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村崎野大乗神楽（岩手・北上市）を宮城・涌谷に招聘
舞台こけら落としに荒神・龍殿・権現舞を披露
かつて涌谷に存在した大乗神楽を想像し町民歓喜
豊】
【砂越

第 88 号

株式会社遊無有
発行所

毎月発行

【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

らひいきにしてきた村崎野

今月七日、筆者が以前か

見社という神社で、その神

場所は、町で一番古い妙

っているという話を大分以
前に耳にした。
そのひとつがこの村崎野

に第
その

回の大乗会が開かれ、
年後に大乗仏教をも
とにした、加持祈祷神楽で

インとして、筆者が町と神

ついては、神楽保存会ＨＰ

村崎野大乗神楽の由来に

者注：地名一部筆者修正、

乗神楽”と改称。‥‥（筆

権現様のお祓い

大乗神楽（岩手・北上市）を、 楽舞台のこけら落としのメ
楽をお引き合わせできたこ

あ る こ と か ら 改 編 し、“ 大

筆者の故郷の宮城県涌谷町

とに端を発し、この日を迎

大乗神楽である。

に招き、「荒神」、「龍殿」、「権

に以下のような解説がある。 赤字表示も同様）

立した妙法院が始めた“和
会場にはたくさんの町民

い関りがある。
賀山伏神楽”が始まりと伝

の方々が集っただけでなく、

に当地に天照御祖神社を建

このように涌谷町との深

えることが出来た次第。

年）

現舞」の三演目を約一時間

そもそもなぜ、涌谷町に
村崎野大乗神楽かというと、
もともと涌谷町箟岳にあ

えられています。後に宮城

町長はじめ、たくさんの議

少し話は長くなる。

１６８９年（元禄

に亘り舞ってもらうことが
できた。
最後は、権現さんにたく

る天台宗の箟峯寺には江戸

県遠田郡涌谷の箟岳箟峯

さんの町民が頭を噛んでい

ていたという伝承があり、

予想以上の大盛況であり、 時代まで大乗神楽が存在し

だいた。
町民のみなさんは大変な喜

なかでも、一番来てほし

家も集った。

員、教育長、郷土文化研究
年）に
は、南笹間の万法院を会場

１８４９年（嘉永

寺の修験者の影響を受け、
しかし、その大乗神楽は

その後完全に消滅した。
特に小さなお子さんの舞

かった箟峯寺貫主の佐々木
氏が来られ、じっくり鑑賞
されていたのが印象深かっ
た。
埋もれた文化の掘り起し
も必要であるが、一旦消滅
した文化の再発掘というこ
とも同様に重要だと感じた。
神楽団体責任者の中野氏
とのご縁が実を結んだ、ま
ことに紹介冥利に尽きる一

権現舞

3 1

日であった。

子供三人による権現舞前半
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日向地区祭り案内

龍殿

神楽団体責任者の中野氏

びようであった。

ただき、お祓いをしていた

2

2
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ｕｐ

荒神
には大きな声援が送られた。 他所で継承され、現在も残

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。

月 曜 日

， ＴＯＨＯＫＵ！
2 0 1 9 年 （ 令 和 元 年 ） 9 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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第61回
水産業再興のための
料理レシピ紹介

【サーモン
カルパッチョ】
冷えた白ワインに
ぴったりですね！
郷土料理愛好家
松本由美子氏

『材料』 サ
 ーモン 100 ｇ、サラダ野菜 20 ｇ、塩 少々、オリーブオイル 大 1、レモン
果汁 大 1、粒入りマスタード大 1
『作り方』①サーモンに塩わさっとふりかけ サラダ野菜を敷いて、
乗せます。

②オリーブオイル、
レモン果汁、
粒入りマスタードを合わせてかけます。

サーモンは青森産です。 アボカドも使うとさらに美味しくなります。
（松本談）

宮城県涌谷町の『みちのく
GOL Ｄ浪漫』の日本遺産認
定を祝した地ビールとワイ
ンを初プロデュース

ワインは山梨産

肴は旬のホヤ

世嬉の一の地ビール

今年春にも当新聞で取り上げ
ましたが、郷里の宮城県涌谷町
の『みちのく GOL Ｄ浪漫ー黄
金の国ジパング、産金のはじま
りの地をめぐる―』の日本遺産
認定を祝して、大分時間はかか
りましたが、プロデュース中だ
ったお祝いのワインと地ビー
ルサンプルが揃い、涌谷町関係
者 と 味 見 の 会 を 催 し ま し た。
ラベルはど素人ながらも筆者
が考えました。プロデュース
にあたってはたくさんの方々
にお世話になりました。あり
がとうございました。

涌谷関係者と味見
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写真でお伝えする
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東北の風景

夏との別れ

写真撮影 尾崎匠
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ョン一「大規模災害におけ

会」のパネルディスカッシ

日本看護管理学会学術集

内で開催された「第二三回

八 月 二 三、二 四 日 に 新 潟 市

エ ネ ル ギ ー は 約 一・四 倍 に

一大きくなるごとに地震の

るが、マグニチュードは〇・

ほど違いがないように見え

る。九・五と九・〇ではそれ

グ ニ チ ュ ー ド は 九・〇 で あ

東北地方太平洋沖地震のマ

者として力を入れてきたこ

経てこの８年間、看護管理

者の方々に、①震災体験を

お付き合いのある看護管理

看護管理者ではないので、

役割」であるが、私自身は

のテーマは「看護管理者の

パネルディスカッション

っている。

つかった人数は六名に留ま

を例に、震度の小さい地震

一八九六年の明治三陸地震

震災を上回る死者を出した

と、③については東日本大

史上度々襲来しているこ

を例に引くまでもなく歴

と、 ② に つ い て は、 今 回

潮がなくても津波は来るこ

げた。①については、引き

こ」の六つについて取り上

動する、⑥「津波てんでん

ードマップを頭に入れて行

県沖地震が起こる、⑤ハザ

来る、④三八年に一度宮城

大きな地震の時には津波が

こ」は「津波から逃げる時

いう意味で、
「津波てんでん

い」
「てんでんばらばら」と

方の言葉で「各自」
「めいめ

でんこ」とは岩手県三陸地

連載でも紹介したが、
「てん

⑥については、以前この

とをお伝えした。

えてはいけない、というこ

も、決して絶対のものと考

ードマップは参考にはして

あることを指摘して、ハザ

後も改訂されていくもので

はその時点でのもので、今

と、従ってハザードマップ

災害が起こることもあるこ

挙げさせていただいた。

伝え続けること、の四点を

優先に、④体験したことを

③自分の命を守ることを最

ととして、①古文書・地域

の皆さんにお伝えしたいこ

たことの中で、看護管理者

見聞きしたり、調べたりし

治三陸沖地震の津波で壊滅

建てられた。姉吉地区は明

年の昭和三陸沖地震の後に

載のあるこの碑は一九三三

ＣＰから地域連携ＢＣＰへ、 下に家を建てるな」との記

の伝承に耳を傾ける、②Ｂ

したが、その教訓が伝えら

想へ惨禍の大津浪 此処より

た。
「高き住居は児孫の和楽

念碑」についても取り上げ

姉吉地区にある「大津波記

もう一例、岩手県宮古市

法を検討し、それを再度各

災時の役割分担や連携の方

にＢＣＰを持ち寄って、発

で、地域の病院同士が互い

との連携を前提にすべき

ＣＰも他病院など関係機関

とを踏まえて、災害時のＢ

結型」へと転換しているこ

病院完結型」から「地域完

摘して、日常の医療が「一

のかどうか検証が必要と指

を「知」として共有するこ

ること、一人ひとりの経験

を最小限に防ぐことができ

その上で、まずＢＣＰを

策定するのは必須であるも

くまで津波が押し寄せたこ

とを挙げて、どんな伝承も

のの、策定されたＢＣＰが

した東北地方太平洋沖地震

東日本大震災を引き起こ

れ紹介していきたいと思う。

意味も含めて以下にそれぞ

の内容について、備忘録の

についてお話してきた。そ

んに伝えたいこと、の四点

いか、④看護管理者の皆さ

は年々減少している。震災

ているが、発見に至る件数

す家族によって捜索が続い

ンティア、それに肉親を捜

には今も消防や警察、ボラ

いる。毎月月命日の一一日

不明者もいまだ二五六三人

めて一万九六八九人、行方

ば、死者は震災関連死を含

大で、消防庁の発表によれ

は改めて言うまでもなく甚

東日本大震災の人的被害

最も重要だったと考えてい

した内容の中でも、ここが

説得力があった。私のお話

た方々の言葉には、本当に

医療・看護を守り抜いてき

や職員の身を守り、地域の

様々な事態に対応し、患者

災において引き起こされた

で紹介した通りである。震

その内容については、前号

の概要について紹介した。

点についてお話を伺い、そ

伝えたいことは何か、の二

じ看護管理者の方々に一番

頃にやってくる」ではなく

とについて、
「災害は忘れた

感覚が被災地全体にあるこ

もそれはここ以外」という

に大きな地震があるとして

にも関わらず、
何となく「次

年に一度」ではないこと、

こともあり、決して「三八

年や三年後に発生している

のの、中には前の地震の翌

隔で地震が発生しているも

概ね二六年から四二年の間

めいが自分のことだけを心

して、いざという時にめい

ョンの方であることを指摘

は非常時より平時のアクシ

波てんでんこ」で大事なの

いう批判の声があるが、
「津

かればそれでいいのか」と

んでんこ」に「自分さえ助

た。そして、この「津波て

教訓であることを紹介し

いずれも三陸地方に伝わる

ろ」
、「命てんでんこ」は「命

はてんでんばらばらに逃げ

況と全く同じであること、

今回の仙台平野を襲った状

しまった」という表記が、

て蒼々とした海に覆われて

た。原や野や道路は、すべ

のか分からない有様であっ

こが地面と海との境だった

わたって広々と広がり、ど

「海は、数十里乃至百里に

実録」にあること、そして

ある西暦八六九年の「貞観

震災と同じ規模の大地震で

①については、東日本大

ついて」という医政局長通

ける医療体制の充実強化に

平成二四年に「災害時にお

震災を受けて厚生労働省が

②については、東日本大

ということをお伝えした。

被害を最小限に食い止めた

繰り返されたが、三度目は

を免れており、悲劇は二度

た全一一世帯の家屋は被害

その内容について紹介した。 押し寄せたが、教えを守っ

からの記録を調べてみると、 はめいめいが守れ」という、 地震」の記録が「日本三大

いうことをお伝えした。

配して逃げればいいように、 砂質堆積物の地質調査で貞

より低い場所には大津波が

の東日本大震災でも、石碑

な被害を出している。今回

れず昭和三陸地震でも甚大

してはいけない、というこ

の限界を超えて完璧を目指

職は、発災時に自分の能力

③については、特に専門

加えさせていただいた。

とであるということも付け

に機能するものをつくるこ

のではなく、いざという時

ないものをつくるというも

た。
「備え」とは、ただ単に

策定を提案させていただい

守る「地域連携ＢＣＰ」の

ことで災害時の地域医療を

より実効あるＢＣＰとする

病院のＢＣＰに反映させて

につながっていくと考えて

ることが息の長い取り組み

ひとりがムリせず続けられ

いと私は考えていて、一人

ひとり「てんでんこ」でよ

と同じように、復興も一人

も併せてお伝えした。避難

ないことが重要であること

ただし、決してムリをし

ることをお伝えした。

して捉えることにもつなが

てでなく、
「日常」の一部と

とが災害を「非日常」とし

くできること、そうしたこ

とで、
「想定外」の領域を狭

本当に災害時に機能するも

教訓も伝わらなければ意味

は、世界の観測史上四番目
直後の一年間で一万八〇六

る。

私がこれまで経験したり、 がないことを強調した。

看護管理者の皆さん
に伝えたいこと

紹介した。

る看護管理者の役割」にお
なるので、チリ地震は東北
とは何か、どんな思いを持

でも津波は起こり得る、と

回の地震でも神社のすぐ近

いて、パネリストを務めさ
地 方 太 平 洋 沖 地 震 の 一・四
っているか、②震災への備

伝えした。

せていただいた。限られた
の五乗、すなわち約五・四倍
え、対応について全国の同

パネルディスカッション
で伝えてきたこと

時間ではあったが、私から
ものエネルギーを持った地

に大きな規模の地震であっ
人が見つかったが、次の一

看護管理者の方々か
らの伝言

は①東日本大震災の概要、
震ということになる。

た。これまでに観測された
年間では三一一人、その後

ド は 実 に Ｍ 九・五 で あ っ た。

②看護管理者の方々からの

地震の中で最大の地震は日

東日本大震災の概要

普段から非常時のアクショ

観地震による浸水範囲と今

知を出してＢＣＰ（事業継

とを強調して、まず自分の

いるからである。

ることを地道に着実に、や

「災害は忘れる前にやって

り続けましょう」と呼び掛

「災害発生時に一人でも

その先何人もの患者、地域

けて、私の話を終えた。ど

命を守ることを最優先にし

住民を助けることにつなが

続計画）の作成を各病院に

Ｐの考え方に基づいた災害

ること、そのことを看護ス

回の地震の浸水範囲とがほ

対策マニュアルについて」

れだけ役に立つ話ができた

ンについて話し合い、その

また、仙台市若林区にあ

において「ＢＣＰの考え方

かは心配なところはあるが、

くる」かもしれない、とい

る浪分神社に、江戸時代に

タッフ一人ひとりにも繰り

今後も機会があれば、引き

犠牲になる人が少なくなる
にあること、それによって

仙台平野を襲った津波（慶

に基づいた病院災害対応計

返し伝えてほしいことをお

続き伝えるべきことは伝え

てほしいと呼び掛けた。そ

いざという時には家族、知

画作成の手引き」も示して

④については、忘れない

伝えした。

して、自分を助けることが、 よう、一人ひとりが、でき

人も同じように避難してい

長三陸地震津波）の際、こ

いるものの、いまだ全病院

要請しており、翌平成二五
⑤については、弟の事例

ると考えて、自分の身を守

の神社のある場所で波が分

のうち、ＢＣＰを策定して

年には「病院におけるＢＣ
を引きながら、仙台市の震

ることだけに専念できる態

あったものの、そのその伝

勢になれることを指摘して、 かれて引いた、との伝承が

ていきたいと考えていると

ぼ一致することなども紹介
間違いないが、ただし、そ

災前の津波ハザードマップ

日常からの相互の信頼関係

こと、伝え続けることによ

ころである。

した。
の「経験知」が普遍的なも

大きく改定されたことを紹

な検証が必要ということで、 が震災による被害を受けて

のかどうかについては十分

介した。その上で、ハザー

いる割合が二五パーセント

って、次の災害による被害

通りに行動するように申し

いくつかの「経験知」につ

ドマップはある条件内で想

承が震災前には地域に伝わ

に留まっていることをまず

合わせておくことがベース

いて、以前この連載でも検

があってこその「てんでん

っていないかったこと、今

うことで警鐘を鳴らさせて

証した。今回は、①津波の

定される被害予測であり、

こ」であるということをお

いただいた。

前には引き潮がある、②仙

実際にはその条件を上回る
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前号でも紹介した通り、

伝言、③「経験知」は正し

本にも大きな津波被害をも

はずっと二桁台か一桁で、

震災における「経験知」

台平野に津波は来ない、③

が貴重なものであることは

④については、江戸時代

たらした一九六〇年のチリ

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

「経験知」は正しいか

昨年三月からの一年間で見

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

地震で、そのマグニチュー
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仕事や街歩きからの帰り
り広がる光景である。

台市立芸術大学』が横たわ

ここに全く別の大学『仙

仙台市立芸術大学の事
道、私は仙台の旧城下町北

富んだ大都市への変貌を目

を目指すなら

つまり芸術大学を持つ事

大都市は言うに及ばず、愛

る。関東以西には前述の三

厳然とした事実が一つあ

芸術の社会的地位を示す意

の地域の芸術に対する姿勢、 生を集め山形市を東北芸術

はなく大学とする事は、そ

の力があるか？専門学校で

何故、芸術大学にそれ程
東北を背負い、各地から学

さに「東北の代表」として

った「芸術大学不要論」だ。 風土が育つべくもないよう

人々」の固定観念としてあ

何といっても長年「地方の

自ら何かを生み出すという

やはりこのままでは仙台に

術的発展の拠

とはいえ、芸

繁栄してきた

都市として

事になる。

た記憶は今も古びていない。 周知の通りこの東北最大と

を抱くかも知れない。芸術

の力を借りて（盗んで？）

結局東京や海

ところで、山形の芸工大

発展しようというのであり、

論んでいるように見える。

で、その地域は独自性を獲

理由には、いくつか考え

いわれる都市には芸術系大

を学ぶ教育機関は確かに必
と秋田の「秋美」の建学理

られるだろう。一つには、

外に出て行く

得し、その誇りの下に発展
念には微妙な違いが感じら

つまり仙台は尚も他地域

要だが、それは「大学」で
れる。山形の芸工大にはま

聞いた事のある人はまず
知県立芸術大学、金沢美術

学が存在しない。

ある必要があるだろうかと。 する事ができるのだ。

って郊外の丘陵地・台原に
いないだろう。それもその
工芸大学、九州芸術工科大

かみすぎ

部、高級住宅地の上杉を通
昇っていくのであるが、こ
はず、私が空想上に作り出

高、戦後に宮城高等女学校

がっている。もと旧制第二

しかし実は、私がここ仙

し、これら（九州以外）は

学が存在しない事が、仙台、 公立の芸大が各地方に存在

台に移住して以来、この大

協定で結ばれている。

もあるのだ。

要な国力・地域力の証明で

アピールできる、一つの重

神的な豊かさを地域外にも

学（ 近 年 九 州 大 学 に 統 合 ）
、 味を持ち、云わば人々の精

いうか、他県とか、東北と

る。いかにも秋田らしいと

まで秋田の活性化を標榜す

一方の、秋田美大はあく

だ」と盛んに言われて苦し

大なんて作ってどうするん

だろう」
「こんな田舎に芸

な野心を感じる事ができる。 「芸術では食べていけない

の拠点にしようという壮大

められたという。

指しているのであって、決

東北全体の芸術立国化を目

い。山形の活性化、更には

ば、複雑な心境かも知れな

山形の芸工大にしてみれ

こなかった仙

に入れられて

の開発が視野

術都市として

大学がなく芸

点となるべき

した架空の大学なのだ。

を経て長きに渡り東北大学
いや東北の七不思議の一つ
ところが、東北・北海道

に思われてならない。

の上杉に現在三百平方メー

農学部であった土地で、一
のように思えてならなかっ
については、国立の教育大

山形の芸工大創立時にも

トルほどの巨大な更地が広

昨年に敷地内の磐上・雨宮
＊

たのである。

大学の映画学科を目指して

ションが建つ予定だという。 画製作を夢見て一時芸術系

商業施設や医療施設、マン

いた。結局、私立という事

のが存在しなかったのだ。

り芸術の大学教育というも

以外、戦後四十年以上に渡

学の教員養成向け専攻など

「日本文化の源流ともいえ

念にも明らかである。

東北芸術工科大学の建学理

ようやく山形県に誕生した

芸術大学が地域のアイデ

もない理想を、歴史学者の

はり東北にはどこかに途方

感じられていいのだが、や

らしい現実主義、堅実さが

ある事は、遂に一九九二年、 んそれはそれで、公立大学

ンティティと密接な関係が

故・高橋富雄氏が平泉藤原

意識が感じられる。もちろ

く地元・秋田が第一という

かは二の次であり、とにか

感に包まれており、その突

つつあるという大きな危機

失い、自らの魅力も見失い

方衰退の潮流の中で活力を

なものだ。往年の山形は地

い理由は、山形とは反照的

ずの仙台市に芸術大学がな

に比べても田舎ではないは

逆に、決して山形市など

るかも知れないが。

いく、という道も考えられ

形・仙台両面から実現して

工大の考える芸術立国を山

面をリードして動かし、芸

ては、山形から仙台の芸術

ではない。考えようによっ

して仙台の発展が目標なの

ろうか。

く必要があるのではないだ

自ら、内側から変革してい

を標榜するならば、やはり

け皿がない。真の芸術都市

りな芸術を目指す人材の受

高度で大掛か

台には、より

の表れなのだろうか）
。

大学が欲しい、という渇望

かも知れない（いや、結局

の潮流が生まれつつあるの

超越した独自の芸術的進化

沖縄県立芸術大学といった

両神社を除く全ての建築が

以前拙稿で紹介した、仙
これは何を意味するのだ

る東北の地に軸足を置き、

「東北の地には、縄文時代

ます」

その使命としてとらえてい

分恥ずかしいのだが思い切

ずかしげもなく（いや、多

「東北ルネサンス」とか恥

開学に際して「縄文」とか

考えてみればこれは決して

感から、芸術大学を建てる

展しているというその安心

現在に至っても仙台が芸大

ではないだろうか。しかし、 打たれた格好だ。おそらく

アイディアが出なかったの

を持たないのも、既に隣県

仙台は完全に山形に先手を

術大学の創立については、

無論、東北を代表する芸

縁な言うなれば「無頼」な

育の権威とも箔づけとも無

人もいるが、多くは高等教

夜な夜な集まる。大学出の

詩歌や文学に関わる人々が

真に逆境の中に立たされた

実現するのは、この都市が

れば、仙台市立芸術大学が

は多くの音楽、美術、写真、 とでも言うように。だとす

店・ 純 喫 茶『 星 港 夜 』 に

時という事だろうか。

他とは違う「反骨の証」だ

しかし、私は思うのであ

ぎる事であった。

が東京を目指すのは必然過

なく、東北以北の映画少年

学校ですら関東以西にしか

立が各ほぼ一校ずつ。専門

フ、そして今は独立国のア

ー、ウェールズのカーディ

エディンバラとグラスゴ

圏では、スコットランドの

東北との対比で久々に引

流を見ることができます」

日本人としてのルーツ・源

れた弥生以前の、純然たる

の合理化・効率化に支えら

文化の影響を受け、生産性

九十年代より独自の音楽祭

毛の地」と呼ばれながら、

仙台は戦後長く「文化不

決して仙台自身の力による

的な思惑の結果であって、

さて、そこで仙台である。 北管理など古くからの国策

てしまうのである。

ものではない。いわば仙台

違いである。というのも、

しかし、それは大きな間

やワークショップを展開し

どのアートスクールが講座

一方で『仙台藝術舎』な

だ発展途上の芸術都市・仙

彼らが織り成す、まだま

など鼻で笑う無頼の芸術家。

仕掛人、そして大学の権威

わる実験的学校を展開する

うな若者らがそこに集って

ら？もっと言えば、同じよ

のより安い国公立であった

それが私立ではなく、学費

の芸大がある事でわかるよ

係ではない。沖縄にも公立

神や誇り高さは決して無関

事で波紋を呼び、いかに東

が認可を取り消そうとした

当時の田中真紀子文科相

れっきとした芸術都市と認

よって次々に創出し、今や

民のアイディアと行動力に

ト」といったイベントを市

を引き寄せ、芸術的要素に

られた東北芸工大から人材

仙台は次に隣県山形に建て

その自覚があるか否か、

ほとんどないので、その道

でいえば、映画会社などが

いのだ。映像を学んだ学生

らしく、北日本には大学を

い札幌市でも起こっている

やはり芸術大学の存在しな

ていきたい。

私もここに参加して見届け

れるのか。甚だ不肖ながら、

やってきた人材、大学に代

山形や秋田の芸大を経て

る。あの時、仙台に同じよ

イルランドのダブリン、全

二〇一三年には秋田公立

て宮城・東北の芸術家や運

台でこれから何が生み出さ

いれば、仙台の街はどうな

うに、芸術大学はその地方

北の地に芸大が望まれてい

識されている感があるが、
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いわがみ

取り壊され、今後は巨大な

台城下町の遺構・四ツ谷用
もあり美術や音楽の学科よ
ろうか。もはや「芸術に大

実は私は高校生の頃、映

水の復活案の舞台となって
学は必要ない」など詭弁に

考えてみれば、山形の芸

りも数段高い学費を知って

工大も秋田の「秋田公立美

私はこの広大な更地を横

現在、実際にこの街に息
芸術とデザインの力で、現

しかし、筆者は敢えてこ

しか聞こえない。これはれ

破口として、芸術の潜在的

時目指す土地は当然という

氏を指して言ったように

目に通り過ぎる時、いつも

術大学」も、時代の危機感

「馬鹿真面目」に追究する

づき、既に活動を展開して
代社会の抱える様々な課題

こで仙台は自前の芸術大学

っきとした「北方格差」で

活性力を見出したのだ。

べきか、迷わず東京であっ

と逆境の中で生まれた。あ

ある妄想に取り付かれる。

たかも東北の芸術のみが、

から一万年を超える長きに

仙台にとって健全な状況で

の多くは仙台に来て活躍す

・隣都市にあるし、卒業生

一方の仙台には、一見発

私の長年行きつけの喫茶

を解決できる人材の育成を、 姿が欲しい。それでいえば、

を創立すべきだ、と考える。 いる芸術家は少なくない。

はなかったのだろうか？

き合いに出すが、
英国の「北

って）掲げてしまう芸工大

はない。というのも、仙台

る芸術家たちである。
ての主要都市に芸術系大学

美術工芸短期大学が東北第

実際には芸工大の卒業生が

営者を育成するという動き

シンガポールナイト

方」に位置する所謂ケルト

渡り（中略）そこには渡来

の方に限りない愛嬌を感じ

の発展というのは中央の東

るし、という事を考えてし

うな大学があったら、私は

が設置されている。この事

の持つ立地的利点が引き寄

もある。同じような流れは
っていただろうか？と。

の誇りであり、アイデンテ

るかを改めて浮き彫りにし
ここで、多くの人は疑問

ィティの拠り所でもある。

まうからだろう。

どうしていただろう？更に

と、これらの地域の独立精

二の四年制芸術大学となる。 や冬期の「光のページェン

家としての活躍の場が少な

せた幸運と言うべきものだ。 仙台に来たとしても、芸術

学は東京、大阪、京都に私

た。当時、映画を学べる大

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。

＊

敢え無く断念したが、この

東北だからこその芸大、を強烈にアピールする芸工大
（東北芸術工科大学HPより）

いる場所でもある。
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シリーズ 遠野の自然
遠野 1000 景より

様々な色合いが鮮やかに変

が白露という季節である。

そうした心持ちになるの

ある。

深く突き刺さるはかなさが

華やかで味わい深く、心に

っての夏の花火がまたいい。

そうした季節の交代を祝

く、世代の交代もある。

また季節の交代だけでな

のも四季があるおかげ。

こうした情緒を楽しめる

りとの別れがダブるのだ。

生の夏とを重ね合わせ、盛

にそう思う。季節の夏と人

六十六歳にもなると余計

感傷的な気分を引き起こす。

喧騒が突然消えていくのが

夏のギラギラした太陽の

てもさびしく感じる。

夏が終わりかける頃はと

「遠野の白露」

化する季節である。

後の祭り
クロアゲハの産卵
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幼女剣士

なごり

湧水鹿踊

花火
斜めの鳥居

花火２
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中鉢美術館（宮城県有備館）再訪
東北古代鉄は北方ルート伝来
それだけでなく、もう一度

合せが主目的であったが、
たほど人気の博物館になっ

うので、話が何度も中断し

から直接話が聞きたいとい

く相容れない。つまり、湾

製造方法が異なり、まった

刀」と日本刀は、最初から

半 島 経 由 で 伝 わ っ た「 直

北海道の恵庭、平取町の二

切りに開始した今度の旅は、

朝鮮半島経由の伝来ではな

風谷、阿寒アイヌコタンと

ったが、どうしても見たい

訪問がむずかしい状況とな

楽しみである。

ろう。それの再現は今後の

ずれ発掘が進めば時代が遡

し時代が離れているが、い

ーを飛ばし、何とか間に合

うように途中駅からタクシ

一心で、閉館時間に間に合

ほんとうに来てよかったと

展示であり、数だったが、

展示されていた。予想外の

辺から発掘された蕨手刀も

また、資料館には恵庭近

である。

るという説明パネルの文章

三万年前の人類の痕跡があ

一番の収穫は、北海道に

るであろう。

った。

思った。

やはり、実物が最高であ

の手がかりを探す目的もあ

の古代の鉄や日本刀ルーツ

から発掘された複数の女性

カリンバ遺跡（縄文遺跡）

数年前になるが、恵庭の

せた衣服は再現されていな

ーが主であり、それに合わ

発掘物は櫛やアクセサリ

像以上で良かった。恵庭に

さらに、土器の展示も想

五千年も遡ることになる。

うことであったが、それを

る。写真では伝わらない迫

り、さらには縄文文化とア

のアクセサリーの遺物を書

定説では、人類が大陸か
これで北方伝来の日本刀
ルーツの痕跡が確認できた。 ら北海道に渡ってきたのは
いまから二万五千年前とい
イヌ文化の関係を探索する

この出会いで、さらに埋

きっとさぞや華やかな色

力がある。

旅でもあったが、上々のス

おける縄文文化の痕跡がし
地味な色と形の、いかに

彩が乱舞した衣服であった

最古の縄文土器からは少

を感じた訪問だった。

もれた古代史発掘の必要性

かった。
タートだった。

も原始人といった従来の縄
文人のファッション感覚を
一瞬で破壊するようなイン
パクトがあった。
真っ赤な櫛を多数頭に刺
し て い た。（ 画 像 参 照 ） 鮮
やかな赤である。
そこで、恵庭のカリンバ遺
跡からの出土物を直接見て
みたいとかねがね思ってい
た。それが九月八日によう
やく叶った。
発掘物は恵庭市郷土資料
そこを訪問する途中、ト

館に展示されている。

っかり確認できた。

籍で見てとても驚いた。

足を延ばし、東北と北海道

縄文ファッションイメージを打ち破る

恵庭の『カリンバ姫』との対面実現

に強制移住させられたので
ある。

東北の古代鉄の伝来ルート
ていた。最近では特に、海

曲した日本刀は直刀を曲げ

結論から言えば、たいてい

いのである。

【カリンバ姫たち】の
ファッション想像図

全国の日本刀の産地の刀
鍛冶はルーツをたどればみ
な東北刀鍛冶である。
また、東北古代鉄に関し

ては、最近の考古学会でも

ようやく古代東北鉄は朝鮮

半島経由ではなく、もっと

北側の大陸から伝来したと
いう見方が広がってきた。
中鉢館長の主張が、考古
学会にも認められるように
なったのである。まことに

を再確認したかったのと、
外からの熱心な日本刀ファ

て造るのではなく、初めか

喜ばしいことである。

美術館内にあるパネルで日
ンも訪れるという。

本刀及び東北古代鉄への情

の人は驚くが、古代東北に

ではどこか。かつて日本

宮城県の中鉢美術館を皮

本刀のルーツを再確認した

取り上げた、宮城県北西部
熱的な話を久しぶりに聞き

ルーツがある。大半の人は、

刀鍛冶は東北にしか存在し

ということは、日本刀は

ら湾曲しているのだ。

の有備館地区にある日本刀
たくなったからでもある。

日本刀は備前などがルーツ

なかった。しかし、東北刀

日本刀ルーツに関しては、

専門の「中鉢美術館」に九
打合せ中には、美術館を

だと思っている。

さらには、中鉢館長の日

かったからである。

月七日に再訪し、中鉢館長

鍛冶は「俘囚」として全国

【北海道縄文を探索する旅】

ラブルが生じて、予定日の
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中鉢美術館

との楽しい懇談が実現した。 訪問する人が次から次へと

以前、当新聞の記事にも

館長の美術館設立動機を思い出す
しかし、古代日本に朝鮮

日本刀の系譜

蕨手刀

恵庭市郷土資料館

ひっきりなしに訪れ、館長

モンゴル刀

【古代の鉄を探索する旅】③
筆者の次の映像作品の打

鉄の伝播ルート・・・北方ルート
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平取町二風谷アイヌ文化博物館
縄文とのつながりが見える

が行われており、そこの人

そこではアイヌ民芸実演
をお知らせしたい。かつて

景色が素晴らしかったこと

裏側に回ったときに見えた

二風谷コタン案内板

であると同時にそれぞれの

関係を探索するという点で

や沼で使っていた船は、写

アイヌの人々が日常、川

の収穫は「船」である。

買うついでに、アイヌ文化

真にあるような「丸木舟（チ

コロボックルのみやげを

を惹かなかった。

非常にきれいで、全体では

に関する書籍類はないかと

チーム内でのハーモニーが

いままで聞いたことがない

ブ ）」 と い う が、 民 芸 店 街

にある資料館で見つけたの

聞いてみたがほとんどの店

次々に舞踊が披露された

には置いていない。

が、ある舞踊の解説に「ア

ような合唱であった。
前日は千歳から釧路に移動

が「外洋船」の写真だった。
途中カーナビは違った道

けてきたので、何かのお引

ずっとこのことを考え続

ヌ文化の一端にほんの少し

にすべて読み終えた。アイ

を案内して道草を食ったが、 き合わせかと思ったほどだ。 あまりに長い乗車時間の間

アイヌコタンに向かった。

もうアワとヒエの酒復活は

これらは、翌日の帰郷の

てあるだけ全部買い求めた。

アーだった。

四泊五日の実りある弾丸ツ

ので、ここでつながった。

も海洋民族だと考えている

もあった。筆者は、縄文人

唯一置いていた店で、民
し宿泊し、翌日の九月十日

ワとヒエの酒」が出てきた。 話集、アイヌ語辞典を置い

何とか到着してすぐに古式

触れることが出来た。

が立ち並んでいて、一軒ず

また、この一帯は工芸店

やるしかないと決めた。
の女性が唄う歌に驚いた。

つのぞいたが、筆者の興味

まず、最初に聞いた五人
二人と三人に分かれた輪唱

縄文文化とアイヌ文化の

舞踊を見学した。

アイヌ民族は海洋民族で

早朝に、レンタカーで阿寒

【アイヌ文化探求の旅】②

には、アイヌ文化の学習は

いったいどこに祖先をこ

たちといろんな話をした。
のアイヌ文化の自然崇拝思

阿寒アイヌコタン
やはりアワとヒエの酒だ！

当然だが、今回のツアーは
縄文文化とアイヌ文化の関
そこで平取町から出土し

係を探索する旅でもある。
た縄文土器とアイヌ文化の
関係を考えてみた。
周辺から出土した土器の
系譜から分かる通り、そこ
は確かに縄文文化が根付い
ていた場所であり、その後
筆者は常日頃から、アイ

アイヌが継承したのである。
ヌ民族は現在の日本人同様
に縄文人の末裔であり、共
通の祖先を持つと考えてい
るが、その祖先も軽視し、
親戚同士のアイヌ文化も軽
視し、自分たちとは無関係
のものと考える傾向がまん

九月九日、千歳からレン
れほど粗末に扱う国民がい
最後に休館だった紗流川

風変わりな旅人と思われた

想が偲ばれるほどの景色だ。

歴史館の入り口が工事中で

にちがいない。

ヌ住宅」が並んでいる。

広い敷地に多くの「アイ

タンへ向かう。片道九十分。 るのか、不思議でならない。

タカーで平取町の二風谷コ

風谷という地名はよく聞く。 延している。

アイヌ文化といえば、二

【アイヌ文化探求の旅】①

アイヌコタンに来たから
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アイヌ昔話やアイヌ語辞書類

古式舞踊を舞う女性たち

二風谷アイヌ資料館
萱野茂
出土土器

外洋船

古式舞踊案内置

丸木舟（チブ）
施設北側の風景
平取町出土の土器の系譜
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