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『涌谷7000年の歴史』 涌谷で上映
（3/24）
一日上映にもかかわらず来場300名を越える
５/６には三鷹で東京上映会実施予定
豊】
【砂越
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つの歴

宮城県北部にある涌谷町

の合計三回の上映でした。

午前の部、午後の部二回

の七千年の歴史を

いと思った次第です。

＊
また、さらにありがたい

出し、東大寺の廬舎那仏の

時代に日本で最初に金を産

この涌谷町は、奈良天平
ことに、たくさんの方から

鍍金用に用いられたことで

ざいました。

す。まことにありがとうご

作でしたが、おかげさまで、 感謝申し上げたいと思いま
一日限定上映にもかかわら
ず、 御 来 場 者 数

開催者としての感想とし

「よかったよ」と声をかけ

知られているまちですが、

名を
300

てはふさわしくないかもし

ていただきました。

超えました。

れませんが、涌谷町民、並

まちの古い歴史で知ってい

びに涌谷出身者、関係者の

映画製作も初めて、映画

中学生以下無料として、

ることといえば、金だけと

史遺産（下記の映画パンフ

上映も初めてで、上映機材

いうまちでした。
映画監督である筆者の第一

には、この紙面を通して、

ご来場いただいた皆さま

ないかということばかり気

で映像がストップしたりし

できたことはとても良かっ

だけでないことをお知らせ

しかし、この映画でそれ

また、日本初の金が出た

にしておりましたので、そ

ことだけを中心にした金産

たと思います。

方々の関心の高さには非常
たが、ほぼ全員といってよ

がうまく作動するか、途中

中学生の来場を期待しまし

画『涌谷

いほど、大人ばかりでした。 に驚きました。

年の歴史』
7000

公民館で無事上映すること
ができました。

とはいえ、六五歳の新人

を、三月二十四日、涌谷町

レット参照）で表現した映

会場はほぼ満席

うしたお声をかけていただ
き、まさに不意打ちの喜び

じた次第です。そしてまち

のドラマが伝わるように構

ていく過程の緊迫した古代

古代東北が朝廷に侵攻され

金の産出をきっかけに、

した。

出礼賛映画にはしませんで

が湧いてまいりました。
同時に、地方のさびれ行
くまちの歴史掘り起こしは

に誇りが持てることはまち

成しました。

必要なのだとあらためて感

の活性化には不可欠だとあ

製作途中では、そのスト

らためて思いました。やっ
てよかった。これからもこ

ーリーがまちの人々に受け

＜＜東北魂＞＞を鼓舞する
電子新聞

実は伝えなければならない

でしたが、やはり歴史の真

入れられるのか非常に不安

思います。

な対応が焼きつけられたと

って、朝廷に貢献した複雑

ある意味で朝廷の手先とな

よらない展開となってしま

たく考えておらず、思いも

映画の企画段階ではまっ

と覚悟を決め、知られざる

歴史の一面を真正面から提

示することにしました。

また、古代、この涌谷町

＊

また、この映画は、町の

いました。

ず、さらには、かつて『海

教育委員会の全面的な協力

近隣はエミシが多数暮らす

道蝦夷の反乱』というエミ

をいただきながら完成しま

場所であったにもかかわら

シの蜂起があって後に出来

また地元の高校生やたく

た、反乱エミシの町であり、 した。

さんの町民が出演する、ま

その後涌谷町は進んで朝廷

ちぐるみで作り上げた映画

箟峯寺の貫主さんにも、

でした。

に協力したということも提

そのため、映画視聴後は

示しました。

ずっしりとした歴史の重み、
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『涌谷7000 年の歴史』DVD
の路線を継続してまいりた

『映画パンフレット

5

宮城県生まれ、65 歳、経営
コンサルタント、趣味は縄
文研究、今年 1 月に『東北先
史時代学』を提唱、東北から
日本を変えることを標榜。
また縄文遺跡保存活動とし
て郷里の涌谷町の『長根貝
塚保存活動』開始。映像プ
ロデュース事業にも進出。

火 曜 日

， ＴＯＨＯＫＵ！
2 0 1 9 年 （ 平 成 3 1 年 ） 4 月 16 日

Ｒｉｓｉｎｇ
〒 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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宮城県北部の小さな城下町の涌谷町には実に7000年の歴史がありま
す。その歴史を掘り起こした映画『涌谷7000年の歴史』
を、ゴールデン
ウイークの最終日の5/6（月）に三鷹産業プラザで上映します。午前一
回、午後二回の合計三回上映します。入場料はワンコイン、税込500円
です。65歳の新人映画監督の砂越が企画し製作した初めての映画とな
ります。過疎化が進行する地方の小さな町の活性化に少しでも役に立
ちたいと思い、映画製作はまったくの未経験でしたが、挑戦しました。
また、涌谷町のたくさんの方々にご出演いただき、またご協力いただき
ながらようやく出来上がった映画です。すでに宮城県涌谷町では3月
24日に上映済みです。たった1日の上映でしたが、予想外の300名超の
方々のご来場をいただきました。詳細は下記要領をご参照ください。た
くさんの方々のご来場をお待ちしております。
記
日程：2019 年 5 月 6 日（月） 一回目 10：20 ～ 12：00
二回目 13：10 ～ 14：50
三回目 15：00 ～ 16：40
場所：東京三鷹市 三鷹産業プラザ７F 701 号室 定員等 各回 60 名

ご冥福をお祈りします
涌谷公民館での映画上映の際に来賓のごあいさつをいただいた涌谷町
長さんが亡くなるというニュースが4月初めに飛び込んできました。あ
まりの突然の事態に驚き、悲しみ、事態をどのように受け止めてよいか
戸惑うばかりでしたが、ご冥福をお祈りいたします。
今年１月には、人口減少や少子高齢化に伴って将来的に財政破綻の懸念
があるとして、
「財政非常事態宣言」を出したばかりでした。地方のまち
の財政的窮状はまさに待ったなしの状況に至っていることをあらため
て思い知らされました。
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亘理家の十八代当主にもご

出演いただきました。

各シーンで特筆すべきこ

との第一は、縄文遺跡であ

る「長根貝塚」のシーンで

の未公表の発掘物を多数

なかなか目にできない発

「出演」させたことです。

掘物群でした。

また、追戸横穴古墳のシ

ーンでは、許可を得て、古

墳内部の撮影からシーンが

展開するという構成としま

した。

古代の涌谷のたたら製鉄

について触れたことも意義

あることと思っています。

そんなことで、涌谷町民

にも知られざる歴史を公に

できたのではないかと思っ

ています。
＊

上映後、宮城県涌谷町出

身者で東京圏在住の方々の

会の方から、映画は、東京

でいつ上映するのかとご質

問が寄せられました。

ほかにも東京での上映を

楽しみにしておられる方々

がおられました。

そんなに上映が期待され

るとは思っておりませんで

したが、とてもうれしいこ

とであり、早速会場探しを

しました。

東京上映は五月六日、三

鷹市にある三鷹産業プラザ

で上映予定です。ゴールデ

ンウィークの最終日です。

ま た、 ノ ー カ ッ ト 版 の

も、 上 映 後 に 数 多 く
DVD

注文が寄せられていて、あ

りがたいかぎりです。

『涌谷7000年の歴史』 東京上映会のお知らせ
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第56回
水産業再興のための
料理レシピ紹介

《カレイの煮付け》
日常でもなじみの
魚のカレイです。
卵もたくさん！
みなさん、気軽に
挑戦しましょう！

郷土料理愛好家
松本由美子氏

『材料』 カレイ 2 切れ、みりん 大 3 、砂糖 大 3、醤油 大 3、料理酒 大 3、生姜

少々、
ネギ少々、水 100 ㏄
『作り方』 ⑴ カレイに切れ目を入れ、火の通りをよくします。 ⑵水に調味料を
合わせ、ひと煮たちしてから、生姜のスライスとカレイを入れます。 ⑶ 強火で
煮たったら、アルミホイールで落とし蓋をし、中火で煮ます。 ⑷ 後半、煮汁を切
り身に軽く掛け回し、火を止め 10 分程、味を含ませます。⑸ネギなどを煮含め、
添えます。

ー第 38 回 三陸酒海鮮会ー
今回は東日本大震災から 8 年という節目ということもあり、絵本セラピストとしても活躍して
いる早川さんの絵本読み聞かせも実施しました。岩手県大槌町が舞台の「かぜのでんわ」という
絵本でした。電話線がつながっていない電話ですが亡くなった人と話せる電話なのです。動物
たちが登場する絵本ですが、たくさんの犠牲者の方々を思い起こさせる話です。
こうした形で東日本大震災の犠牲者の方々を追悼することもいいなと思います。続けていきた
いですね。読み聞かせのときは静まりかえっていましたが、いつものように三陸海鮮と東北地
酒で盛り上がり、二次会直行でした。次回は 6 月 1 日です。

東北地酒ラインアップ

読み聞かせ・・・
「かぜのでんわ」
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写真でお伝えする

東北の風景

春の鹿
写真撮影 尾崎匠
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を呼び、最後に全ての謎が解

一ジャンルがある。謎が謎

ミステリーという小説の

分からないものだが、活字嫌

本当に世の中何が起こるか

社に勤務しているのだから、

な活字嫌いだった私が出版

ムズシリーズだった。そん

ドイルのシャーロックホー

んど唯一の活字がコナン・

掛けて、まともに読んだほと

いに感心して、二人をすぐに

いがなかったので、頼朝は大

漏らした以外には全く間違

出した。余目一か所を書き

ており、書き出して頼朝に提

かにその内容を全て記憶し

しく尋ねたところ、二人は確

でその兄弟を呼び出して詳

知っていると答えた。そこ

とその弟の橘藤五実昌なら

ころ、その古老は豊前介実俊

る者がいないかと尋ねたと

土地の古老に誰か知ってい

リー小説」
。

理していく、傑作歴史ミステ

まな “ 容疑者 ” を調べ、推

慶、藤原一族。実俊がさまざ

女性）
。泰衡、頼朝の刺客、弁

葛丸（男装しているが、実は

して諫めているのが従者の

な性格である。それを苦心

強気の姿勢を崩さない豪放

る、
“ 頭脳の人 ”清原実俊が

え、真相はなかなか見えてこ

害する動機があるように見

イ）…。その誰にも義経を殺

従、頼朝が放った細作（スパ

坊の一行、弁慶ら残された郎

姿を消した義経の郎従常陸

衡、弟の忠衡、祖父藤原基成、

数多い。御館泰衡、その兄国

俊だが、たとえ泰衡相手でも、 その理由は何か。「容疑者」も

挑む。中級の文官である実

ない。

る。特に、初対面の相手に対

理）の達人として描かれてい

は景迹（きょうじゃく＝推

作中では、主人公清原実俊

味深い。

思いも語らせているのも興

だけでなく、奥州人としての

とすれば、誰が殺害したのか、 夷を母に持つ国衡には、それ

害されたのか。殺害された

して、実俊は「プロファイリ

ころも実に面白い。また、蝦

き明かされるというスタイ
いの唯一の除外がミステリ
家来として仕えさせた。

平谷美樹「義経暗殺」
が面白い

ルである。このスタイルを
ーだったという私から見て
な陸奥出羽両国を管理する

実在の人物としても、広大

って読まずにはいられない

がある人にとっては、手に取

奥州藤原氏や源義経に興味

が平泉に逃れて半年後に突

ある。そしてまた話は義経

テリーの王道を行く展開で

己の感情よりも、まず国の利

「国のためなら己を滅する。

してはこうである。

ング」を行う。御館泰衡に対

東北人としての叫び

貫徹するために、その舞台は
も、この
「義経暗殺」
は実によ

義経の死を題材にし
たミステリー

作者によって隅から隅まで
くできていると思った。

謎が謎を呼ぶまさにミス

作り込まれる。当然、その舞

主人公の復讐心の結果だっ

配していた陸奥出羽両国の

した頼朝は、奥州藤原氏が支

以下の通りである。

清衡実俊に真相究明を命じ

況に不審な点があると考え、

の御館泰衡は、その現場の状

である。奥州藤原氏四代目

小説の中でも起こる。そし

けられない現実として、この

亡
（文治五年奥州合戦）
も、避

奥州侵攻と奥州藤原氏の滅

の合戦
（衣川の合戦）
、頼朝の

慶を始めとする義経郎従と

もちろん、奥州藤原氏と弁

の方が汝より賢しい」

来たか。うむ。確かにおれ

ているゆえ、おれに相談しに

っているが、その限界も知っ

する。己が賢しいことを知

相手の真意を読みとろうと

ったことを理由に、源二位が

「平泉藤原家が源九郎を匿

する。

国の未来についてこう予測

作中で実俊は陸奥出羽両

れる。

ならぬシンパシーが感じら

て、奥州藤原氏を滅ぼし、奥

同じ東北に住む一人とし

岩手県久慈市の出身である。

のだろう。作者の平谷氏は

作者そのものの叫びだった

その「灯り」が何だったの

氏を潰しにかかるは必定―

いる義経を口実に、奥州藤原

った源頼朝が、追討令が出て

であった。新たに派遣を握

として、その主人公の叫びは、 きた源義経はまるで疫病神

かは本書を読んでいただく

―。対応を巡って意見が対

州平泉にとって、落ちのびて

「百年の平和と映画を誇る奥

歴史ミステリーの形を取り

あったものについて、作者は

てまた秀逸なのは、その裏に

物も極めて魅力的に描かれ

く怒る。しかし、その登場人

れ以外の登場人物は例外な

景迹の通り笑って聞くが、そ

泰衡はその言葉を実俊の

国よとさげすまれ、常に搾

った出羽、陸奥国は、俘囚の

原家は滅びる。庇護者を失

攻めてくる。そして、平泉藤

なからぬ人が恐らく、多か

ある。他にも東北に住む少

対するモヤモヤした感情は

羽を我がものとした頼朝に

平泉の天才文官・清原実俊

っての自害に見えるが……。

死んだ。あたかも妻子を伴

立する中、突如として義経は

日の３日前という設定

姿を消した義経の郎従常

ながら、敗者の心中をしっか
の物語は通説を覆し、義経が

の定説である――しかし、こ

討ち取ったというのが歴史

原氏・泰衡が衣川で義経を

寺を拝みに出でけるが、その

も、今朝より近きあたりの山

めとして残り十一人の者ど

のエピソードも「常陸坊を初

陸坊ら

する温かい目線や、泰衡が決

清原実俊の御館泰衡に対

り語らせていることである。

（これまた義経記に登場して

国衡、忠衡、家臣の長崎太郎

れは変わらぬであろう。平

年、二百年、千年たってもそ

ている。御館泰衡はもちろん、 取されるばかりとなる。百

本書でも、奥州藤原氏の滅亡

ているのではないかと思う。

れ少なかれ同じ思いを持っ

翻弄される者たちの熱誠が

相解明に乗り出す。運命に

が、従者の葛丸らとともに真

出版社による紹介記事は

人の郎従の謎。こ

妻子とともに自害したとこ

この文章にそそられた人

リーの傑作がここに誕生！」

胸を打ち、恐るべき真実が結

そして、その張本人である頼

る。ただただ米を、馬を牛を、 いることにも共感が持てる。

泉は、出羽、陸奥国は、衰退し、 を目の当たりにした主人公

都へ送るために存在する国

いる）
、そして最初は主人公
原家と結んだ方が美味い汁

して凡愚な君主としては語

を吸えると思った狡っ辛い

まま帰らずして失せにけり」

も直さず作者の泰衡に対す

にはぜひ、ご一読をお勧めし

ろから始まる。ただ、自害

る目線が表れている。家督

朝の最期（それも記録に残っ

たい。

末に待ち受ける、歴史ミステ
死んだ義経も妻子も旅衣

となり、住む者たちは奴婢と

ている内容だ）が、そうした

にそうした思いを持たせて
装だった。彼らはいったい

男」とけちょんけちょんに酷

同様に扱われるのだ」
。

いずれ鎌倉に劣る田舎とな
の心理面などを洞察すれば

を継げなかった長男国衡に

評された藤原基成さえも、最

に「帝に仕えるよりも平泉藤
不自然なことも多い……こ

どこに向かおうとしたのか。

その思いを語らせていると

られていない様子には、取り

の謎に『吾妻鏡』に驚異の博

自害なのか、自害を装って殺

と、「義経記」
に出ている。

覧強記としてその名が上が
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ミステリーが好きで、かつ

台は現実世界とは異なる架

そして、
「考えなければな

益になるかどうかを考えて、

終場面では主人公清原実俊

然亡くなった先代の秀衡の

あるべき御館の姿を演じて

紹介文である。

死の真相にも迫る。そして

文書の内容を全てそらんじ
ていた博覧強記の人物とし

その翌年２月に秀衡の六男

がらも偉ぶることをせず、腹

これに対して、頼朝、梶原

録されている事件をしっか
台帳や土地・年貢を書き出

本 書 の 裏 表 紙 の 記 載 は、

りと織り交ぜながら、それで

した田文を取り寄せようと 「 1189
年、
兄頼朝に追い詰め

年の旧暦閏４
1189

いて無類のミステリーに仕

られ、平泉に逃げ込んだ義経。 る。

る。

上げられているのである。

したが、それらが平泉館と一

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

30

とするには現場の状況、義経

12

私は実はとにかく活字嫌

頼朝の圧力を受けて、奥州藤

いだったが、中学から大学に

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」

h t t p : / / b l o g . l i v e d o o r. j p /
anagma5/

Ｆａｃｅｂｏｏｋ

緒に焼失してしまっていた。

りが必要だ」
と強調する。

たのではと想像させる記述
頼衡が殺されたその訳とは。

の立つ態度をとるおれのよ

景時の描かれ方と言ったら

博覧強記の実在の人
物が主人公

史実通りに事態が展開して

うな者の言葉も辛抱強く聞

になっているところも、東北
いく中に、謎を盛り込んでい

き、目まぐるしく頭を回して、 …。作者の平泉に対する並々

らぬのは、これから先、当来

物語は、義経が妻子を殺害

く作者の構成力は実にお見

（未来）
のことだ」
、
「出羽、陸

だが、本書ではこの豊前介実

し自害した姿で見つかると

事というほかない。

に対して温かいまなざしを

俊こと清原実俊が探偵役に

いうところから始まる。史

向け、的確なアドバイスを送

主人公の設定も秀逸であ
抜擢されている。ちなみに、

実でもそう伝えられるが、小

いる」
、「度量が大きく何事に

る。本書で「謎解き探偵」の
小説の中では、兄実俊は頭脳

説の中では、それが起きたと

も動じない。威厳がありな

台は実際の歴史とは異なる
役を担うのは、これまた実
明晰だが剣の腕前はからっ

される

謎が謎を呼ぶ歴史ミ
ステリー

架空のもの、であることがほ
在の人物である。その名も

きし、弟の実昌はそうした兄

月

て記録に残されているわけ

とんどであった。
清原実俊。鎌倉幕府の公文

の弱点を補うかのような剣

人としては溜飲が下がる思

ところが、最近読んだ平谷
書である
「吾妻鏡」
に、次のよ

術の達人として描かれてい

奥の民がこれから歩まなけ

美樹（ひらやよしき）の「義経
うなエピソードとともに登

る人物として描かれる。

暗殺」
。文庫書下ろしだとい
場する。奥州藤原氏を滅ぼ

いもした。

うこの小説には唸らされた。

ればならぬ修羅の道には、灯

歴史上実際に起こったと記

のであったとしても、その舞

舞台が歴史上の一時代のも

空のもの。だから、仮にその
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新年の始まりから少し経
居るのか・・不思議に思い

のである。何故ここに鶏が

撮ったりして賑わっていた

け出して橋を目指し飛んで

から、ある夜に鶏だけが抜

されていた見事な鶏の絵馬

た町の人々は、その頃奉納

前兆かと大崎八幡宮を訪れ

う事があった。何か不吉な

いては飛び去っていくとい

の鶏がとまって高らかに鳴

橋の欄干に、夜な夜な金色

思議な存在である。しかし

ど知られていないという不

れでいてその正体はほとん

っそりと信仰してきた、そ

もなく、各地の地元民がひ

アに注目されず、関連書籍

り神社」はほぼ全くメディ

有 名 に な っ た が、「 に わ た

説で題材にしている事でも

り、もとは何らかの共通し

的に後付けされた存在であ

脈絡がない祭神名は、基本

推測できる事は、多彩で

極めて異例な神社である。

バラに異なっているという

けでなく、祭神までがバラ

名でいながら異字であるだ

以上でわかるとおり、同

という金鶏は発掘されず、

が、実は後年秀衡が埋めた

平泉との関わりも深いのだ

吉次の父と言われる人物で、 北の黄金文化あってこそと

説が知られている。

に金の鶏を埋めたという伝

富を得た「炭焼藤太」が山

金成の畑地区にて、砂金で

を知らせる事に呼応して、

鶏であり、これが天上で暁

上に住むとされる想像上の

そもそも「金鶏」とは天

いう事だったかも知れない。

続けている人々の存在が確

アイヌ語か何かで別の意味

しかし、まだまだ腑に落

その後未曾有の大雨から洪

その反面、伝説と思われ

を持つ名詞ではないのか。

『鶏と東北の不可思議な
関係の事』
った小正月、私は今年も大
ながら場を後にしたが、そ

た信仰対象であった可能性

地上の鶏が鳴く、とされた。

崎八幡宮の「どんと祭」を
の後参拝に訪れる度に彼ら
インターネット上では各地

炭焼藤太は源義経の奥州

訪れていた。全国的にも知
いくのを目撃。これはいか

つまり鶏信仰は、古代東

られるという当社における
に出喰わす事になった。

入りで手引きをした金売り

どんと祭の魅力は、役目を
神社に鳥というと、半ば

れないながら、岩手県から

た炭焼藤太の金鶏は現実に

そういえば、アラハバキ

ちない。そもそも、「にわ

当然ながら神域の境界を示
認できる。それら様々な識

千葉県までの広範囲に分布

発掘され、しかも藤太伝説

金鶏山は経文が埋められた

終えた多くの正月飾りを焚
水が起きて死者も出た事か
見の中から、興味深い点を

（特に福島県内に集中）す

宮城県多賀城市では『仁

る事から、蝦夷関連（それ

は宮城だけでなく全国各地

神社は境内の主神の座を奪

ものがある。にわたり神社

経塚であった事が判明した。 たり」とは鶏の事ではなく、

き上げる大きな火の山の暖
す門「鳥居」を想起する。
ら、人々は鶏が災害を警告
摘み上げてみよう。

また、明治維新後の廃仏

身だったのだと知り、深く

われ、末社などに祀られる

青森・秋田両県には見ら

に当たる悦びの他に、境内
鳥居については、その起
する為出現した八幡神の化

が高いという事。

にずらりと並んだ珍しい出
源として天照大神を天岩戸

にあって、隣県山形の寒河

から誘い出す為に鳴かせた

＊

宮に嵌まりそうではないか。 別名・旧名として記憶され

途轍もないミステリーの迷

家の認める神話上の神にす

である。

かりのようにも思えるの

＊

私が現在の「地元の神」

るように思われるのである。 と し て 愛 着 を 深 め る 大 崎

とするのだろうか。伊達政
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んと金網で絵馬を封じたが、 で強い関心を示し、研究を

店群が醸し出す幻惑的な雰

も朝廷に対応した経験のあ

の謎は調べれば調べるほ

囲気、また暗い寒空の下精

和多利神社』と書く。祭神

毀釈により各地に散在する

反省したのだという。

例が多いが、にわたりの場

鶏の止まり木とする説が知

江市でも金鶏が発掘された

一杯楽しむ大勢の参拝者た

る地域）の土着信仰が関係

「仁和多利大権現」といい、 違う形でその正体を隠し、

り替えられた。これらの歴

すくね

このような不思議な話が

は武内宿祢命。

られ、現在も伊勢神宮や石

ど深まるばかりであり、そ

ちの姿に見る、北国の気概

「雑多な」神社の統廃合が

実際にあったのか？そうで
裏に何らかの意味が隠され

史的要素から、にわたり神

社の謎もある程度解けてく

八幡宮、その境内に住む鶏

ている。つまり、祭神のみ
さらに、この炭焼藤太と

はない、という事なのか。

たちは何を語りかけよう

ならず神社名すらも重要で
いう名は、俵藤太と呼ばれ

実は、現存する国内の神

つまり、各地の「にわた

土着信仰を守った神社であ

たと伝わる藤原秀郷がモデ

り神社」の祭神が一定でな

る、という事だろうか。
山形県村山市では『荷渡
東北で鶏といえば、もう

社は大きく「氏神型信仰」

祭神をイザナギ・イザナミ

して知られるのは鳩で、特

耿介は「神の降臨を仰ぐ場

神社』と書く。祭神は猿田

と「勧請型信仰」に分ける

の夫婦神とする。

数羽の鶏（矮鶏）が幟や枝
に、鳥居の扁額に彫られた

所は元々何らかの聖域であ

ルではないかという説があ

塩竃神社の元宮司・押木

にとまっているのを、参拝
「八幡宮」の「八」の字が

る。言わずと知れた、平泉

ているのだろうか？

客たちが珍しがって写真に

かつての奥羽の都・平泉

また、日本地名研究会の

一つ思い当たる事がある。

幡社は多いと言われる。他

くバラバラなのは国家によ

らかの約束が交わされた

事ができる。氏神型は古来

可能性を、その伝説や境内

藤原氏や信夫佐藤氏の祖で

だけ祭神名にこだわらない

に遊ぶ鶏たちの姿に見る

において、無量光院の背後

側面は、この神社が古来の

のである。

三文字孝司は主張する。

を祀る型である。もともと

「氏神型信仰」を維持して

明治政府による地方独

にも八幡宮といえば
「戌亥」

神社とは個人的な祈願をす

きた事を示している。しか

自 の 神 社 へ の 破 壊 行 為 は、

宗による創建時、臨機応変
奥の黄金に関わっていたと

る場所ではなく、五穀豊穣

し尚も残る謎は、国家に対

地方のコミュニティと自

たるニワタリの神との、何

奥州藤原氏三代・秀衡が

いう事だろうか？

などの為の共同体祭祀の場

する方便として祭神を据え

立性を崩壊させ、現代にも

る押し付け、あるいは神社
山を人工的に築き上げ、平

金成の畑という地名は渡

ながらも、神社名そのもの

続く中央への依存体質と

側の方便であり、逆にそれ
泉の守護を祈願し雌雄一対

来氏族である秦氏に関係す

で、祭神の名や霊験・ご利

は当て字を異にしながら、

「地域の衰退」の遠因とも

の伝統形式で、血縁や地縁

の金製の鶏を埋めたと伝わ

る可能性があるが、実は秀

益などはあまり視野になか

「にわたり」を守り続け

なってきた。ならば今こそ

による組織で氏神・地主神
羽の白い雀と伝わる。同県

る。これは藤原氏による仏

郷も秦氏の娘を妻にしてい

個人的祈願やご利益は個

ったとも言われている。

てきた、その一点である。

もあるが、まさか平泉より

いわき市では鬼渡神社。祭

国土としての平泉の重要な

る。秦氏といえば、炭焼藤

人救済を唱える仏教の影響

そこには、祭神・霊験にこ

五代も前の秀郷から既に陸

神は大和多津見命ほか。

装置と解釈されるが、実は

太の子・金売り吉次の京都

とされ、またそうした霊験

に聳えたという金鶏山。

山形・宮城・福島そして

この「金鶏を埋める」とい

での屋敷があった「首途八

を持つ大社の分霊を行い、

福島県相馬郡では『二羽

栃木・茨城を中心として北

う行為は特殊なものではな

幡宮」は西陣地区にあり、

渡神社』と書く。祭神は、

突如登場してきた、聞き

限は岩手県閉夷郡（二渡神

く、長野、岐阜、奈良、三

秦氏が伝えた西陣織で知ら

「大崎八幡宮は、以前はニ

慣れない神の名前。実は、

社）、南限は千葉県八日市

重ほか全国にある金鶏伝説

ニワタリの復権が、東北復

ワタリ神の神域だったに違

どうも一般とは違うような

宮城のみならず周囲の東北

（根渡神社）に至るまで実

に見られる。山や塚に埋め

だわらない縄文信仰を基に

年生まれの守護神とされる

のである。本稿では一見あ

・北関東各県に広く分布す

に百社以上の同名異字の社

全国に同名・同系統の神社

興の鍵とならぬとも限る

事が多く、様々な動物との

まりにも有名な大社に秘め

る、その名も『にわたり神

が存在する。大体共通して

れた地である・・等々と考

しながら、何か蝦夷的土着

「二羽渡権現」という二

られた謎に焦点を当て、東

東北や関東で謎の神社と

反骨の記憶に迫ってみたい。 社』という、謎めいた社の

北の神社が持つ知られざる

いえばアラハバキ神社が思

子供の無病息災が祈願され、 られた金鶏が元旦などに地

を広めていったのが現在主

いない」と。

実は大崎八幡宮の鎮座す

中から鳴くというものだが、 えていたらますますわから

当社の場合、鶏との所縁は

る丘陵下の広瀬川沿いには

い浮かぶ。偽書とされてい

また蛇神など水を司る神で

なくなるので、話を戻そう。 流ともいえる勧請型である。 結 束 の

かどで

「鶏橋」「鶏沢」という場

る『東日流外三郡誌』に取

特に東北では宮城県北部・

主神なのである。

所がある。昔、滝のように

もある名残を示している。

まい。

り上げられ、高橋克彦が小

を感じさせる
DNA

流れ落ちる沢にかかるこの

関わりが見られるのだが、

倉稲魂命。

うかのみたま

渡 神 社 』 と 書 く。 祭 神 は

おう う えつげんぞう

る東北好きである。

向かって立ち読みを始め

とりあえず郷土本の棚に

住。どの本屋に入っても、

全国の旅の末、仙台に移

市生。札幌、東京を経て、

一九七〇年山形県鶴岡

奥羽越現像氏紹介

ったはずである」と書いた。 彦命。同県米沢市では『庭

つまり、アラハバキとは

の究明の旅は始まったば

縁結びで知られる仙台市

合は二柱神社のようにあく

泉区の二柱神社は、別名を

まで主神のままで名を変え、 行われ、地方独自の社が国

ないとすると、この伝説の

している線が濃厚である事。 というのである。何やら、

上神宮など「神使」として
境内に鶏を放し飼いにして

大崎八幡宮、冬の夜の祭で人々を見守る鶏たち

二羽の鳩に描かれている八

チャボ

社殿に近い参道の階段で、 だ。八幡宮を象徴する鳥と

議な光景が私の心を捉えた。 いるお社も少なくないよう

今年、ここでのある不思

と風情である。
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四月になったというのに
全国的に雪に見舞われた。
気温も冬に逆戻りで、東
京でも一桁の寒い日々とな
った。
当然ながら、北国の桜前

年はあちこちで見られた。

景色はめったにないが、今

る桜のつぼみに雪が積もる

これから咲こうとしてい

他方、春になり動物たち

っと驚いていることだろう。

突然雪に埋もれた花々はき

咲きほころうとしたところ、

が待ち遠しいであろう。

シカの夫婦やリスたちは春

も姿を見せる。ニホンカモ

写真のように、これから

あったようだ。

遠野では、氷点下の日も

ニホンカモシカご夫婦で
線は突然停滞してしまった。

芝焼き
淡雪
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雪中フキノトウ

春雪

雪中クロッカス

キネズミ（リス）
ユキワリソウ
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シリーズ 遠野の自然

「遠野の清明」
遠野 1000 景より

あり、また、東京上映会を
自 分 を 追 い 込 ん だ。（ 新 聞

やるしかないという立場に

で、外部に宣言した以上、

有言して実行ということ

を取り上げるものではなく、 を求め続けてきたが、いま
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る。あのときに内面が一挙

にして最終的に国を亡ぼす。
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記事参照）

次の作品を製作したい気持
そこで、岩手県南部を

＊
画にしたいと考えている。

東北を前面に押し出した映

これからの東北、復興後の

神的空白、価値観喪失、あ

い。あのときの無力感、精

だに何一つ見つかっていな

を犯しているのが現代であ

こうした傾向を強化する愚
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脱出もできていないし、克

で二作目の構想を話した。

に、目先のことばかりにこ

いまの日本は、きちんと
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さらに、
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する。超長期視点からもの

れた時代から始まったとい

いまの日本は、国も地方公

る。ちゃんとした先祖がい

しかも、歴史的孤立から
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か、若い人の挑戦する姿勢

IT
が希薄になっている。
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