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＜＜東北魂＞＞を鼓舞する
電子新聞

毎月発行

【当新聞発行責任者
兼編集長兼記者紹介】

全国に分散した奥州刀鍛冶の悲しい歴史を掘り起こす

豊】

『鬼がつくった日本刀』

撮影開始

たが、適度なところで妥協

た東北の歴史のひとつだ。

くった日本刀』も、消され

この映像企画―『鬼がつ

史が消された。

それは東北の埋もれた歴

して降伏したが、東北だけ

他の地域でも戦いはあっ
たいが、右の画像が彼らの

この半年間、次の映像企

は降伏しなかった。

より明確となってきた。

刀鍛冶」と呼ばれる職人集

行く末を如実に示している。

史を掘り起こすということ

経過した。

団がいたが、彼らが日本刀

画をいろいろ模索してきた

しかも初戦は完全勝利し

この行く末を聞いて、憤

たので、面子をつぶされた

らない東北人はいないだろ

『東北の消された歴史』

である。

朝廷との戦いは長期に及び、 掘』は当新聞の今後の活動

しかし、彼らのその後に

ら、宮城県岩出山で撮影を

と言い換えても言い過ぎで

の作り手、担い手であった。

う。そしてこの歴史を埋も

開始するところまでこぎつ

が、いよいよ今月十六日か

い人はまずいない。しかし、 辿る道は実に悲しい。住み

れたままにして良いと思う

日本人で日本刀を知らな

慣れた東北の地を強制的に

はないかもしれない。

けてきた東北だが、裏返せ

の芽をことごとく、徹底的

歴代の政権は東北の再浮上
見せるのだ。

の主要部分を占めていく予

『東北の埋もれた歴史発

日本刀のルーツが東北にあ

けた。

ついに力尽きた。

東北人もいないだろう。

ば、かつては朝廷と三十八

に摘んできたのだ。

時の権力と戦い、負け続

そこから、映像企画―『鬼

移住させられたのである。

折があったが、映像世界は

年間もの長い間戦い続けた

この間さまざまな紆余曲

ることを知る人は非常に少

まったくの未経験者であり

実力を有していたというこ

三弾も準備中

こうした戦いを踏まえて、 定である。第二弾に続く第
筆者の郷里である宮城県

ながら、無謀にも潜り込ん

第二弾の撮影開始まで

涌谷町の七千年に亘る歴史

だその世界をいろいろと勉

とでもある。

がつくった日本刀』は、予

を取り上げた映像を今年三

強してきた。

想もしないような深まりを
詳しくは、来年三月の公

月に上映してから約半年が

結果として、あらゆる歴
開を楽しみにしていただき

右も左も分からず、教えら
れることを意味もよく分か
らず実行してきたというの
が実情だった。
そうした紆余曲折、反省
を踏まえた映像企画である
ので、少しは進歩したと自
負している。

東北の埋もれた歴史
を発掘する
それだけでなく、連続し
た映像企画を貫くテーマも
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【鍛冶神像掛図】・・・鬼とされた奥州刀鍛冶
ない。おそらく東北人でも
そうであろう。
次の映像企画は、この日
本刀の歴史を紐解くところ
から始まる。
かつて、東北には「奥州

宮城県生まれ、66 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。

土 曜 日

， ＴＯＨＯＫＵ！
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〒 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

中鉢美術館

閉寂（ふさちか）

舞草刀

東北の埋もれた歴史を発掘する映像企画 第二弾
『鬼がつくった日本刀』 11/16から撮影開始
【砂越
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第63回
水産業再興のための
料理レシピ紹介
【サバのトマトソー
スのせ】
福今日の試作は、タイムの香り
を使った、サバのトマトソース
のせ。オリーブオイルでニン
ニクとトマトを炒めたソース
が美味です。とても手軽に出
来ました。
（松本談）

郷土料理愛好家
松本由美子氏

『材料』 サ
 バ切り身 4 切れ、トマト ２個、ニンニクみじん切り 2 片 、玉ねぎ千切
り、 オリーブ油 適量、タイム 適量
『作り方』オリーブオイルをひいたフライパンにタイムの枝を入れ、油に香りを移

して取り出します。そのフライパンで玉ネギをさっと炒めて皿に盛ります。サバ
を両面焼いて、玉ネギの上に乗せます。同じフライパンにオリーブオイルを少し
足して、ニンニク ( みじん切り )、トマト ( みじん切り ) を炒め、塩・コショウで調
味します。そのソースを盛ったサバの上にかけて、タイムを乗せるとおしゃれな
出来上がり。ニンニクとトマトのソースが美味しいです。
（松本談）

日本を取り巻く漁場では「魚種交代」という現象が起きている！
秋の味覚を代表するサンマの不漁が食卓に打撃を与えている。魚屋の店頭や海鮮
料理屋で見かけるのは小さなサンマばかり。イワシやスルメイカの漁獲も不振が
続く。しかし全ての魚が捕れなくなっているのではなく、マサバなどは漁獲量が
増えたようだ。どうやら日本を取り巻く漁場で「魚種交代」という、数十年規模の
変化が起きているようだ。

サンマ不漁記事

不漁のスルメイカ
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写真でお伝えする

東北の風景

紅葉

写真撮影 尾崎匠
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生した。断水の被害はとり
上陸数などを見ても、今年

と台風の発生数、接近数、

かし、過去の台風のデータ

いうような印象がある。し

規模も大きくなっていると

数が増え、台風そのものの

「大型」であり、その広範

だが、大きさは依然として

い」までに下がっていたの

「非常に強い」を経て「強

あり、強さは「猛烈」から

豆半島に上陸したばかりで

か用心しながら進んだ。幸

くなっているところがない

ったが、とにかくさらに深

り得ない情景に大いに戸惑

るのか、目の前に広がるあ

にある住宅地が冠水してい

くて、そこより高いところ

った。いったいどうしてこ

者が出たことは衝撃的であ

け福島県内で三二人もの死

とは間違いないが、とりわ

たのが台風一九号であるこ

大きな人的被害をもたらし

今回の台風のうち、最も

っていたのである。

つながるような総雨量とな

の決壊、土砂崩れの発生に

よって、河川の増水、堤防

れが間断なく続いたことに

ったのである。ただし、そ

えなさそうな雨の降り方だ

る。すなわち、危機感を覚

関ＮＥＲＶ防災」などがお

ｏｏ防災アプリ」
、
「特務機

フージャパン防災速報」
、「ｇ

ＨＫニュース・防災」
、
「ヤ

の活用をお勧めしたい。
「Ｎ

めにはスマホの防災アプリ

することが必要で、そのた

に自ら積極的に情報を収集

ることにつながる。

ではいち早い避難が命を守

いるという。こうした地域

ら一キロの範囲に集中して

割は本流と支流の合流点か

回の堤防の決壊のうちの八

ー現象」の頻発である。今

つながる「バックウォータ

風共に強くなっていた。た

だったが、その頃には雨、

職場を出たのは二二時頃

水氾濫」だったのだろう。

後から思えば、
これは「内

いなかった。

なく、自宅付近も冠水して

Ｋが既に分析していた。そ

そのことについてはＮＨ

すことになったのだろうか。

れほど多くの人が命を落と

である。地震であれば揺れ

するかは本当に大きな課題

把握し、いかに安全を確保

身に迫る危険をどう正確に

ドマップ」を確認して、自

省が作成している「ハザー

ある。各自治体や国土交通

平時の情報収集も重要で

や雪といった悪天候の中で

状況からは分かる。車は雨

も、今回のこの福島県での

場合の車での避難の危険さ

にかけては、西日本から東

一〇月二四日から二六日
時間、六時間、一二時間、

五 〇 〇 ミ リ を 超 え た。 三

た の を 始 め、 一 七 地 点 で

えて河川敷まで水に浸かり、 る。元々その区域は周囲よ

場近くの広瀬川は水量が増

自転車で帰路に就いた。職

程度の雨、風だったので、

えて水が溢れ出す現象であ

から排水できる許容量を超

降った雨水が下水道や水路

て命を落としたことが明ら

人は住宅の一階にとどまっ

て命を落としたこと、一四

一四人は車の中か屋外にい

れ に よ る と、 死 者 の う ち

いのである。

の五感を通した判断が難し

風に関してはそうした自分

度判断できる。しかし、台

さで避難の必要性をある程

が来た際にその揺れの大き

どこなのかをしっかり把握

の上で安全な避難ルートは

が想定されているのか、そ

にどこにどのくらいの浸水

に今回のような風水害の際

ような危険があるのか、特

分の住んでいる地域にどの

室内に浸水してくるし、さ

ドアよりも水位が高ければ

足元からの水には実は弱い。

くる雨や雪についてである。

はあくまでも上から降って

うに思われがちだが、それ

も走るので、水には強いよ

既に道路が冠水している

一一月八日現在でもいまだ
に見舞われたのは事実であ
だし、レインコートを着て

心に広い範囲に停電と断水
日本、北日本の太平洋沿岸

り若干低いのか、通常の雨

かになっているのである。

勧めである。

に復旧していない地域も存
る。一〇日から一三日まで
自転車に乗ることはできる

をもたらした。被害が広範囲
二四時間降水量の観測史上

川幅がものすごく広く見え

の際にも周囲に比べて長く

こうして見ると、自分の

るので、まだ振り返るには早
在する。一一月一二日で一
の総降水量が、神奈川県の

「命を守る行動」とは

わけ甚大で、宮城の丸森町
囲に及ぶ影響の大きさは感

い、その区域を抜けたら、

台風の被害から
どう身を守るか
相次いだ台風被害
や福島の相馬市の一部など、 が特に多かったというわけ

隣の区域にはほとんど水は

いのかもしれないが、今年は
カ月になるが、いまだ合わ
箱根で一〇〇〇ミリに達し

これから来る可能性もあ
じられた。

台風による大きな被害が相
せて二七〇〇もの人が避難

に亘ったことから復旧にも
に沿って進んだ低気圧に向
一位の値を更新した地域も
た。

ただし、記録的な雨と風

次いだ年だった。まず九月九
生活を送っている。

ではない。

日に千葉市付近に上陸した

時間が掛かり、断水が九月
かって南から暖かく湿った
多 数 あ っ た。 風 に つ い て

が遅れたことによって命を

か。五感では判断できない

仕事中など、自宅以外にい

が困難になる。エンジンル

でドアが開かなくなり脱出

しておくことが必要である。 らに水位が高くなると水圧

様子が変わってきたのは陽

ら昼に掛けては風もほとん

場で仕事をしていた。朝か

う。一二日は仙台市内の職

身の体験をお話しようと思

台風一九号に関する私自

転車も軽いギアでないと進

も通り自転車で出勤できた。 来ていて、水の抵抗で、自

どなく雨も小降りで、いつ

めない状況である。なぜ川

いた。膝下くらいまで水が

何とそこがひどく冠水して

に向かおうとしたところ、

の住宅地を通って自宅方面

れて名取川を背中に川沿い

て上った。そこから道を折

ら、アンダーパスをくぐっ

たのでやや拍子抜けしなが

の危険を伴ったかもしれな

を夜間ウロウロするのは命

かもしれず、そのような中

はさらに激しいものだった

河川の増水や住宅街の冠水

あった。もし今回の台風が

ないだろうとの甘い読みが

今回も恐らく大したことは

から三〇ミリほどにとどま

地域では一時間に二〇ミリ

一地点のみで、それ以外の

観測したのは福島県内では

量で見てみると、五〇ミリ

ころが、一時間当たりの雨

から三倍に達していた。と

の一〇月一カ月の実に二倍

て通過することが多いため、 は、福島県内の各地で平年

が勢力を弱め、速度も上げ

っていた。このことも避難

強い」や「猛烈」であったら、 を超えるような激しい雨を

「強い」ではなく「非常に

行動を鈍らせた可能性があ

た一三日にかけての総雨量

受動的である。より能動的

が得られないという点では

方でメールが来るまで情報

有効な手段ではあるが、一

た。これも避難を促すのに

配信した自治体も多くあっ

利用して災害・避難情報を

緊急速報メールサービスを

今回、各携帯電話会社の

このことに尽きる。

かる。そのことを十分頭に

にくくなり、そこから越水

水かさを増した本流に流れ

ぶつかる地点で支流の水が

は、河川の本流と支流とが

今回浮き彫りになったの

も持つべきである。

を「最低限」と考える目線

る。ハザードマップの想定

定を上回る事態も起こり得

ずに早めに避難を開始する、 れたものであるが、その想

入れた上で、空振りを恐れ

し、あるいは堤防の決壊に

プはある想定の下に作成さ

重要である。ハザードマッ

えておきたい。

るのか、平時から改めて考

ば「命を守る行動」が取れ

いない。その時にどうすれ

は繰り返し起こり得るに違

今後も台風による風水害

じておかないといけない。

になる。そのことも肝に銘

り下でギリギリということ

水深は、マフラーの高さよ

の中車で移動できる限界の

る。こうして見ると、冠水

いては身動きが取れなくな
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台風一五号は、千葉県内を中

二五日まで二週間以上に及
も、東京都の江戸川臨海で

ならばどうすればよいの

空気が流れ込むと同時に、

いずれのケースも、避難

日本の東海上を北上した台

橋の上から見るとやはりこ

となれば、別の情報を判断

ームに水が浸入し、エアク

一〇月一二日に伊豆半島
観測史上一位を更新したの

落としたのだと言える。福

る時に災害に遭遇する可能

水はけのあまりよくない区

風二一号の湿った空気が流

ちらの水量も増していたが、 域とは思っていた。しかし

性もある。そこから自宅ま

に上陸した台風一九号は関
を始め、七か所で最大瞬間

の根拠とする他ない。すな

れ込んだことで記録的な大

わち、気象庁や自治体など

東地方から東北地方南部を

島県や宮城県に台風が接近

が沈んでからである。一九

のすぐそばの窪地であるア

い。

めてである。

時過ぎには雨も風も強くな

ンダーパスが冠水していな

因として挙げられよう。

したのが一〇月一二日から

た。この他、海でも記録的

雨が発生し、再び土砂災害、 風速が四〇メートルを超え

後部のマフラーが水に浸か

もちろん、これほどの冠水

浸水害、河川の氾濫が発生

ると排気ガスが排出されず

堤防の高さまでにはまだま

縦断し、福島県で三二人、

そしてまた、東日本大震

やはりエンジンが停止する。

だ余裕があるように見えた。 を経験したのはもちろん初

宮城県で一九人、千葉県で

橋を渡ってから幹線道路を

今回のこの台風を甘く見て

災の際に嫌と言うほど思い

こうなるともう車に乗って

リーナーまで水に浸かると、
折れ、名取川と並行に通っ

このような時には、自分に

知ったが、これらハザード

での経路でどのような危険

な高波が観測され、過去最

ている道を進むと、ＪＲ線

とって都合の悪い情報を無

マップを妄信しないことも

から出される災害に関する

し、千葉県で一一人、福島

高潮位を超える高潮を観測

そして、当時の福島県内

視したり過小評価したりす

一三日にかけての夜間であ

一二人など、実に死者九五

したところがあった。いろ

いたことを反省している。

の雨量を見てみると、台風

る「正常性バイアス」が掛

燃焼に必要な空気を取り込

県で二人の死者を出し、住

をくぐるアンダーパスがあ

東北にいると、台風に直撃

一一日から福島県を縦断し

されることはほとんどなく、 が上陸する一日前の一〇月

めず、エンジンが停止する。

宅被害、停電や断水等ライ

る。そこが冠水していない

どこかよそに上陸した台風

があるのかについても確認

人という甚大な被害をもた

いろな要因があるのだろう

か用心しながら進んでいく

が必要である。

らした。広い範囲で河川の
フラインへの被害や鉄道の

が、台風の規模の割に雨の

と、全く冠水していなかっ

これだけ台風による大き

情報である。決してこれを

氾濫が相次いだほか、土砂
運休などの交通障害が発生

量や風の影響が大きく、被

電気、水道、道路、鉄道施

な被害が相次いだことで、

ってきた。この時台風は伊

私の体験

軽々に捉えてはいけない。

災害や浸水害が発生した。

害が拡大したように見える。

設といったライフラインへ

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

Ｆａｃｅｂｏｏｋ

今年は台風の発生数や上陸

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

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」

執筆者紹介

の被害や交通障害も多数発

我が身を振り返ってみて、 ったことも避難が遅れた要

人的被害に加えて住宅被害、 した。

自宅近くに名取川があり、 水が残っている印象があり、

んだ地域もあった。
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載せたりもしていた事を思

ランド音楽の話題や写真を

分が趣味としているアイル

域の比較をしたり、また自

トランドといった西欧の地

北とアイルランド、スコッ

二年当初、私がしばしば東

の関心も高まり、また当地

するように周辺ケルト圏へ

事となり、またそれに呼応

を巡っても世界中に周知の

については英国の 離脱

ンドの英国からの独立運動

くたった現在、スコットラ

しかし、その後一〇年近

する「ケルト圏」の音楽と

アイルランドをはじめと

＊

可能性を探してみたい。

変化してゆく未来の一つの

焦点を当てながら、東北の

闘する音楽家たちの姿にも

の魅力を伝え広めようと奮

北の各地で演奏し人々にそ

ルト圏の音楽と、それを東

なりに長く関わってきたケ

は、あらためて自身が自身

目にしない。そこで本稿で

言及するコラムなども未だ

点が感じられるのも間違い

きれない、紛れもなき共通

地域の伝統音楽には、隠し

しかしながら、これらの

極、まっとうな話である。

いた訳ではないだろう。至

ルランド音楽が演奏されて

であった古代、現在のアイ

イルランド人がケルト民族

ころだろうか。確かに、ア

呼ぶ者はいない、というと

とか「えみし音楽」などと

川舟唄などを「縄文音楽」

岩手の鹿踊りの囃子、最上

ックミュージックの起源に

ーベルらは彼らを育てたロ

ターニュのアラン・スティ

のドーナル・ラニー、ブル

登場である。アイルランド

音楽」にしてしまう天才の

を吹き込み、
「カッコいい

が訪れる。この音楽に新風

ころが、七〇年代に大変革

ンルに違いはなかった。と

もされない「ダサい」ジャ

若者たちに疎まれ、見向き

伝統音楽も元来は、地元の

めとする、
「ケルト圏」の

楽分野においてはアイルラ

スコットランドは伝統音

背景には何があるのか。

いる感があるのだが、その

楽に拘る演奏家が急増して

日本でもスコットランド音

ト音楽を訪ねて』にて日本

ト上で読める『世界のケル

ドに移りつつあると、ネッ

って「隣国」スコットラン

があるアイルランドに替わ

役は近年、長らく安定の感

った要因として、演奏しや

アイルランド音楽の広ま

ランドとは違うスコットラ

そして三つ目に、アイル

ども盛んに企画できるよう

を刺激し取り込むコンペな

た。これにより多くの人材

源として降りるようになっ

が、ケルト音楽の発展の財

ていた文化振興の為の予算

ラシック音楽方面に割かれ

である。近年、

が貴重な存在

し現在も各々

ンド独自の音楽特性がある。 他県にも散在

ン氏が綴っている。実際に、 になったのである。

のバウロン奏者トシバウロ

すいキー、即ち良い意味で

手県各地など

集中せずに岩

楽家も都市に

あり、また音

れば小規模で

は東京に比べ

ら活動や舞台

てきた。それ

ョンも行われ

ブでのセッシ

ケルティック・ミュージック
の舞台たる東北の事

い出す。実のところ、現在
域の音楽シーンもまた勢い

ってしまっていた。

もほとんどそれらについて
を強めていると聞く。

の好み・趣向のものなので

楽に関してはあくまで個人

いるのも野暮であるし、音

の共通性だとか繰り返して

ミュージックである。しか

ルが、このケルティック・

情勢が最も変化したジャン

でも、ここ一〇年二〇年で

歌やあらゆる民族音楽の中

そらくジャズ・ロック・演

感は掴めないだろうが、お

ーな音楽に関しては興味の

も、前述の通り特にマイナ

隆盛ぶりだ。隆盛といって

一〇数年、衰えを見せない

ルト圏の音楽」熱はここ

島国・日本においても「ケ

どういう訳か遠く東洋の

て現在のフランス中心に広

れてきたからである。かつ

幻想的概念であるとも言わ

で、学問的な定義が難しく、

体が近代以降に現れたもの

ケルト民族、という概念自

意が必要だ。というのも、

音楽」という呼び方には注

楽である。ただし「ケルト

色濃く残す地域に伝わる音

の所謂ケルト民族の文化を

ペイン・ガリシア地方など

ス・ブルターニュ地方、ス

ーンウォール地方、フラン

ールズ、イングランド・コ

ド、スコットランド、ウェ

と思う。それはアイルラン

あらためて解説してみたい

は何か、甚だ才不足ながら

て若者に疎まれる
「ダサい」

謡といえば古臭い音楽とし

までもなく民謡である。民

さて、ケルト音楽は書く

ていただく以外にないが）

（しかしこれも実際に聴い

うのないものなのである。

てきた何か、としか捉えよ

まれたかのように継承され

もの、古代から遺伝子に刻

を越えた「ケルト的」なる

があり、それは既存の国境

の魅惑的なうねりや高揚感

った。彼らの音楽には独特

はずだが、そうはならなか

本国に広がっていてもいい

がイングランドやフランス

関係ならば、共通する音楽

ない事だ。民族と音楽が無

少なからずおり、二〇〇〇

音楽に接近していった者は

までも、個人レベルでこの

ミュニティ形成には至らぬ

して一般の間にも、未だコ

が少数ながら存在した。そ

始め、早くからアイルラン

はザバダックや遊佐未森を

いてきたのである。日本で

識される程の時代が長く続

ケルト＝アイルランドと認

明確な文化が徐々に日本に

アイリッシュパブといった

その脈を鋭敏に感受したの

年もの間「英国の一地方」

せた独立運動である。三百

に最高潮の盛り上がりを見

まずは周知の、ここ数年

毎夜無数のセッションが繰

大都市グラスゴーを中心に

った。それが今や、近年美

というような事も普通にあ

年まで「何故そんな音楽を

ケルト音楽がある事を知り、 ンドに遅れを取り、つい近

ではケルティック・ミュ

＊

へと続いているのである。

音楽の復興の夜明けを迎え

れるのだ。この勢いは近年、

原動力となっていると思わ

ック・シーンを塗り替える

骨気質に相乗してケルティ

性格につながり、民族の反

が、現在の実験的・挑戦的

遠されてきたその特質こそ

にケルト音楽を学びに行く、 本のケルトファンからも敬

やってるんだ」というよう

ージックブームの最中にあ

化しているというのである。 独自のウィスキーとともに

り広げられるケルティック

る日本、なかんずく東北で

が重なって生まれたようだ。 ているという、ウェールズ

・ミュージックの先進地と

東北でのケルト音楽の拠

の現状はどうだろうか。

性に富んでいる。かつて日

音楽は複雑さがあり、意外

降、アイルランドはエンヤ、 な声が多数派だったという。 れてきたスコットランドの

かも知れない。特にこれ以

に位置づけられてきたスコ

ある音楽家の存在やギネス、 ーティストがアイルランド

アルタンなどインパクトの

ットランドにとって、初め

着実に知名度を高めていき、 術デザイン分野で知られた

も浸透していた事によって

て独立国・アイルランドと

点としては長く仙台が中心

で長らく他ジャンルに曝さ

れに対しクラシックが盛ん

の単純明快さがあるが、こ

に気づき立ち上がってこそ、 ージックは私たちの風土と

を見なかった。己の独自性

ンドは音楽もろとも日の目

んじている間、スコットラ

だ。
「英国の一地方」に甘

ランドを思い出してみるの

ここでやはり、スコット

しまうのであろうか？

京などへの集中に終始して

この地から消滅し、結局東

空しくケルト音楽はいずれ

知する東北。少数の努力も

っていくと、いま誰もが承

今後日本で最も人口が減

音楽家たちの苦心がある。

認知させ広め得るかという

てメジャーではない音楽を

おいていかに欧州の、決し

保守的な東北の中小都市に

って居を構えた地域、本来

景には各々の縁や信念によ

がりを見せている。その背

仙台に止まらない活動の広

更には青森県弘前市など、

岩手県盛岡市や大船渡市、

が目立つようになり、また

二十代の若い新世代の活動

めて、ケルティック・ミュ

り愛され続ける。その時初

して一人一人の心に染み渡

の厳しき大地の魂の音楽と

れなくなったとしても、こ

楽が飽きられ、見向きもさ

ば例えいつか東京でこの音

と誇りを持つ事。そうすれ

そがやっている音楽なのだ

いるのではなく、俺たちこ

上がる事。東北でもやって

事をやめ、東北として立ち

「日本の一地方」である

として手に取っていい。

を民衆の楽器「フィドル」

こそが、普通にバイオリン

な地位も肩書きもない人間

て欲しい音楽だ。私のよう

土を持つ東北にこそ根付い

味では長い逆境の歴史と風

年感じてきた。そういう意

きた民衆の文化であると長

の音楽であり、虐げられて

ト音楽はプロレタリアート

現状だが、個人的にはケル

趣味と捉えられているのが

本誌が創刊された二〇一

の想い・愛着は変わってい

文章でいくら説明してもそ

しながら特に日本での一時

い、聴いてもらうしかない、 ない人にはなかなかその実

の魅力はわかってもらえな

のブームに終わらない、そ

く分布し、多くの共通項を

ジャンルの代名詞だ。とこ

年代後半にはアイリッシュ

であった。東京などの動き

おう う えつげんぞう

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

ないのだが、あまりに地域

と考え近年はほとんどこれ

の演奏形態や技術、コミュ

ろがその本来ダサいはずの

パブでのセッションが広く

同様に民族の象徴、アイデ

とほぼ同時期からアイリッ

住。どの本屋に入っても、

の大都市部に比べて地方は

ら、その発展には東京など

今や日本全国に存在しなが

たその音楽コミュニティは

した記事を私は知らず、ま

動きについて、上手く解説

として定着しつつあるその

見解が長く為されてきた。

るのは誤りである、という

れをケルトとひと括りにす

成してきたのであって、そ

の中で違う特色の音楽を形

域がケルト以後も長い歴史

ムーブメントとして表出し

には静かな、しかし確かな

現象が、既に九〇年代前半

夢中になる、という奇妙な

いったのである。

現する、その胎動となって

でプロを目指す音楽家が出

この波はいくつもの要因

スコットランドの有名ア

に関連して書く事はなくな

ニティが新世代にも引き継

持ちながら単一民族であっ

民謡に本国のみならず、遠

ンティティの表現としての

民族とその魂としてともに

とりあえず郷土本の棚に

ド音楽に魅せられた音楽家

がれるような一大ジャンル

た事実もなく、そして各地

く日本の一部の若者たちが

行われ、またこのジャンル

音楽に目覚めたのだ。

シュダンスや演奏の活動が

輝きを取り戻したのである。 の文化となるに違いない。
東北人にわかりやすい例

ていたのである。
不利であり格差が生じてい

実際、アイルランドを始

ともに静かに栄える、東北
二つ目に、スコットラン

始まり、仙台の音楽祭での

向かって立ち読みを始め

えでいえば、津軽三味線や

そしてケルト音楽の牽引
る、という問題点について

日本ではまだまだ高尚な

ド政府による助成金の制度

今年10月、大船渡市で初めて催された
ケルティック・セッションにて

ステージやアイリッシュパ

る東北好きである。
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がある。八十年代まではク

第 90 号 http://tohoku-fukko.jp/
2019 年（令和元年）11 月 16 日（土曜日）

ぐって来た。月日の進行は、 被災に苦しむ住民がいる。

島の四季は進行する。その

めず、多少の変動を伴い列

人間の思惑など気にも留

気候変動のせいで台風が

大きな循環が確実に回転す

害をもたらした。いまでも

大型化したと大騒ぎするが、

ることに、他の動物や植物

今年もまた「立冬」がめ

老いの加速とともにどんど

安定した自然などはもとも

とともに感謝すべきである。

今年の巨大自然災害は大

とない。それは人間の勝手

ん速くなるように感じる。

洪水をもたらした台風。予

な願望にすぎず、常に変化

【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.

に身構える必要がある。

夕暮れと牛たち

報が外れ、関東だけでなく

ニシキギの実

長野県や宮城県に大きな被

2

水鏡

ヤマハマナスの実

エメラルド湖
夕暮れの猫神社
ナツハゼの紅葉
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シリーズ

遠野の
自然

「遠野の
立冬」
高清水夕景

遠野
1000 景より

離れて分かる、しかも西日本へ

都市部をせかせかと歩く人

が長かったのでとても疲れ
千年を越える歴史があり、
たりした。めったにテレビ
る。

とつではないと痛切に感じ

域とはまったく異なる独自

一遍の言葉ではない、他地

伝統を守り続けた文化はい

然と調和して、縄文以来の

北人にいるだろうか。

さらに、その歴史が育ん

考えている東北人はいるだ

まはすっかり忘れ去られた。 だ文化が今も生きていると

もしそれが事実ならば、

東北の歴史はコンクリ

ートで固められている

それにしても東北の場合

の長き時間を中央集権国家

と戦ったということを忘れ

てはならない。

他の地域に比べても、東

北の歴史掘り起こしは進ん

でいるとは思えない。

いま進行中の「東北の歴

縄文時代から続くとすれ

史を掘り起こす映像事業」

ば約二万年にも及ぶ歴史が

はその点で起爆剤になれれ

はすっかり忘れ去られ、地

ある。それ以前の歴史も埋

のである。

奈良も京都も独自である。 中に埋もれているのではな

もれている。

協力してくれるに違いない。

さまざまな人や先人たちが

当事業を推進する際には、

比較するつもりもないが、 ばそれに越したことはない。

いコンクリートのフタを何

奈良や京都の千年という尺

だという認識を持つ人は東

現代の東北に先行する歴史

そうした壮大な歴史が、

枚も重ねて、二度と表舞台

地中深く埋められ、分厚

出雲も奥出雲も独自である。 いか。
北海道も独自、もちろん東
北も独自である。
これらの独自性をもっと

に出ないようにされている

度とは段違いだ。
もっと掘り下げていくとど

のではないかと感じる。

かつての平和な文化、自

うなるのだろうか。
地方色豊かとかいう通り

ろうか。

古代の東北人は、独自の

化も異なる。歴史も異なる。 どん出現してきて、華やか

の文化と歴史が表面にどん

で取り上げられるような場

東京に半世紀近く暮らし、 りない。

はないか。

歴史と文化を守ろうとして、

なにゆえにそこまで徹底し
そうした違いを「日本と

て秘されることになったか

おそらく宗教意識も異なる。 な多様な色が乱舞するので

話す言葉だけでなく、文

東京はたかだか百数十年で

縄文文化とアイヌ文化を
その時点ではっきりと、

た。

とんど人を見かけない場所
追いかけて行った旅だった
東京が日本の首都だと疑い
誰かが筆者に呼び掛けてい

の量に酔ってしまった。ほ
の故郷から人で溢れかえる
が、道路が広くて直線で、
なく思っていた筆者は驚い

所ではないのに不思議極ま

場所への移動によるギャッ
風景もスケールが大きいこ

はないかということ。

プであった。

良旅行を思いついたのかも

もかかわらず、三十八年も

をもう一度考えてみればよ
覆っているが、ふたを外せ

不思議だった。いま思えば、

そう思えてくるのだ。

その正体との「出会い」

ば、独自な文化、歴史、宗

に何者か分からないが、し

何かに導かれて行ったよう

いう同一性」という虚構で

と、人が困っていると気軽
古都の人々はいまだにそ

が非常に謎めいているが、

教意識が飛び出してくるの

質的に違うと感じた。

知らずに俘囚の移配
地を旅していた

たことを確信した。

住宅地も密集していた。
に助ける雰囲気を除けば、
こが日本の「都」であると

また筆者のオカルト好みが

かつての東北はひとつの

った。根本的な違い、質的
な違いは感じなかった。

てしまった。

田舎者の筆者には息が詰ま
特に違和感はなかった。
思っていて、東京など出来

ではないか。

は、負け続けた歴史はいや

広大な文化圏であったと考

圧倒的な力の差があったに

るほどの狭さに暮らすのが
ついで奈良。ここは大分趣

頂点に達したからではない

というほど記憶されている

えている。

い。

都会生活と妙に納得した。
立てほやほやの「都」にす

あまりにも強制的に「同

が、それ以外の華々しき時

それが何なのかは最初よ

こうした古都の人たちの
本音を聞いた後の奈良観光

東北の埋もれた歴史を掘

撃しに出陣したのだなとか、 の製鉄職人も実は、東北の

きりに筆者の脳に直接語り

さあ東北の歴史を掘
り起こせ

が変わっていた。

かとの指摘も予想されるの

一」だと思い込まされてい

代の文化、素晴らしき遺産

でも違いはそれくらいだ
ぎないと言っていたのだ

ら「正体」が判明したのだ。 るから「同一」と誤解して

ではあるが、数日経ってか

いるだけではないかと思う

く分からなかった。

本音を聞かなければ

はずい分と観光という気分

古代の奥州刀鍛冶の物語で

からはかけ離れてしまった。 り起こす映像の第二弾は、
歴史的な建造物を見るた

ある。

居住地から「俘囚（ふしゅ

すなわち「東京人は東も

かけて来るものがあるよう

＊「俘囚」…大和朝廷の支

最近、筆者は、この日本
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今までの場所とは何かが

まざまざと古代の歴
史が脳裏に蘇る

西日本に行って分か
ること
今年の春以降、毎月たて
通りすがりの観光客なら
ば内面に影響を及ぼすこと

続けに各地に旅行した。
最初は、宮城県の故郷で
はほとんどない。普段の自

びに、かつては、ここから

う」として全国に「移配（い

刀鍛冶だけでなく、奥州

しかし奈良は違った。

古代の政庁跡を見れば、こ

は い ）」 さ れ た 歴 史 的 事 実

兵士たちが関東や東北を攻

たまたま、奈良駅近くの

こで関東や東北攻略の戦略

がある。

変化するだけのことだ。

分がいて、目に映る外観が

ある涌谷町。次は仕事の関
係で群馬の長野原町。そし
て宮城県仙台市と大崎市。
妻の故郷の新潟。
今度は一転して西日本の

飲み屋さんで奈良のことを

をめぐって議論を戦わせて

島根県の出雲と奥出雲。

いたのだなとか、連想が連

じっくり話した。
すると、奈良や京都に住

地元の歴史好きのボランテ

なんとその移配地のひと

ィアの方と話したら、東北

想を呼んで、すっかり古代

筆者は宮城県の内陸部の

む人と、東京や関東に住む

つが、筆者が奈良観光をし

のことは何も知らないとい

の歴史の空想にのめり込ん

いなか町の出身で、大学進

人との違いという話題に移

学と同時に東京に移り住ん

ったとき、奈良の人の本音

ん」で「奈良や京都のよう

そういえば、なぜ突然奈

ていた場所だったのだ。

出雲の言葉は東北の言葉と

に古いまちではない」から

さらには、観光の移動中

でいった。

似ているという松本清張原

に感じられてならなかった。 に感じる。

が見えた。

うことだった。島根の他の

だ。
入 学 当 時 は「 ズ ー ズ ー

作の「砂の器」という映画

「人との調和」に細心の注

弁」をしゃべってみろと周

があったが、そんな親近感

囲からずい分からかわれた
しかし、いまとなっては

意を払わないし「言葉遣い

ものだ。
すでに東京の暮らしの方が

はまったく感じられなかっ

配に属した人たち

単なる思い過ごしと断定

はるかに長い。半世紀近く

するにはリアルな質感を伴
の人たちの本音だと気づか

奈良旅行で訪れた場所にま

という国、その国民は、ひ

のクニで出来ている

この日本はやはり別々

って、筆者に何度も呼び掛
された。

にも何度も「異変」が起き

これが奈良や京都の古都

も乱暴」だという。

になる。

低い山が連なり、木々がう

要するに言いたいのは、

たし、旅行から帰っても、

＊「移配」…強制移住
っそうと茂る地形が妙に東

関東は、東京を含めて田舎

けてくるのだ。

て分かったことは、言葉の

北に似ているくらいだった。

この居住地の移動によっ
違い、宮城県のいなか町と

次は大きく離れて北海道。

千歳から、平取町、釧路、 で、新興の成り上がりだと

つわるテレビ番組が出てき

実際に、この旅行の最中

違いすぎる人の量。まさに

奥出雲の、高い山がなく

た。

島根の人の言葉、特に奥

人もそうだと。

東日本内の移動だけ
では分からない

あちこち旅して分かる東北の歴史の厚み

「人酔い」と表現できるも
のだった。

いうこと。そして古都には
苫小牧と電車旅。移動距離

石舞台

奈良

東北は埋もれた歴史の宝庫
電車に乗降する人の量、

橿原神宮
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“ 流し ” もあり！

人気の刈穂と阿櫻

元気な女性陣

岩手の AKABU

常連の写楽と日高見

見よ！この東北地酒ライ

当日の東北地酒ラインアップ

ンアップ。純米酒以上の厳

牡蠣鍋はほんと美味かった！

選された東北地酒。地元で
もなかなかお目にかかれな
いという東北地酒が並んで
いる。
二十名弱の参加者に一升
瓶十本。ひとり平均五合以
上の割り当て。これが三時
間飲み放題というのだから
コスパ最高。お店の協力な
しにはとても無理。焚火家
さん、いつもありがとう！
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海鮮は旬の牡蠣鍋とそれ
以外にも食べきれないほど
の海鮮がどんどん出てくる。
牡蠣鍋は特に美味かった。
筆者もあちこちの日本酒
の飲み会に参加するが、や
はりこの会が一番だ。
〆に『流し』の無料サー
ビスまでついた。リクエス
足掛け七年も続いている

ト多数で大盛上がりだった。
大震災からの復興支援の飲
み会はそんなに多くないが、
さらに継続中。

宮城の伯楽星と乾坤一

日本酒大好きオジサンたち
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【第 41 回三陸酒海鮮会 (11/9)】

東北地酒も牡蠣鍋も最高！
ご参加のみなさんありがとうございました

