無料

岩手・釜石鵜住居（うのすまい）復興スタジアム
選手・観衆・関係者が一体となって開催を祝す！
豊】
【砂越

毎月発行

ラグビーW杯・前哨戦第一戦、釜石開催
【当新聞発行責任者
兼編集長兼記者紹介】

＜＜東北魂＞＞を鼓舞する
電子新聞

方不明者を出し、甚大な被

災では千人以上の死者・行

まずこの地は、あの大震

に関係者が尽力し、ラグビ

ラグビーチーム

誘致するため、新日鉄釜石

ワールドカップラグビーを

とどめは、このスタジア

訪れたが、まだ津波の被害

半後、取材で釜石鵜住居を

ったはずだ。

また賛成者ばかりではなか

試合前、地元釜石市鵜住

手はケガからの復帰戦でも

特にリーチ・マイケル選

も新設した関係者にあらた

さらにラグビースタジアム

そこからの復興であり、

空事だと非難もされたであ

ビースタジアム建設など絵

の復旧を急ぐべきで、ラグ

甚大な被害を被った地元

を表そうと、君が代とフィ

気持ちと復興支援への感謝

を斉唱した。生徒は歓迎の

代表の広瀬氏が両国の国歌

居町の釜石東中生と元日本

あり、なおさら感慨深かっ

もかもが最高の舞台だった。

ジーの国歌を練習して本番

の勇気が必要だっただろう。 の感激に包まれたのだ。

建設表明の際にはよほど

ろう。しかしやり遂げたの
から一年

めて敬意を表したい。
・

では堂々と歌い上げた。何
かつて、

だ。だからこそ、ひとしお

マイケル選手も同様だった。 の跡も生々しかった。

筆者の大好きなリーチ・

害を受けた地である。
ースタジアムを新設した場

たことだろう。

た。

ム」でワールドカップラグ

また、ラグビーファンな

所でもある。新設の会場は

受けた地でありながらも、

ビーに向けての日本代表の

ら知らない人はいないが、
ここだけである。

な意義を感じていた。

ここしばらくベールに包
かつて「北の鉄人」といわ

先月二十七日、岩手県の

まれていた日本代表チーム
れ、日本選手権七連覇を勝

ム建設地は、かつて津波で

勝利の報告だけではない

「釜石鵜住居復興スタジア

の実力のお披露目戦ともい
ち取った往年の新日鉄釜石

3・11 直後の鵜住居

らを中心

える一戦がこのスタジアム

壊滅的な被害を受けた小中

釜石東中生による両国歌斉唱

学校の跡地である。

熱烈応援団

ラグビーの熱烈ファンな

11

前哨戦の口火が切られた。

で開催されることに、選手
のホームの地でもある。
さらには、甚大な被害を

に残る
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らずとも、これだけのスト
ーリーを聞いて、この開催
にこぎつけたことに感激し
ないものはいない。
今年九月から始まるワー
日本代表はベスト

アム」でプレーする意義を

の「釜石鵜住居復興スタジ

試合後、田村選手が、こ

いプレーで観衆を魅了した。

も感激のところ、すばらし

開催にこぎつけただけで

しい勝利をおさめた。

初の試金石の舞台ですばら

ことを目標に掲げ、その最

8

しみじみ語る姿にも感激し

3

OB

ルドカップラグビーでは、

試合開始前のスタジアム

発行 2019 年（令和元年）8 月 16 日 金曜日

ｕｐ

も地元ファンも関係者もラ
グビーファンも非常に大き

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。

金 曜 日

， ＴＯＨＯＫＵ！
2 0 1 9 年 （ 令 和 元 年 ） 8 月 16 日

Ｒｉｓｉｎｇ
〒 207-0005
東京都東大和市高木 3-315-1-2-2
http://www.yumuyu.com/
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第60回
水産業再興のための
料理レシピ紹介

【鰹とミョウガの
さっくり混ぜごはん】
夏バテ対策にぜひ！
夏酒にもいいかも！
郷土料理愛好家
松本由美子氏

鰹をオリーブ油と醤油で下味をつけて、ご飯にさっくり混ぜたものです。夏野菜
にみょうが、
青じそ等も一緒にしたご飯になります。
（松本談）
気仙沼の地酒も宮城の
地酒も海鮮も美味い

おだづもっこ（高円寺）
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写真でお伝えする

東北の風景

夏真っ盛り
写真撮影
尾崎匠
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の中で、自分たちの分は自

備蓄は分散させること。そ

機会をつくることも有効。

とという意識を持っている。

次世代につないでいかない

ントになるかもしれない。

とは皆さんの命をつなぐヒ

「自分たちが体験したこ

かないといけない。いつで

分たちで日常的に確保して

『自分だけは大丈夫』とい

も備える気持ちが必要」

長かおるさんは宮城県の
おく。連携ネットワークは

う思いは禁物。人は自分の

なことが前提。そのために

沿岸、女川町にある女川町

平常時から構築しておかな

スタッフの思いを聞き取る

とは経験できなかった。で
立病院で看護師長をしてい

いといざという時に機能し

都合のよい考え方をするも

感する。心が満たされてい

も、仕事を離れるといまだ
た。女川町立病院は海沿い

のと思っておく。マニュア

ないのを感じる」

に心に傷がある。震災の話
の高台、標高一六メートル
ない」

ル通りでなく、臨機応変に

と見えない恐怖を感じた。

は嫌という気持ちがいつも

横井智美さんは、同じ女

自分を守る行動をしてほし

仕事では震災を機にいろい

西山幸江さんは福島県の
ある。震災のことを思い出
の場所にあったが、巨大津

川町で当時、町立病院に隣

八年五カ月が経った。この
間、医療や介護の専門職が

ろな経験をさせてもらった。

浜通り、福島第一原発が立

波はそこにも容赦なく押し

接した女川町老人保健施設

被災地の看護管理者
からの伝言

どのようなことを考え、ど
地していた双葉町にある双
すと心が切れて、泣きそう
寄せ、病院の一階部分が水

の看護師長として勤務して

い。被災時に自分たちの状

巨大津波に見舞われて

のような行動を取ったかと

になる。今も戻れない故郷
没した。震災後、町から移
管されて地域医療振興協会

何もなかったらこうしたこ

いったことについては、マ
葉厚生病院で看護部長をし
の双葉町には、今ここにな

東日本大震災の発災から

スメディア等でもあまり多
ていた。地震の後、津波は
いものがたくさんあった。
ずっとこの思いは死ぬまで

福島第一原発至近の
病院にいて

く報じられてこなかった感
ったものの、福島第一原発

がある。しかし、実際には、 辛うじて病院の手前で止ま
地域住民や患者、利用者の
の全電源喪失という予想だ

話を伺った。その大枠につ

に伝えたいことについてお

全国の同じ看護管理者に特

て取り組んできたことや、

看護管理者として力を入れ

から今に至る経過の中で、

方々に、改めて震災の発災

合いのある看護管理者の

とを機に、以前からお付き

としてお招きいただいたこ

の役割」にパネラーの一人

模災害における看護管理者

ディスカッション一「大規

管理学会学術集会のパネル

今回、第二三回日本看護

ご活躍中である。その西山

第一病院の看護部長として

現在は福島市内にある福島

中通り南部にある塙厚生病

院が閉鎖された後、系列の

た。西山さんは双葉厚生病

の極みだったと語ってくれ

者も何人も出たことが痛恨

強いられて、亡くなった患

混乱する中、過酷な避難を

くされた。指示命令系統が

者と職員が、避難を余儀な

者も含めて病院の全入院患

避難指示が出された。重症

続力が大事。つくづく思う

のことであり、その後の持

「火事場の馬鹿力」は一瞬

み込まれないといけない。

と同じように常に日常に組

して、医療安全や感染対策

間を通してやるべきことと

害時に出る。災害対応は年

要。日々の活動の結果が災

合病院の看護部長を歴任し、 し、日頃の備えがやはり重

院の看護部長、白河厚生総

のは人間関係の大事さ。地

策に関心がなかった。しか

と聞かされていて、災害対

なかった。原子力は安全だ

震災前には常日頃やってい

な場から意識的に遠ざかっ

会等で震災体験を語るよう

思いが強くあって、今は学

ただ、今もいたたまれない

災から八年が経って、よく

経験知は伝えていきたい。

り得ると腹を括った。その

うにもできないことが起こ

経験して、自分の力ではど

からこそ今がある。震災を

「あの震災を乗り越えた

あることを忘れずに」

一方でスタッフも被災者で

災害対策を立てる時はその

して、避難者もやってくる。

は病院は『安心の場所』と

今も活きている。発災時に

続いている。震災の体験が

ネットワーク会議』として

のためのミーティングが、

チームで始まった状況確認

「震災時に多職種の支援

話である。

中である。その長さんのお

町地域医療センターで看護

が指定管理者となった女川

でも管理者がいるとは限ら

ながらない。そして、いつ

ければ、いざという時につ

ワークは平時からつくらな

という思いだった。ネット

を信じて、しのぐ、つなぐ

力し合って、応援が来るの

位を改めた。発災後は、協

を守ることが先決。優先順

まずは自分の命と家族の命

で参集』という基準があっ

「震災前には『震度４以上

ある。

る。その横井さんのお話で

で外来看護師長を務めてい

は女川町地域医療センター

決断して難を逃れた。現在

三階屋上に避難することを

津波警報が出されたことで

ることとされていたが、大

ルでは施設の一階に避難す

用者がいた。避難マニュア

所リハビリテーションの利

四四名の入所者と八名の通

い た。 発 災 時、 施 設 に は

ターの副センター長として

い病院で患者サポートセン

ーという名称となった新し

築していわき市医療センタ

現在は昨年一二月に移転新

長兼看護部長を歴任して、

震災後、副看護部長、副院

などの対応にも追われた。

できてからまた院内に戻す

者を避難させ、安全が確認

老朽化が進んだ病院から患

足する中、病院一丸となっ

や医療材料などが極端に不

資が届かなくなり、医薬品

うことで、風評被害から物

発と同じ浜通りにあるとい

時、いわき市は福島第一原

看護師長をしていた。震災

き市立総合磐城共立病院で

都市いわき市にある、いわ

の浜通り南部、東北第二の

鈴木のり子さんは福島県

保しておきたい」

た。情報を伝えるすべを確

況を発信するすべがなかっ

はない。備えだけは忘れな

う思いで。災害は他人事で

越え、教訓は忘れないとい

た。悲しみや苦しみは乗り

し、 認 め 合 う こ と に 努 め

ら、時間は掛かっても理解

お互いの気持ちを聞きなが

てきた人、避難せずに残っ

くった」
「自主避難して戻っ

育成し、災害対策委員をつ

制をつくった。看護部とし

成、他地域に応援できる体

た。震災後、ＤＭＡＴを編

『ブラインド訓練』にし

場所か事前に知らせない

後は防災訓練もどこが発災

落としてはいけない。震災

動けた。専門職として命を

っていた防災訓練に準じて

は動転しながらも年２回や

と痛感した。ただ、震災時

用的なものにしなくては、

「マニュアルをもっと実

けに、説得力がある。どこ

とに基づいたものであるだ

の言葉は、自ら体験したこ

これら看護管理者の方々

た人、お互いに苦しかった。 えの総点検をしてほしい」

危険に遭遇した職員がいた。 て懸命に地域医療を守った。 ても災害支援看護師を多く

ことを踏まえた覚悟も必要。 たが、参集の途中で生命の

なっていかないことはない。 介護部長として今もご活躍

にしなかった事態を受けて、 もっていくのだと思う。震

『自分の命は自分で守る』

「 重 要 な の は 平 時 の 対 応。 今も『女川町地域包括ケア

ている」

を身につけるべき。専門職

ない。いる人たちでリーダ

にいても、災害の発生を免

備えよう。自分の施設の備

必要。お互い様で、有事に

ったと言える関係の構築が

が見える、困ったときに困

し合い、確認し合った。顔

回って、お互いの状況を話

どう助け合うのか、地域を

が弱かった。困ったときは

に。震災前は地域との連携

後は自分で判断できるよう

悔したりしないように。最

いざという時に迷ったり後

の中に育んでいってほしい。

感、看護観を意識的に自分

医療に対する価値観、倫理

に看護しているのか、看護・

師になったか、なんのため

たいと考えている。

て、積極的に発信していき

地域のこれからの人に向け

験知を他の地域の人、この

やはり東日本大震災におけ

あり、その備えのために、

されている地震災害も複数

めとして、近い将来に予測

で、東南海トラフ地震を始

の風化が指摘される。一方

八年が経過して、その体験

東日本大震災の発災から

て「備え」と言えるのである。

するものをつくって、初め

ない。いざという時に機能

くればいいというものでは

単にそれまでないものをつ

「備え」というのは、ただ

る。

護管理者のお話からも窺え

ることが、これら四人の看

日頃からの備えが重要であ

ていたのである。

いて、ここに紹介しておき
さんのお話である。

域の人と仲良くしておくこ

として、自身が要救護者に

いでほしい。その思いをつ

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」

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

風評被害を乗り越えて

たい。

「原発事故には理不尽さ

とが災害時にも活きる。日

はならないように意識した

ご活躍中である。その鈴木

れることは困難である以上、

Ｆａｃｅｂｏｏｋ

頃やったことの答えが災害

ーシップを発揮して対応で

ないでいきたい。なぜ看護

そうした震災体験による経

れからも、機会ある毎に、

る経験知は有用である。こ

時に出る。今も双葉町には

い。患者・利用者の安全を

さんのお話である。

「備え」をもう一度
見直して

戻れない。なくすことの影

きるように日頃からしてお

女川町医療センターのある高台にも
容赦なく津波は押し寄せた

守るには、スタッフが元気

移転新築して新しい病院となった
いわき市医療センターセンター

響がこれだけあることを痛

h t t p : / / b l o g . l i v e d o o r. j p /
anagma5/
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一般的に東北、特に筆者
て地元でもしばしば黒歴史

た」
「不気味な」存在とし

際現在に至るまで「謎めい

ィールドなのであった。

一言でいえばユニークなフ

轢の火種には事欠かない、

にかく国家間・民族間の軋

ようになる・・という、と

身の張作霖が実効支配する

ていたが大正に入り馬賊出

租借地とし、半植民地化し

アと日本が様々な条約下で

二人は異郷にて議論を重ね

ていけるのではないか、と

日本も満州も相互に発展し

まり、思い通りに）使え、

たままの資源も有効に（つ

威力があればこの地の眠っ

本の持つ技術と、帝国軍の

的状況にある、と語る。日

フラも劣悪なままの非近代

「王道楽土」
「五族協和」

遺児・溥儀を皇帝に据え、

広く支配した一大王朝）の

紀の満州から中国・蒙古を

後、滅亡した清朝（十七世

甘粕の暗躍による満州占領

った。彼の見事な策略と、

箱庭的具現化に他ならなか

満州国とは「八紘一宇」の

彼らの望む方向とは違う、

どによって阻まれ、日本は

の後の東條英機との確執な

れぞれの構想はしかし、そ

れない。大川・石原両者そ

は似た者同士だったかも知

力と策謀に明け暮れる二人

和」を目標としながら、武

言え、最終的に「東洋の平

に伴い二人の間にも微妙な

り、石原と東條が対立する

東條英機との師弟関係もあ

粕であったが、古くからの

の能力を認め合っていた甘

始めのうち、石原と互い

・甘粕正彦はどうしたか。

さて、もう一人の東北人

て感謝の言葉

の社員を集め

後、彼は満映

ソ連の侵攻

のだろうか。

ではなかった

彼なりの実践

展する世界」

の郷土・山形県といえば、
的に扱われる、東北の闇の

だったのかも知れない。

朴訥だとか保守的だとか、
側面なのである。

のささやかな、

穏やかな県民性で治安も頗

『東北人が奮い立つ？
「理想の国」というワードの事』

る良い、東北らしさの代表

ない人物がここ山形県に輩

の戦時中は割りととんでも

があるけれども、実は近代

のように思われているフシ

前回に引き続き近代の東北

州国』という。本稿では、

わった。その国の名を『満

「理想の国」に各々深く関

東北人たちはいずれも件の

実は、これから紹介する

での憲兵時代における「甘

士の子であった。彼は東京

上杉氏に仕えてきた米沢藩

台出身だが、越後時代より

人の日本人・甘粕正彦は仙

この異郷に降り立った一

合からなる『国柱会』にて

当時、日蓮宗諸団体の統

動かそうとする思想だった。

いは、仏教の力で国家をも

ある。日蓮宗と他宗との違

熱心な信者としても有名で

石原莞爾は「日蓮宗」の

途方もない人物だったので

新世界を創造せんとする、

る・・まさに石原莞爾は、

本国籍を捨て、満州人とな

最終的には、日本人も日

指導の下、満州・中国・朝

や植民地ではなく、日本の

にあったりという背景があ

ていたり、ドイツの占領下

それらは国際連盟を脱退し

立を承認されたとはいえ、

に支えあい、発展する世界。 ィンランドやタイなどに独

鮮・蒙古など各民族が平等

り、国際連盟からは日本の

か。ドイツ、イタリア、フ

国は、その後どうなったの

彼らの「理想の国」満州

事長に就任するが、そこで

満州映画協会（満映）の理

この地に留まった甘粕は、

石原が満州を去った後も

ている」と断じた。

優れているが、明日が抜け

は石原を「明後日の計画は

と甘粕を批判すれば、甘粕

石原が
「思想のない実務家」

と伝わっている。

が一キロもの葬列を作った

人々

は彼を慕う

てた。葬儀に

独り服毒し果

分け与えると、

退職金として

想世界」その途方もないイ

ろうか。しかし彼らの「理

や大川の出現を許したのだ

を述べ、会社

出されたりしていて、それ
人の姿を追いながら、全く
粕事件」で悪名高い、退役

造語されたスローガン「八

悲劇への道を辿る事となる。 齟齬が生じ始めた。彼らは

でもあまり県民は誇らしく
違うテーマ―蝦夷の時代よ
軍人だった。

紘一宇」は「道義的な世界

を掲げて『満州国』を打ち

思っていないのか、知って
り東北人の心に宿り、しば
関東大震災後の混乱中、

た・・と言われている。

いながらあまり口にはしな
しば時代をも動かしてきた、
アナーキスト大杉栄と妻、
そして幼い甥を拉致、拷問

統一」即ち全国家民族の平

ある。

傀儡国家と断定され、その

の甘粕に対する関係者の評

盾する実像である。そもそ

虐な首謀者のイメージと矛

どうも「甘粕事件」の残

氏を思わせる。東北人によ

行動力は遥か昔の平泉藤原

メージとその実現に向かう

三千人もの

互いの欠点も正確に把握し、 の預金全額を

い現状があるように思う。
「理想の国」なる概念とは

言える不穏な時代、世間を
一体何なのか、想いを巡ら

満映で活躍した若き日の

価は意外なものであった。
そして、ここにもう一人、 東條政権の下、泥沼の戦

存在を認められなかった。

立てる。それは日本の占有

第二次世界大戦前夜とも

騒然とさせる怪事件の主犯

等と相互理解の上での一体

る、東北人のための、東北

化を意味するものだったが、

もかの事件において「子供

の内側で永続できる国家。

の末に殺害、遺体を遺棄し

森繁久彌は言う。

しかし時代は、日本国内

たという凄惨な事件。

＊

争に嵌まり込んだ日本が敗

好きの息子にできるはずは

の不況と困窮、欧米の侵略

せてみたい。

その鋭利な頭脳と思想によ

ない」という母親の証言や

だったり、事もあろうに外

国の土地を切り取って「理

石原莞爾にとってその思想

「満州という新しい国を立

命令系統上の疑問点なども

彼は、大東亜戦争の引き

れると、ソ連が日本との中

派に育てようと、若い者ら

『満州国』とは、日本海

って帝国軍を動かす男が

と一緒に夢を見てくれた」

想の国」を作ろうと動いた

の実現には軍人なりの布石

立条約を破棄して侵攻し、

金ともなった「満州事変」

満州は大混乱となる。多く

を挟んだ対岸、即ち大陸の

「満州国」建国に賛同し、

首謀者だったり、彼らは実

その国家創設の正当性を世

という日中間武力紛争、真

さて、この「満州事変」

的戦争は、西洋の代表的国

いう内容である。その最終

絶対的平和が訪れる・・と

げ、それを乗り越えた先に

運動に参加し、イスラム教

もともとがインドの独立

のであった。

身・・石原同様、庄内人な

もに 級戦犯として東京裁

石原莞爾と大川周明はと

事になるのである。

ずか十三年余りで消滅する

皇帝は逃亡して満州国はわ

疲れ様でした。
」と言って

じていた。今まで本当にお

立場の不自然さはずっと感

「気持ちはわかる。貴女の

残る日本を捨てた果ての新

今さら拭えぬ無実の汚名の

ならば新たな石原莞爾・

ば、彼が夢を見た満州とは、 ませたという事だったのか。

有力視されている。とすれ

大川周明の出現する未来、

違った理想国家への道を歩

それは『最終戦争論』と

が必要であった。

梅宮辰夫、それに赤塚不二

の立役者はこれまた何と、

ぎ

雄など多彩な人物の出身地

山形県人である。その男・

ふ

で爆弾テロ、後の満州皇帝

に対する不安と憎悪に満ち

・溥儀の説得や拉致など

あり、甘粕が上層部や部下

一地域に十年余りしか存在

中国と日本の間で苦しん

しなかった「幻の国家」で

の日本人が殺され掠奪され、
いう壮大な未来視的イメー

に広める役割を果たす。

様々な重要な謀略に暗躍す

て、石原ら東北人本来の発

ある。幻とはいえ、著名人

想力と行動力を歪ませ、間

その名を大川周明、これ

を庇い、責任を独り負った
また何という事か、酒田出

のではないか、という説が

ジである。戦争は人類滅亡

辞めたい」と申し出ると、
寸前段階まで「進化」を遂

敗残兵はシベリアへ送られ、 だ女優・李香蘭が「満映を
る。

となった、現実の歴史的国

興・衰退を繰り返してきた

も関わった多くの民族が勃

靺鞨、女真など古代日本と

地域で、古来より粛慎や

本の実に三倍の広さを持つ

最東北部の領内である、日

現在は中華人民共和国・

学良に支配された満州が、

い、張作霖とその息子・張

近く旧知であった石原に会

でもあった。甘粕は同郷に

と閃きを持つ天才的戦略家

られていたが、強烈な思想

を多く作る異端児として知

参謀で、上官にも楯突き敵

満州とは、いかなる地か。 石原莞爾は鶴岡出身の陸軍

謂わば石原莞爾にとって、 激しい批判を受けた。とは

たのである。

て一つにする」他になかっ

「アジアを日本の力を以っ

すべきところは一つ。

だ。となれば、石原が目指

の間で行われる、というの

の代表的国家である日本と

家であるアメリカと、東洋

に関与し、石原莞爾からも

のテロ行為や五・一五事件

「昭和維新」と称する一連

強烈な「亜細亜主義者」
。

にも終生傾倒する事になる

の放免は彼らにとって不合

ではとの疑惑もあり、二人

断定され無罪となる。特に

わせて「日本改造」を唱え、 廷での奇行から精神異常と

欧米からの東洋解放と合

理な裁判にてアメリカから

ぶ。その思想は実践に発展、 大川の奇行は演技だったの

その著書は大きな波紋を呼

勝利する為の、最後の戦い

拠として、そして大川は法

原は東條英機との反目を根

判の法廷に立たされる。石

「全ての東洋人が平等に発

友・石原莞爾の理想とした

にした。これはかつての盟

待遇・給与を差別なく一律

他民族も全てのスタッフの

然と拒絶し、また日本人も

優は酌婦ではない！」と毅

を抱かせろ」と言うと「女

いう。上層部の者が「女優

その場で契約書を破ったと

れた東北だからこそ、石原

治期より賊軍として貶めら

本龍馬を生んだように、明

た長州ら西日本が松陰や坂

ぶ。江戸期に抑圧され続け

幕末の吉田松陰が思い浮か

変革の思想家というと、

＊

だったのかも知れない。

天地、
あるいは「死に場所」

にあるはずだ。

きていく大地として、そこ

して死に場所ではなく、生

きっと驚くほど近くに、そ

粕正彦が降り立つ新天地は、

いだろうか。その時代の甘

人に問われているのではな

か・・現代の東北人一人一

界を想起させる事ができる

東北は彼らにどんな理想世

まっかつ

複雑なエリアである。

搾取と掠奪に曝されてイン
日露戦争を前後してロシ
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満州国地図

家に間違いはなかった。

征爾、浅丘ルリ子、別役実、

だけでも池田満寿夫や小澤

おう う えつげんぞう

奥羽越現像氏紹介
一九七〇年山形県鶴岡
市生。札幌、東京を経て、
全国の旅の末、仙台に移
住。どの本屋に入っても、
とりあえず郷土本の棚に
向かって立ち読みを始め
る東北好きである。

A
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ヒカリゴケ
アケビコノハ

先日、三十数年前のアメ

治の病も抱えている。心残

みな老化に嫌気がさし、不

循環である。生命も死があ

日本の四季は死と再生の

た揺るがぬ循環に、季節や

リカ映画「コクーン１・２」

動物の写真を見てあらため

りは家族と別れることだけ。 るからいとおしい。そうし
後に短期間の「里帰り」

る決断をする。そして病気、 て気づくこの頃だ。

となるが、結局は地球に残
なく不死で永遠に生きられ

老化、死と家族をすべて受

異星人の住む星は病気も
る。異星人が星に帰る時に

ムの老人たちの交流が主題。

を見た。異星人と老人ホー

高原の馬たち
誘われ大勢でその星に行く。 容するという思わぬ展開。
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フサスグリ

木の根

ゴンゲン舞

ヒマワリ畑と SL 銀河
木漏れ日
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シリーズ 遠野の自然

「遠野の立秋」

遠野 1000 景より

忙しく、結局一泊二日のあ

しかし、八月はいろいろ

あるように、出雲と奥出雲

そんなことで、写真にも

わただしい強行軍となった。 をくまなく走った。

出雲

セミナーが終了してから

ノオ館」、稲田姫命社跡地。

か見つからなかった「スサ

近くにありながらもなかな

次 は、「 定 説 」 で は、 最

をあらためて知ったこと。

ったので、セミナーで聞く

事前にいろいろ調べてい

い。

期に製鉄した鉄の品質は悪

れ、後に製鉄となった。初

工する「鍛冶」から開始さ

初の国産鉄は輸入品鉄を加

「定説」と少々へそ曲がり

出雲のたたら製鉄の歴史

出雲たたらはほんと
うに新しいのか？

出 雲 に 戻 り、「 西 谷 墳 墓

な筆者の見方を対比しなが

はそんなに古くない。飛鳥

鉄の国

は、館内の常設展と特別展

群史跡公園」、「出雲弥生の

ら講師の話を聞くことが出

時代あたりからという。

の「たたら

の実像」展見学。そのあと

森 博 物 館 」。 途 中 で 橋 上 か

来た。またいろいろ収穫も

山道にはほとんど信号が

出雲大社参拝。夜は出雲の

に「荒神谷遺跡」。「加茂岩

とんどの店がお休み。残念。 らの「斐伊川」撮影。さら

地酒探索だが、日曜日はほ

倉 遺 跡 」、 最 後 も な か な か

あった。

最近、日本の古代の鉄の

催される「日本列島におけ

古代出雲歴史博物館で開

チャンスが舞い込んできた。

ーを駆使して、公共交通の

そのためには、レンタカ

ずか二日の隙間にスケジュ

生来の貧乏性からか、わ

内 」。 そ し て 出 雲 に 取 っ て

刀剣館」と「菅谷たたら山

予定時間通りに行き着く。

えなければ、カーナビ到着

ないので助かる。道を間違

初日は、出雲空港からレ
翌日は、早朝から、稲佐
ンタカー屋に行き奥出雲へ。 の浜行き。「弁天島」、国譲

見つからなかった「神原神

る鉄づくりの歴史的展開」

どうせ行くなら訪問
地をたくさん詰め込
んで

りの岩とも言われる「屏風

歴史に惹かれて、いろいろ

というセミナーである。こ

返して「古代出雲歴史博物

最初は「奥出雲たたらと

調べ物をしていたが、一度

時間に縛られずに自由に行

ールを一杯詰め込んだ。

系統立った学習をしなけれ

れで日本列島の歴史が概観

になった。

岩 」、 探 す の に 一 苦 労 し た

いつか必ず出雲に行こう
ばと感じていたが、そんな

「因佐神社」訪問。

四つめは、鉄穴（かんな）
社遺跡」。
第一は、日本の考古学者
ざっとこんな行程だった。 は発掘物に異常に執着して、 流しという、山を切り崩し
て砂鉄を採取する手法は中

と思っていたが、ひょんな

世以降であること。

次いで、前々から行きた

ところから一泊二日の出雲

発掘物がなければ「存在」
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高さ 48m の出雲大社本殿想像模型

を否定するのだということ

館」。

古代出雲歴史博物館
セミナー参加

出雲大社
か っ た「 須 佐 神 社 」。 そ の

動するに限る。

最も行きたかった須佐神社

出雲大社巨大本殿の柱

斐伊川－ヤマタノオロチに見える

因佐神社（建御雷神 ）
屏風岩（国譲り岩）
できると早速申し込んだ。

2 号墓

西谷墳墓

出雲と奥出雲の古代の鉄を求めて
ところにおあつらえ向きの

スサノオ神話の四つの構造

【古代の鉄を探索する旅】 ②
への強行軍を決行すること

古代出雲歴博セミナー【日本列島にお
ける鉄づくりの歴史的展開】
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最後は、岩手や秋田の古
出雲地方に多く存在する

らしたものは何だったのか。 換えの重要な何かである。
なかったということになる

代の列島には製鉄は存在し

めぐるさまざまなイメージ

古墳跡と国譲り、古代鉄を
ある筆者ではあるが、なる

あくまでもアマチュアで

が、はたしてそうなのか。

国譲りとは何だったか

が頭のなかを乱舞する。

代鉄は朝鮮半島経由、西日
次々に取材地を訪ね歩く

本経由ではなく、北朝鮮あ
と、古代出雲神話の「国譲

と思った。

初期製鉄拠点かもしれ
ない遺跡群連続探索

鉄に関することだったので

荒神谷遺跡に多くの銅鐸

川の沿岸部すぐ近くに、荒

まだに解明されていないが、 り大きい。その古代の斐伊

が埋められているナゾはい

神谷遺跡も、加茂岩倉遺跡

流れであり、宍道湖も今よ

現在とはまったく異なる

る。

代から千年以上の歴史があ

ったという。また、飛鳥時

の列島シェアは八割前後だ

江戸期の出雲のたたら製鉄

は比較的新しいというが、

「定説」にしがみついて

明しているようだ。

南ルートではないことも判

現に、東北鉄のルーツは

はないか。

な誤解」を生んでいるので

ていた意味とは何だろうと

あるのではないか。

そして、古代製鉄ではな

く、原始製鉄の時代があっ

たのではないか。

何でも海外からの伝来と

じた弾丸出雲ツアーだった。

れていくのではないかと感

いると真実からどんどん離

はないか。
遺跡も同様ではないか。

考えこんでしまった。

古代出雲を鉄の観点から
見直そうとするといろいろ

さらに、神原神社遺跡も同

本当はもっと古い歴史が

も、神原神社遺跡も位置し

に」この問題を追及してい

な想像が湧いてくる。

その近くに残る加茂岩倉

きたいと思った。

大国主命は鉄の神ではなか

そして、大胆にも、古代
出雲の国譲りとは初期の製
ったか。

様ではないか。

べく「科学的に」、「学際的

たり経由で、別系統である
強い酸性土壌の日本列島
骨化石も残りにくい。まし
てや酸化が早い鉄の痕跡が
残る確率は非常に小さい。

代出雲の斐伊川の流れの想

古代の鉄に関する何かで

てはならなかったのか。

何のために国を譲らなく

という疑問が大きくなった。 は化石が残りにくいし、人

り」とは何だったのだろう

ということが近年明らかに
なったということ。
それにしても出雲のたた
らが、飛鳥時代とかそんな
に新しいのであれば、あち

その祖先であるスサノオ

こちに分布する古墳を作れ
鉄技術や鉄資源そのものの

像図が今も強烈な印象を残

荒神谷遺跡公園にある古

現在の考古学が遺物にこ

も鉄に関係する神ではなか

はなかったか。
譲渡ではなかったかという

るだけの富はいったいどこ

中世の出雲たたら見
学でつらつら思った
こと

だわり続けるならば、朝鮮
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かつて存在したであろう

奥出雲たたらと刀剣館ー川砂鉄採集用川船

いう刷り込みにより「大き

奥出雲たたらと刀剣館ーたたら装置

から来たのか疑問が湧いて

「定説」では出雲の製鉄

神原神社古墳出土鉄器

している。行って良かった。

神原神社古墳

ったか。

加茂岩倉遺跡説明板

仮説の検証を続けてみたい

加茂岩倉遺跡発掘物レプリカ

半島からの伝来以前に、古

荒神谷遺跡

巨大な出雲大社本殿と引き

荒神谷年表一部

くる。古代出雲に富をもた

菅谷たたら山内建物

菅谷たたら山内ー内部

第 87 号 http://tohoku-fukko.jp/
2019 年（令和元年）8 月 16 日（金曜日）

