害発生か

【当新聞発行責任者
兼編集長兼記者紹介】

【砂越 豊】

異常なマダコ豊漁
宮城県の三陸沿岸では、

月の取扱量が昨年同月の八
倍に上るという異常なレベ
ルで、十月は１１４トンを
トン

のサンマが不漁だというニ

記録し、昨年同月の

ュースで大騒ぎだったが、

を大幅に上回ったようだ。

マダコが特産の南三陸町

マダコが異常なレベルとも

では、ここ一か月だけで、

一転してのマダコ豊漁ニュ

いえるほどの大漁となって

昨シーズン四カ月分の水揚

ースに三陸沿岸部が活気づ

少し前には秋サケや寒流系

げを超え、十月の漁獲量が

価格面では、大漁にもか

いているようだ。
トンを上回

キロ当た

かわらず高値で推移し、南
月の平均価格は

り、六十年ぶりの大漁とも
石巻市の石巻魚市場も十

三陸、石巻の両市場で、十

の四か月間の

１１５トンで、昨シーズン

いる模様だ。

14

言われている。

63

宮城県生まれ、 64 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

1

木 曜 日
2 0 1 7 年 （ 平 成 2 9 年 ） 11 月 16 日

豊漁のマダコ
り９２２～９３２円。
海外の輸入先や西日本な
どで不漁が続いた影響で、
引き合いが多いためという。

マダコ豊漁の要因
温暖化などで暖流系のマ

響しているのではないかと
説明している。
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そのため漁船は遠くまで

いう。

獲りにいかなければならな

いし、漁獲量が伸び悩むよ

ず、沿岸部で多く死んだと

た時の海水温がサケに適さ

変化はもっと広範囲でしか

話を聞いたことがあるが、

帯魚が暮らしているという

復興の新たな障害

はないか。

も深刻なものと言えるので

みられるという。

同様にイカにも異変が起

去最低と報じられるほど、

きている。歴史的不漁、過

また今年は相次ぐ台風に

代表種のスルメイカが日本

うになった。

よって操業できる日数が少

自然を相手の漁業は、こ

うした変化を受け入れるし

で獲れなくなっているらし

かないが、新たな三陸水産

い。

スルメイカの水揚げ量は

業復興の障害であることは

なかったことも、漁獲量の

８月までほぼ毎月、前年を

減少に拍車をかけている。

サンマの記録的不漁を受け

下回っている。

マダコが記録的な豊漁と

まちがいない。

て岩手県の老舗食品加工会

温暖化の影響か

社が操業を十一月末で休止

することを決め、従業員を

解雇する模様である。

いうことで喜んでばかりは

れだけの「状況証拠」が並

の大きな変化について、こ

漁だからといって即座に切

者からすれば、マダコが豊

を専門にしている漁業従事

サンマ、イカ、秋サケ漁

いられないのだ。

ぶと、温暖化の影響は少な

中国の漁船による公海上で

その原因として、台湾や

で水揚げしたサンマを使え

生の年も実施したが、女川

収獲祭は東日本大震災発

同じく寒流系のサケも記

【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.

三陸沖のみならず、北海

全国有数のサンマ水揚げ

からずあると考えるのが道

道やさらに東の海域の魚類

を誇る宮城県女川町で先月

サンマ収穫祭にも影
響

開催された「おながわ秋刀

総合的にみれば、大打撃で

り替えるわけにもいかず、

あり、しかも一過性ではな

理に合っていると思う。

単に黒潮の流れがたまた

魚収獲祭」では、サンマ不

ま変化したということだけ

寒流系のサンマは不
漁

の市場から生サンマを調達

マダコの豊漁とは反対に、 漁のため、宮古市など全国

では片づけられないと思う。 いことが大きな問題である。
かとの声もあるが、豊漁の

の先取りの影響が指摘され

録的な不漁であり、不漁の

北海道の水産試験場がま

以前から、東京湾内に熱

して何とか開催にこぎ着け

サンマが記録的な不漁に陥

要因について専門家は、海

ていたが、そう単純な問題

っている。

水温の上昇により、茨城や

た。

千葉で産卵していたマダコ

ないのは初めてとのこと。

では最低で、今年九月十日

あまり、北海道標津町にあ

秋サケもイカも不漁
までの水揚げ量は、昨年の

るサケの人工孵化施設で大

とめた予測によると、今秋

量のサケの腹が割かれて、

獲量は、海にサンマがどれ

に北海道周辺に戻ってくる

サ ン マ は 六、七 月 に は、

くらいいて、そのうちどれ

サケは、記録的な不漁だっ

卵が盗まれるニュースまで

くらいが日本近海にやっ

あった。

て来るかに左右されるが、

た昨年を３．８％下回ると

日本のはるか沖合にいて、

２０１０年以降、日本近海

のこと。数年前に放流され

近海には少ない。毎年の漁

り深刻な事態という。

６割に満たなかった。かな

２万トンで１９８０年以降

昨年の年間漁獲量は１１．

ではなさそうだ。
餌のカニが豊富なことも影

うになった可能性があり、

が福島や宮城で卵を産むよ

ダコが北上したのではない

開催も苦しいサンマまつり
からサンマが姿を消したと

高値のイカ

無料

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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吉馴君インドネシア壮行会
5 年分の地酒と海鮮で送る
三陸酒海鮮会有志
2017.10．21 開催
三陸酒海鮮会の若手メン

バーである吉馴君が、この

十月からインドネシアへ海

外赴任することとなり、そ

の壮行会を三陸酒海鮮会有

志で行いました。

五年は帰らないというこ

とでもあり、それでは帰る

までの「体内保存」のため、

五年分の東北地酒と海鮮で

送ろうということになりま

した。そのため、地酒もち

ょっと豪華ラインアップと

なりました。

現地での仕事にあたって

呑兵衛の三陸酒海鮮会有志

は、百名を越える部下を引

っ張っていく役割とのこと

で、先輩諸氏からは厳しい

これからの国際経済では

激励の言葉が贈られました。

アジアが中心となります。

吉馴君、がんばれ！

吉馴君とAKABU

豪華地酒ラインアップの一部

第39回

水産業再興のため
の料理レシピ紹介

《鱈（たら）の
ラビゴット
ソース》
郷土料理愛好家
松本由美子氏

（材料と作り方） （1 〜 2 人分、 ソースは 8 人分）
① タラ 2 切れ（塩、胡椒をして片栗粉をまぶし、油で揚げます）
② 市販のフレンチドレッシング：200cc、かぶ：1 個（中ぐらいのもの）、パプリカ
（赤）
：1/2 個（大きめのもの）、きゅうり：1/2 本、玉ねぎ：1/4 個 、トマト 1 ケ（湯
むき）、茹で卵 1 ケ
☆上記、すべてさいの目切りをします。 他にパセリ：少々 ＊かぶは省いても可
③ 塩：適宜、こしょう：適宜、ガムシロップ、はちみつ、レモン汁それぞれ適宜、
最後に 味を整えます。飾りハーブは、タイムです。
④ 鱈を油で揚げたことにより、コクがあります。酸味のあるソースとよく合います。
見た目も綺麗ですね。敷いてるのはサニーレタス、水菜です。
【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.
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写真でお伝えする

写真撮影 : 尾崎匠

東北の風景 ( 紅葉と祭の彩り）

【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.

れた。旧沢内村は２００５

て、岩手県の旧沢内村を訪

医療を学ぶツアー」と称し

原ビールと旧沢内村の地域

域 の 知 人 友 人 と、「 銀 河 高

七月下旬に、医療介護領

して知られている。そこで、 て高い地域だったが、一連

村は「地域医療の故郷」と

医療関係者の間では旧沢内

体がどこもなし得ていなか

さな村が、当時全国の自治

よそ六千人の豪雪地帯の小

行っていた。当時、人口お

全国的に有名になる事業を

全国でも乳児死亡率が極め

た。それまでの旧沢内村は

ち出し、実現したのである。 児の医療費無料化を実施し

った老人医療費無料化を打

の施策によって１９６２年

６１年には六〇歳以上と乳

の 医 療 費 を 無 料 化 し、 翌

て１９６０年に六五歳以上

先述の通り、全国に先駆け

雄（ ふ か さ わ ま さ お ） は

雄記念館である。故深澤晟

続いて訪れたのは深澤晟

きた村民にとっては重い負

山間で自給自足で生活して

えられていたのである。当

大きな出費を伴うものと捉

の病院へのアクセスは改善

しかし、それだけで住民

ドーザーを調達し、まず除

く、苦心して工事用のブル

はこうした状況を打破すべ

いたそうである。深澤村長

らないこと」を重視し、保

で あ っ た。「 ま ず 病 気 に な

保健婦の予防活動とセット

ろうか。実は、旧沢内村の

続けることができたのであ

は「かまど返し」と言われ、 内村は老人医療費無料化を

しなかった。当時病院受診

健婦が村の全戸訪問活動に

時の医療費自己負担は五割。 老人医療費無料化は、村の

旧沢内村の村長だった人で、 雪を成し遂げた。

１９５７年から６５年まで

担であった。結局、受診し

た。それなのになぜ、旧沢

上回る四六パーセントだっ

化率は全国平均をはるかに

のである。旧沢内村の高齢

賀町になるまで続けられた

無料化は、旧沢内村が西和

旧沢内村では、老人医療費

こ れ に 対 し、「 元 祖 」 の

〇〇〇円の定額負担で受診

一、五 〇 〇 円、 入 院 は 月 五、 の原則の一つとしている。

たが、今でも町民は外来月

で医療費無料化はなくなっ

られること、そして、合併

六千円台の自己負担で受け

いた話では、西和賀町では

いただいたが、その際に聞

長の高橋さんにご案内して

いただいた。ここでも事務

わうち病院内を見学させて

の拠点である町立西和賀さ

現在の西和賀町の保健医療

午後は、旧沢内村、そして

てせい、みんなでせい」の

人ひとりがせい、話し合っ

動 」、「 自 立 」 を 掲 げ、「 一

間ドックは町から助成され、 達で自分達の命を守る「自

四〇から六五歳を対象に人

「三せい運動」を村づくり

したとのことである。自分

で住民との信頼関係を構築

防重視で、「広報」と「広聴」

の取り組みは住民自治と予

た。

テーマでご講義をいただい

を守るための処方箋」との

先生から「高齢社会の医療

旧沢内村が
教えてくれること

年に隣の旧湯田町と合併し
ツアーではビールに加えて

なければいけない患者が受

見聞きした内容を織り交ぜ

本稿では、そのツアーで
その拠点が当時の沢内村国

診できずにいる状況は変わ

力を入れていた。その成果

できるということであり、

ならず、日本のモデルと言

の西和賀町は、岩手県のみ

高齢化率四六パーセント

祉士、栄養士、介護福祉士、

バーでもある。他に社会福

院内薬事委員会のコアメン

一緒に行った訪問管理栄

ているのである。

も色褪せることなく息づい

それによれば、深澤村長

て西和賀町となっている。
児死亡ゼロを達成させた。

地域医療もテーマに加えた。 に全国の市町村で初めて乳

銀河高原ビールと地
域医療の故郷

ビール好きには知られてい

地帯由来の清冽な天然水を

また町民税非課税世帯は入

が産まれるずっと前に、小

があって、旧沢内村の医療

さな村で実践されていたん

らなかった。そこで深澤村

進行中で、病院の枠を超え

ですね」と感想を書いてい

民健康保険沢内病院であっ

て、町全体の専門職による

た。まさにその通りだと思

ながら、旧沢内村における

「チーム西和賀」を目指し

った。今、国が進めている

使った地ビール「銀河高原

は北村先生の解釈では「絆

ているそうである。

地域包括ケアシステムの先

養士の塩野﨑淳子さんが、
足で過ごす町民の割合がか

力」で、西和賀町のこの高

また、院内にある売店と

駆的事例こそ、この旧沢内

「地域包括ケアは、もう私
問指導こそが深澤村長の老

なりを占めることから町民

ーシャル・キャピタルが支

税非課税世帯の割合は高く、 齢社会は行政だけでなくソ

カフェは町内の障害者授産

看護師、保健師など町内の

人医療費無料化に始まる

実質的に医療費無料化は現

施設に運営を委託したそう

村が半世紀以上前からの実

専門職の組織化もそれぞれ

賀さわうち病院となったが、 わりする政策を実施する英

「生命尊重行政」の肝だっ

えている、とのことであっ

である。現在、施設職員と

践なのである。

える。最近よく言われる「ソ

断をしたのである。実施に

たのである。

在も続いていると見ること

北村先生は２０１４年に

た。

利用者が２人一組で切り盛

ーシャル・キャピタル」と

当たり県と当時の厚生省か

もできる、とのことであっ

院長に就任してすぐ、病院

りしていて利用者の就労支

院、外来とも無料であると

引き続き地域唯一の病院と

らは「法律違反である」と

た。

の対外亭な窓口となる医療

援にもつながっている。病

いうことであった。自給自

して、地域の人々の命と健

１９６０年には「地域包

病院ではまた歯科保健に

福祉連携室を立ち上げ、他

費は全国最低水準だった。

康を守る砦となっている。

の警告を受けたが、憲法

括医療実施計画案」が策定

力を入れており、回診には

地域の病院や診療所に出向

保健婦の家庭訪問による訪

一日目に沢内銀河高原で

深澤晟雄記念館では、こ

名の格差は絶対に許せない。 された。保健と医療は一体

条 の 生 存 権 を 挙 げ て、「 人

で行うものとし、医師は病

歯科衛生士、さらに歯科技

長は１９６０年に医療費の

しこたま銀河高原ビールを

のさわうち病院事務長の高

気にならないことにも関与

工士も同行しているという

本人負担分五割を村が肩代

という温泉リゾートホテル
飲んで大いに語らった翌日、

橋光世さんに、深澤晟雄村

本来国民の生命を守るのは

すべきとした。予防活動を

た。沢内病院は２０１４年

があるのだが、ここで飲む
まず足を運んだのは碧祥寺

国の責任であり、国がやら

担う保健婦は病院に常駐し

に移転新築され、町立西和

銀河高原ビールが殊の外美
博物館である。寺院併設の

長と沢内村について説明し

ないなら私がやる。国は後

地域医療の足跡について改

味しいという話を私がした
博物館で、マタギや雪国の

ていただいた。高橋さんに

からついてきますよ」と言

めて辿ってみたい。

こ と か ら、 そ れ じ ゃ 行 っ
生活に関するおびただしい

よれば、深澤村長は旧沢内

ビール」の故郷であること

てみようという話になっ
数の民俗資料が５つの建物

醸造所に隣接して「ホテ

た。しかし、せっかく旧沢

に分かれて収蔵されており、 村の「三悪」（豪雪・病気・

深澤村長の功績

内村に行くのに、地ビール

貧困）の克服を目指した。

その言葉通り、旧沢内村

アシステムの先駆けとも言

式」は、現在の地域包括ケ

目なく実施される「沢内方

た。予防から医療まで切れ

ッフステーションには深澤

るそうである。病棟のスタ

問、通所リハを実施してい

四名いて、外来、入院、訪

リハビリテーション職員は

四〇床の病院でありながら

ョンにも力を入れており、

た。また、リハビリテーシ

のも特筆すべきことであっ

院、地域包括支援センター

３名、開業歯科医３名と病

く、在宅医療を担う開業医

ら れ た。 そ れ を 実 践 す べ

共有」が必要と強調してお

が大事で、さらに「思いの

めには、自ら足を運ぶこと

の見える」関係の構築のた

挨 拶 し た そ う で あ る。「 顔

はすべて受け入れます」と

き、「 西 和 賀 町 の 患 者 さ ん

学び、進化させたい」とお

内村の、深澤村長の医療を

我々の誇りであり希望。沢

組みは今も褪せることなく

成し遂げた深澤村長の取り

児死亡ゼロと医療費削減を

最 後 に 北 村 先 生 は、「 乳

であった。

ことが重要であるとのお話

ュニティー）単位で考える

院単位でなく、地域（コミ

生き続けているのである。

継がれ、今なおその意思は

沢内村の村民に脈々と受け

重」という志はその後も旧

の「人間の尊厳・生命の尊

澤村長は亡くなっても、そ

が沿道で迎えたという。深

ず、２，０００人近い村民

時、猛吹雪の中にも関わら

長の亡骸が村に戻ってきた

でこの世を去った。深澤村

半ば、昭和

は雪に閉ざされていた。そ

当時は除雪などされず、冬

除雪が行き届いているが、

トル近くに及ぶ。今でこそ

超え、最高積雪量も三メー

積積雪量は一二メートルを

れている地域で、年間の累

国の特別豪雪地帯に指定さ

したために、結局無料化は

これによって医療費が膨張

に踏み切った。ところが、

七〇歳以上を対象に無料化

を無料化し、国も７３年に

旧沢内村はその冷涼な気

年に食道がん

に続いて、１９６９年に秋

えた。

も深澤村長の思いが院内に

候で美味しいそばが取れる。 村長の言葉が掲げられ、今
のため、冬は具合が悪くて

って、断行した。

田県と東京都が老人医療費

昼に立ち寄った「農家食堂

っしゃっていた。まさに、
り、患者の一部負担が復活

ばが食べられた。この日の

40

ル森の風 沢内銀河高原」

だけではもったいないと思

大変見応えのある施設であ

旧沢内村を含む西和賀町は

一〇年で終了し、１９８３

息づいていることが窺えた。 職員で月１回ミーティング
も病院に掛かれず、その結

することとなった。

今も生きる「人間の
尊厳・生命の尊重」

年の老人保健法の制定によ

およね」では沢内手打ちそ
果命を落とす高齢者も多く

その後、院長の北村道彦

深澤村長の取り組みは、今

25

しており、門前調剤薬局は

深澤村長は２期目の任期

った。この旧沢内村、地ビ
った。

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

Ｆａｃｅｂｏｏｋ

ールができる三四年も前に

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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旧沢内村の乳児死亡
率ゼロの原動力となっ
た保健婦の家庭訪問
（深澤晟雄資料館）

旧沢内村の 「三悪」
に立ち向かった故深
澤晟雄村長 （深澤晟
雄資料館）

で知られている。

るが、ここ旧沢内村は豪雪
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中央を戦慄せしめん、
北からの物語の事
でも名作に違いはないよう

せう』を寄稿中であったが、 描いた『赤毛のアン』がそれ

の先住民族を全く無視して
が三つ巴となって戦う、歴

隊「第七師団」の反乱分子

りと、帝国陸軍の北海道部

「進化した漫画」なのであ

ろう二十一世紀において

く世界的に議論されるであ

のは往々にして、始めから

というのも、名作というも

か、という想いに捉われる。

う形で『芭蕉の辻で会いま
街の書店にて単行本に出会

そういうものを書こうとし

き続けていたものである。

道とされる前のアイヌ社会

即ち明治政府によって北海

画『ハルコロ』は江戸期、

画は存在した。石坂啓の漫

が登場する小説や漫画、映

でありました」

私たちの先祖の自由の天地

十九歳で夭折した知里幸恵

にこそその真髄がある。

も真っ向から挑んでいる事

「その昔この広い北海道は、 海道の存在意義」について

による有名な序文

金塊を追う一派である

おそらく最大のテーマ、「北

市出身という作者にとって

アイヌ史の視点で見ると、 北海道の札幌近く、北広島

ないか』と提案されて」

から『次は猟師の話を描か

を考えている時に担当さん

で、野田は語っている。

評論家・町山智浩との対談

ネット上で読める、映画

スが多いからだ。

結果が生じる、というケー

と絡み合って思いがけない

て生まれるものではなく、

る。

無論、ほとんど似通う事の

が舞台で、故に迫害される

云わばアイヌによる初めて
「第七師団」の反乱分子は

しかし作品の魅力はそこ

史ロマンに笑いと狩猟料理

ない作品なのだが、私は『

前のアイヌ、破壊される前

の先住民族宣言が為された

日露戦争で払った多大な犠

の楽しみを交えたかつてな

に・・

ゴールデンカムイ』に対し

の民族社会を描き出す事に

『アイヌ神謡集』発刊前で

無論、これまでもアイヌ

って以降、恥ずかしながら

て共通した「地元」への使

成功しているが、他は漫画

あり、まさにアイヌが権利

この担当さんに渡された

常に本作品を意識しつつ書

このかつての大国の分断

いたのだった。

けに限った事なのか。いや、 命感のようなものを感じて

の流れが単にヨーロッパだ

「これが今まで誰も描きき
作品における手塚治虫『シ

牲に対しろくな代償も示さ

のが、何と仙台在住の作家

様々な要因が作家のセンス

十年めのスコットランドへ
世界中の民族が本来あるべ
れなかった、本当の北海道

ュマリ』矢口高雄『マタギ

なかった中央政府に絶望し

だけに留まらない。実際に

赴き、自治の成果を取材し
き国の形を求めつつあるの
の姿である」

を奪われ土地を奪われ言葉

た挙句、金塊を元手に北海

北海道の行政やマスコミが
英国から自治を取り戻して

この記事発表の一年後、ス
を実施したのではなかった

し、スコットランドの視察

ているようだ。

コットランド完全独立を問

るアイヌの人物像はほとん

本人の一人一人が社会的に、 館）戦争を生き延びていた

時代の、北海道を生きる日

ヌを描いてはいない。その

本作は被害者としてのアイ

うのが、なんとあの戊辰（函

一方の脱獄囚の頭目とい

という事がここでも証明さ

北海道が影響し合っている

じたという。やはり東北と

あった事もあり、運命を感

が過去描いた人物と同名で

を追う主人公の名が、自分

に描こうとする作品の中で

た人々の、彼らの姿を真摯

ぬまま逝かねばならなかっ

その陰には何も後世に遺せ

な話ではないが、あれほど

じてきた。もちろん科学的

りで証明されるように、い

と、数々の受賞やベスト入

を繰り返すほどの売れ行き

その成果は、単行本の重版

える責任を負ったのである。

はよほどの運と力が必要で、 文化を認め合う大切さを伝

の巨大な作品が成功するに

ま最も読まれる漫画となっ

にもたらす惨禍、そして異

知らしめる事で、戦争が人

与え、現代に彼らの存在を

い冒険絵巻である―

た件が取り上げられており
であり、それはこの日本も
という、郷土の表現者とし

』にしても、アニメ映画『

を奪われていく民族的苦難

独立運動にも呼応しながら

（本誌第十二号参照）懐か
例外ではないのではないか

カムイの剣』にしても、明

だったという。北海道の狼

・熊谷達也の小説『銀狼王』

最近、随分以前の拙筆に

しいというより何か忘れて
・・北海道は東北に先駆け
ての自負のようなものだ。

治以降の民族受難時代が背

道を占領、新政府を作ろう

よる記事を見返していたら、 更なる独立への道を模索し

はならない事を隅に置いて

『ゴールデンカムイ』が

の真っ只中とも言える時期

どが不幸なものであり、時

という設定の老・土方歳三

れる訳だが、野田は猟師を

再び甦り、自ら語る事への

スペインでのカタルーニャ

ットランドは諦める事なく、

もいうべき存在であるよう

し合ってきた「兄弟国」と

が互いに批判しつつも影響

ンドと隣国アイルランドと

海道関連だが、スコットラ

密に言えば東北ではなく北

そこで今回の題目は、厳

物語は不完全といえば、も

アイヌ民族の存在を忘れた

だろうが、北海道において

きれる人はおそらく少数派

した物語が不完全、と言い

という観点・概念を抜きに

ある。東北において「蝦夷」

た、と言えるだろう。

は無理解に拍車をかけてき

和人の方であり、両者の溝

在にしたのは移住してきた

アイヌを作品に描き難い存

ンや設定が、アイヌ関係者

か、つまりアイヌこそが北

の地に根付いたものである

にアイヌ文化が奥深く、こ

その友愛を描く事で、いか

物語のテーマが「独立」と

る。ここにある日本人一人、 イヌを中心とした北海道独

そして個人的に抱える問題

いうキーワードの中にある

アイヌ一人を主人公に据え、 立を標榜するのだ―

た生きる姿があるだけであ

という事だ。しかも、アイ

ハート』や、未曾有の客船

ド独立を描いた『ブレイブ

私はかつてスコットラン

カムイ』も同様だ。明治期

それは漫画『ゴールデン

人々、そして右傾化してい

ヘイトスピーチに迎合する

否定論を含む少数民族への

えみし

に、北海道の動きもまた、

う少し賛同者が増えるので

では『ゴールデンカムイ』

の北海道には名も知れず消

ここで気づかされるのは、 兵を、主人公に据える。

び

東北にとっては示唆に富ん

はないだろうか。東北にお
はどうだろうか。従来の作

事故を描いた『タイタニッ

え

だ事である場合があると考

ける蝦夷的概念が十二世紀

ヌ対和人という単純な図式

せずにいる東北の私たちに

活路としての決定打を見出
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「前の連載が終わってネタ

いたような焦燥を覚えた。
て地域独立の現実性に着目
かつて誰も描ききれなかっ

である。にもかかわらず、

ろうかと、あらためて思い
ている所以は、何と言って

にはゲームのキャラクター

であり、こちらはこちらで

むしろ敵役に設定し、自ら

参加の決意があったのでは

え、今まさに北海道を最も

鎌倉時代に消滅したとして

海道の本来の住民である事

と目論んでいる。

も先住民族アイヌの存在を

一度は挫折した蝦夷共和の

の、日露戦争を生き延びた

強烈に表現している作品と

品とは何が違うのか。

この人気が、アイヌ民族

して、野田サトルによる漫

も、北海道においては二十

原野に道路を作ってはその

何をもたらすのか。いま中

く国家にどう影響していく

道端に埋められていった囚

えていった無数の人々の存

出演者の力以上に、スコッ

人たち、そしてロシアとの

ク』などの実話を基にした

トランド独立のために死ん

ではなく、北海道という場

央の拠点となり得る可能性

でいった、そして客船とと

が読み進む中で自然に理解

を秘めている事を、ここに

舞台は明治末期、日露戦

ヌ」や「日本の民族問題」

暗示するのである。

のか・・そして何よりも、

をあからさまに描く事なく

同じく独立を標榜しながら、
われ、どこかへ隠されたと

北海道の真の姿を表現する

央を、そして日本を震撼さ

在がある。民族の誇りを奪
その世界観が全道を覆って

伝わる金塊を巡り、その秘

地獄の戦いで散っていった

せる脅威となる芸術が、北

われたアイヌたち、道内の
いたのだから・・しかし実

密の鍵を握るアイヌの少女

もに冷たい海に沈んでいっ

兵士たち・・図らずも、野

から背中を押してくる。

大作映画を観て、これらの
本作品は二〇一四年に週

際には、むしろ北海道を舞

た、名も無い多くの人々の

田サトルは彼らに甦る場を

作品が成功したのは監督や
間ヤングジャンプにて連載

台とした名作と言われるほ

方法である事を、読者は理
私はあらためて、何故い

思いが働いたためと強く感

所そのものが、様々な視点

が始まり、私が読み始めた

と個人的に大金が必要な一

解するのだ。云わば、これ

ま、この作品が出現したの

や立場から、反国家・反中

のが単行本第二巻が出版さ

とんどの作品にはアイヌが

人の帰還兵を主人公に、網

は民族問題がこれまでにな

できるようになっており、

れた翌年になってからの事

登場しない。かのモンゴメ

走監獄からの脱獄囚の集ま

これこそが、「不幸なアイ

である。当時、私は本誌『

リがプリンスエドワード島

とあるアイヌの集落から奪

東北復興』に連載小説とい

イヌの伝統文化が維持され、 争直後の北海道。物語は、

のである。

画『ゴールデンカムイ』に

世紀初頭まで少なくともア

おう う えつげんぞう

イオリン）担当。

奏する。フィドル（ヴァ

属し、あちこち出没し演

ケルト音楽サークルに所

て、仙台に移住。市内の

市 生。 札 幌、 東 京 を 経

一九七〇年山形県鶴岡

奥羽越現像氏紹介

ついて書いてみたい。

出されたのである。
物語の核に置いている事に

としての誤解を生むデザイ

ようにアイヌ一人一人もま

の批判を浴びる事もあった。 とともに生きる中で、同じ

夢をもう一度とばかり、ア

曽祖父をモデルにした帰還

た事で、明らかであろう。

道内のアイヌからの作品への信頼と期待も篤い （昨年の
旅で訪れた彫刻家 ・ 貝澤徹さん宅にて）

ないかと、想像してしまう

た、北海道の表現に成功し

景である。つまり、登場す

たが、実際はその後もスコ

英国残留が決まったのだっ

う国民投票が行われ、結果
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暦の上では立冬となり、

遠野 1000 景より

迎える準備の季節となった。

最高気温が一桁もめずらし

くなくなり、十一月中旬だ

というのに雪予報まで出て

いる状況である。
つい先ごろまでにぎやか

だった秋まつりも終わり、

紅葉もピークを過ぎて、い

よいよ白黒の二色の世界が

やってくる。
そんな季節ではあるが、

今回は、名残惜しい鮮やか

な野草の花、紅葉の名残、

神楽のひとこま、石塔など
＊

の写真を拝借して提供する。
雨中の石塔群は遠野なら

ではの光景。羽衣の垣間見

える色気にも惹かれる。
マユミの鮮やかな桃色が
魅力的。山の神は、石塔と
鳥居と力強い松の構成がと
てもいい。自然の木の鳥居
の赤が異次元空間に誘う。
大木の見上げる紅葉は豪
快。マムシグサは周囲に毒
気を放つ。乳神様はあまり
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「遠野の立冬」

にも衝撃的な造形に驚く。

羽衣
雨中の石塔群

シリーズ 遠野の自然

遠野の気候もすっかり冬を
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鳥居

マユミ

山の神

マムシグサ

乳神様

紅葉

以前から何度か交流のあ
る「ほやほや学会」のイベ
ン ト が 十 月 三 十 日 に、 東
京・中野駅近くの魚谷屋で
「ほやほや学会」という

開催されたので参加した。
ネーミングが非常に面白い
この集団は、その名の通り、
ホヤの普及を目指して、三
陸と東京を主としつつ、全
国的にもホヤイベントを展
開中であり、つい先ごろ聞
いたところでは、関西でも
イベントを開催するという

ビッグサイトで行われた

田 上 氏 と は、 八 月 に 東 京

「ほやほや学会」会長の

どんなイベントになるのか

まずは、初参加なので、

＊

縁がある。

止まらないというほどの

であり、ホヤを語らせたら

は、ホヤ大好き人間ばかり

イベントに集まった面々

「ホヤ大使」となって、ホ

できた。こうした人たちが

また、東北地酒は、小さ
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ことである。
関西以西はホヤの空白地
帯であり、そこでホヤ普及

会場となった魚谷屋さん

「外食ビジネスウィ―ク

最初に提示された「

とても興味があった。

に拍車がかかれば、ホヤの

も、三陸水産業復興におい

２０１７」でお会いしたの

料理も記載されているし、

＊

ては大いに貢献されている

が最初であり、その後もホ

欲しいと思う。

ホヤの普及については当
お店であり、特に宮城県産

面々ばかりで、ホヤのウン

いうことである。

新聞も大いに応援している
の海鮮と地酒が売り物であ

のホヤを食べる会のメニュ

国内消費は一挙に伸びるこ

ので、この「学会」も陰な

ヤ普及についてもいろいろ

チクをたくさん聞くことが

とはまちがいない。

がら応援したいと思ってい

り、宮城県出身者には知る

ー」では、さまざまなホヤ
筆者が大好きな東北地酒が

ヤの全国普及に活躍して欲

月

たところに、このイベント

人ぞ知るというお店である。 ご相談させていただいたご

たくさん並んでいて、イベ

単にホヤを食べるだけで

なカラスのおちょこに一杯

＊

しいものだ。

なく、ホヤについてのミニ

分だけ注いでくれたが、当
然ながら筆者はそれで満足
するわけがなく、何度もお
最後に、ハローウインの

代わりしてしまった。

カボチャに見立てた小さな

季節でもあり、ホヤの殻を
ホヤ料理はさまざまなも

りが面白かった。

なオブジェの細やかな心配

ーションの開発に邁進して

今後も、ホヤ料理バリエ

験のものが多かった。

のが出てきて、筆者も初体

なった。

めてであり、貴重な体験と

物のホヤと対面したのは初

特に、ホヤの子供、一年

になった。

勉強会もあり、とてもため

どであった。

ント開始が待ちきれないほ

10

石巻地酒 日高見

ホヤとレンコンのアラビアータ添え / アイナ
メ一夜干し

ハローウインホヤ

ホヤ食べ比べ

開催を聞きつけ参加したと

参加者、 全員集合

ホヤ 1 年生
10 月のホヤを食べる会メニュー

第 66 号 http://tohoku-fukko.jp/
2017 年 （平成 29 年） 11 月 16 日 （木曜日）

ほやほや学会イベント
ホヤ大好き、ホヤファン大集合
10/30 於：中野・魚谷屋

2017 年 （平成 29 年） 11 月 16 日 （木曜日）

第 66 号 http://tohoku-fukko.jp/

ホヤの旬は七月、八月と

いわれてきましたが、最近

では冷凍技術の進歩により、

秋でも冬でも食べられます。

そこで、いつでも新鮮な

ホヤを食べられるお店をこ

こでご紹介いたします。

まずは宮城県。仙台駅前

の【まぼ屋】は、国内唯一

塩釜市に開店したての

のホヤ料理専門店です。

【ほやほや屋】は「ほやし

東京・中野の【魚谷屋】

ゃぶしゃぶ」のお店です。

は宮城産の海鮮で有名です。

東京・日本橋の【富和利】

には「ほやの天ぷら」があ

ります。

秋も冬もホヤが食べられるお店

ホヤは 7 － 8 月だけの海鮮ではない
ホヤは冷凍しても味は変わらない

【まぼ屋】
宮城
仙台駅前
ホヤ料理の
みの本格専
門店

東北地酒飲み
放題もあり
おすすめーほや飯セット 【まぼ屋】

ほや尽くし料理メニュー 【まぼ屋】

【ほやほや屋】

宮城
塩釜市

ほやしゃぶ店
11 月はじめに
開店ほやほや
ほやチーズ春巻 【ほやほや屋】

ほやしゃぶしゃぶ 【ほやほや屋】

【魚谷屋】
東京
中野駅
宮城産の新
鮮なホヤあ
り
東北地酒も
豊富
宮城の海鮮 【魚谷屋】

ほや刺身 【魚谷屋】

【冨和利】
東京
日本橋
ホヤ天ぷら
は珍しい
宮城地酒
豊富
ホヤ天ぷら 【冨和利】
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新鮮なほや 【冨和利】

