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豊】

＜＜東北魂＞＞を鼓舞する
電子新聞

新型コロナ禍も視点を
がもしいるとしたら、はな

としない東北の政治家たち
はあるが。

見捨てない限りにおいてで

る。この東北をあきらめ、

人が存在したが、そのミニ

なかでにも東北にも多くの

島の人口の過半が東日本、

団で南下していった。

寒冷化で、人が東北から集

はだ近視眼的な視点しか持
筆者は六十六歳の高齢者

変えればチャンスに
ではあるが、けっして自分

従来の作物が採れなけれ

ち合わせていないと決めつ
の生きている間さえよけれ

ば、採れる場所を目指すの

けても許されるだろう。
ば東北の次世代、次々世代

は当然である。生きていく

大きく変化した。

結果、列島の人口分布は

わけでもない。

れたわけでも、強制された

とはいえ、だれに命令さ

がどうなろうと構わないと
い。

ための当然の対応である。

唐突な切り出しで驚かせ

長期間の人口流出は未
来を失うことと同義
当新聞はこれまで何度も
訴えてきたが、人口が減少

いう考えはけっして採らな

るようだが、日本も世界も
新型コロナウィルス感染増
加で大騒ぎのなか、発想を
転換するとまったく別の見
方が可能になると思うので
ある。

り、この問題を見て見ぬふ

そうしたことに加担した

東北の高齢化が加速的に進

りをしたならば、きっと臨

どういうことかといえば、 し続ける地域に未来はない。
み、若い女性がどんどん東

終の床で大後悔をすること

このピンチを、東北の人口
北から流出していけば、過

あった人口が減り、西日本

東日本や東北に過半以上
それだからこそ、当記事

の人口が過半となっていっ

だろう。
をたわごとと受け取らず、

た。

疎など通り越して、無人地

増加に活かすことを目指そ
うということである。
東北は千三百年という途

かつ絵空事の物語と理解し

のだ。
そのことを近年の人口減

方もなく長い時間をかけて、 域を目指すことにつながる
「人口」という何物にも代
えがたい資産を、時の権力

ば、新型コロナ禍はチャン

さらに、なるべく早く流れ

人口流出はどこかで止め、

いずれにしても、東北の

れば、縄文時代後期からで

たのは、数千年単位で考え

東北の人口流出が始まっ

それは、大和朝廷との長

時代にかけてのことである。

流出は、奈良時代以降平安

朝廷の強制移住政策
による人口流出

だ。

人口分布は変わっていたの

ミニ寒冷化がなければ、

ないで欲しいのである。

い時間軸で見たら、小手先

東北の長い人口流出
の歴史を思い起こせ

少だけを見ずに、もっと長

人口を失えば、地域の活

だけの対応ではなく、根本

に奪われ続けてきた。
力と潜在力は大きく減退す

的な対応をひねり出す勇気
も生まれてくるのではない

スにも見えようというもの

を逆回転させて、人口増大

ある。

か。

である。

に大きくシフトしていかな

その時代に列島にミニ寒

蹂躙された東北から、反乱

らの一方的な侵略によって

い戦争、というより朝廷か
冷化が起きて、かつては列

分子とされた人々が全国に
強制的に移住を強いられた
のがはじまりであった。
これは、いまから千三百
年前の八世紀に始まり、平
安時代中期まで、二百年以
上続いた。
最初は朝廷への反抗分子
だったが、その後、移住を
強いられた人の属性が変わ
った。
すなわち、往時、列島の
製鉄最先端地であった東北
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ｕｐ

る。
それを歴史に学び、何と

いま、人口が減り続ける

ければならないのはだれが

かしようと思い続けていれ

東北にとって、一挙に人口

見ても当然のことなのであ

その後の東北の主な人口

大逆転できる可能性が見え

まずは縄文時代後期

ているのに、それを見よう

宮城県生まれ、66 歳、新人の
歴史ドキュメンタリー作家。
現在、日本刀の真のルーツを
発掘した映像【鬼がつくった
日本刀】を上映計画中だが、
新型コロナウィルスによる
幾度もの延期を余儀なくさ
れ て い る。 趣 味 は 古 代 史・
縄文文化研究。埋もれた歴
史を発掘することと東北か
ら日本を変えることを標榜。

木 曜 日

， ＴＯＨＯＫＵ！
2 0 2 0 年 （ 令 和 2 年 ） 7 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

出稼ぎ

上野駅

集団就職

新型コロナ禍を人口大逆転の契機にしよう！
そして1300年ものあいだ流出を続け
いまも減り続ける東北の人口を取り戻せ！
【砂越

第 98 号

株式会社遊無有
発行所

第 98 号 http://tohoku-fukko.jp/
2020 年（令和 2 年）7 月 16 日（木曜日）

の製鉄に関係した人間が対
しまった。もうだれもその

かり歴史の下層に埋もれて
北からの戻ることのない出

いわば、江戸時代の「東
のことであり、一方の東北

高度成長は大都市圏だけ
このままでは、インフラ

止まらない。

やっぱり都会生活の良さはあり、それも楽しめる
③

移動する時はほとんど手ぶらで済む
④

どっちの「良いとこ取り」もできて、二倍楽しめる
【多拠点生活のデメリット】

メリット・デメリット例」

た移動ではなかったが、現

これは表面上は強制され

めていたが、「テレワーク」

で、地方への回帰をあきら

には仕事がないという理由

しかも、これまでは地方

ここで東北が動かないと

き出している。

ない。他の地方もすでに動

タイミングを失してはなら

すっかり忘れ去られてしまった。

鍛冶の流れを汲んでいたにもかかわらず、その後

日本刀の名工といわれた刀工のほとんどが奥州刀

刀をつくり続けた。だが古代から中世にかけての

まれ、苛酷な労働を強いられながらも、数々の名

多くの奥州刀鍛冶たちがいた。しかし「鬼」と蔑

約千三百年前、東北の地から全国に連れ去られた

【鬼がつくった日本刀】

点としての東北をアピール
することである。

移住でいきなりハードル

象となったのだ。
復旧しても、人がいない被

は相変わらずの停滞地域で

を上げ敬遠されるのではな

稼ぎ」であった。
災地が遅かれ早かれ出現す

らうことから始めるのだ。

こうした歴史を抱えた東

を挙げたが、東北のメリッ

左に「多拠点居住ー主な

北にいまチャンスが到来し

方への移動が始まった

は東北の良さを味わっても

あった。
この格差が、東北から大

その後、人口が増えて、
当時の世界の最大人口を抱
都市圏への労働力流出を引

く、まずは地方の、ここで

えた大都市の江戸は、何度
大都市圏には仕事がある

き起こした。

大火で焼失した江戸のま

いま、大都市圏から地

るのではないか。

ことを知らない。

徳川家康が江戸に来るまで
ちの再建のため、新たなま
が、東北には、特に農閑期

トのみを堪能して、デメリ

今年はじめから始まった

ットを縮小する方策を打ち

ている。

立てればよいのである。
そうしたことが実感でき

新型コロナウィルス感染防
止のための自粛生活で、大

る拠点づくりを東北全体で

東北から流出した。

移住労働力が、一年の半分、

結果、出稼ぎという短期

は仕事がない。

の人間が必要となった。

ちづくりのためのたくさん

次の人口流出は江戸時代。 も大火を経験した。

江戸の大都市化と東
北の人口流出

そしてこの時代に、東北の
いたるところに存在した東
北の製鉄拠点の製鉄技術が
製鉄技術者とともに流出し
た。
少し後の日本刀の刀工た

湿地だらけの住みにくい

まちではなかった。

ちも同じ道を辿った。古代、 は、江戸はそんなに大きな
東北は日本刀の製造拠点、
刀剣王国だったのだ。
そこに東北からさらに大
また「金の卵」といわれ

都市圏に住む理由が希薄と

量の人間がなだれ込む。
再び、東北の食い詰めた

た東北の若い労働者の卵た

しかし、家康は大規模な

土地だった。
灌漑を行い、居住エリアと
農民が大量に逃亡してきた

作り、大都市圏の若者たち

代の強制移住という側面が

で、大都市圏に住まなくと

いうのは、百年どころか数
さらに、大都市圏の密集

何とか、いち早く、東北

のだ。
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そのまま、東北の製鉄が
た日本刀の刀工たちがその
耕作地を増やして、江戸を

なり、かつウィルス感染者

に強烈にアピールすればよ

まったくないとはいえない

も、どこでも仕事ができる

した環境より、地方の密で

の各自自体の首長たちが、

市集中一方の流れが変わる

埋もれた歴史を発掘するドキュメンタリー
【鬼がつくった日本刀】『移配』

隆盛をきわめていたら、ま
まま東北で作刀を続けてい

ちは「集団就職」という大

寒冷地には適さない米作

規模流出列車に乗せられて、 が格段に少ない地方が見直

②

いのだ。

であろう。

そこに、冷害などで食え

人間関係に強く縛られず、自由で、かつ多層的になる、

されてきている。

大きくしていった。
りに縛られた東北の辿る道

①

東北を出て行った。

たら歴史は変わっていたで
なくなった東北の農民が大

あろうというほど、「略奪」
と強制移住は大規模なもの

【多拠点居住のメリット】

いまは絶好の機会である。

のではないか。

昭和の出稼ぎと集団就職

はない、ゆったりとした空

百年に一度のチャンスを逃
は、東北に限らず他の地方

ようになり始めている。

ついて敗戦した。いわゆる

でも同じだったが、一連の

みなが驚くような政策を、

他の地域とは異なる

奥羽越列藩同盟の敗戦であ

間、なかでも格段に広い住

として東北の人口が他地域

との予感を抱かせる。

すということと同じだ。

る。

流れをみるとけっして同じ

この敗戦により、新政府

協同で打ち出して欲しいも
それに耐えかねて、北海

に比べて増加したという史

これは、これまでの大都

宅も見直されている。
は東北各藩に厳しい制裁を

道に新天地を求めた人々が

実を筆者は知らない。

科した。

いた。

それでも何とか東北は人

移住の前に多拠点生活拠

どうしたらよいか。

までの経過で分かる。では

き言えば無理である。いま

入れられるだろうか。はっ

るという方策が容易に受け

で、いきなり移住をすすめ

では、人口増大というの

人口増大は二段階、
三段階で取り組む
他にも東北を脱出したた

東日本大震災

はまた流出が加速している。

くさんの人がいたであろう。 口を維持してきたが、近年
それでまた、東北は疲弊
し、新政府の嫌がらせに逢
い、人口も減少した。

そして、九年前の東日本
福島第一原発による人口

大震災である。
流出だけではない。
沿岸被災地はまだ流出が

東

昭和の出稼ぎと集団
就職
時代はずっと下って、昭
和の高度成長期前後のこと。

平成 30 年の東北 6 県の出生者と死亡者数
（総務省統計局資料ー筆者抜粋）

この千三百年の間、一度

とはいえない。

の争いで、東北は幕府側に

に起きた幕府と薩長勢力と

それから、明治維新の前

奥羽列藩同盟敗戦に
よる人口流出

であった。

二重拠点のための初期コストもかかる

量になだれ込んできたに違

②

いない。

交通費などの移動コストが高い

であったのだ。

完全移住じゃなく多拠点居住ー主なメリット・デメリット例

しかし、このことはすっ

①
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第71回
水産業再興のための
料理レシピ紹介

【タイのカルパッチョ】

郷土料理愛好家
松本由美子氏

―材料ー 鯛
 の刺身 200g 、飾り花 、水菜 少々 、醤油ポン酢 大 2、エキストラバー
ジンオイル 大 2 、
レモン汁 少々、塩 少々、黒コショウ 少々
―作り方―
① 鯛の刺身は、スライスしてお皿にのせ冷やしておく。 ② 醤油ポン酢、エキス
トラバージンオイル、塩、コショウを混ぜ合わせる。 ③ お皿に盛り付けた鯛の刺身に調味
料を振りかけ、
黒コショウと食べれる飾り花を真ん中を中心にのせます。
「鯛の刺身がしっかりしてました。そして、
パンにも合いますね。
（
」松本談）

宅飲みでガマン、
東北地酒！飲みたい、
呑みたい・・・！
【依然として第 43 回三陸酒海鮮会代替日程未定のまま】
延期を余儀なくされた 3 月 14 日開催のはずだった第 43 回目の三陸酒海鮮会から、は
や 4 か月も経ちましたが、依然として代替日程が未定のまま推移しております。美味し
い東北地酒への恋しさが狂おしいほどに募っておりますが、みなさましばし我慢ですぞ！
以前の写真画像のみで何とか耐えてください。また、可能ならば宅飲みでガマンしてくだ
さい。再びお会いできる日を楽しみに！
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写真でお伝えする
東北の風景

尾崎匠

新型コロナ禍自粛症候群 「対応薬②」

写真撮影

第 98 号 http://tohoku-fukko.jp/

【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.

に一度どころか、毎年聞い

度」をいうフレーズを百年

よ う に な っ た。「百 年 に 一

うフレーズをよく耳にする

「百年に一度の大雨」とい

な自然災害については、気

れている。すなわち、大き

期待する」ための措置とさ

訓を後世に伝承することを

害における経験や貴重な教

化を図るとともに、当該災

後の応急・復旧活動の円滑

関係機関等による災害発生

が名称を定めている。「防災

らかに近年大きな被害をも

数は既に一三にも上る。明

一九年で見てみると、その

二〇〇一年から昨年までの

の二〇年で気象庁がネーミ

一九八一年から二〇〇〇年

出 す 風 水 害 は な く な っ た。

人といった規模の犠牲者を

などもあって、数百人、数千

その後、治水事業の進展

二〇一六年の台風一〇号に

で入所者九名が亡くなった

県岩泉町のグループホーム

が出たという点では、岩手

かに三つである。ところが、 施設の入所者に大きな被害

ングした風水害の数はわず

よる豪雨災害を想起させる。 イミングで、ハザードマッ

所者が亡くなった。高齢者

護老人ホームで一四名の入

球磨川沿いにあった特別養

たようで、中でも氾濫した

象」が今回も各地で発生し

する「バックウォーター現

越水、あるいは堤防が決壊

と支流がぶつかる地点で

いが、施設の改築などのタ

には実現しないかもしれな

人手も時間も掛かる。すぐ

ざ避難するとなった場合に、

弱者」であることが多く、い

齢者や障害者などは「災害

いう判断も必要である。高

福祉施設を建設しない、と

地域や土砂災害警戒区域に

また、そもそも、浸水想定

る。

くっておくことが必要であ

らう。そのような体制をつ

のフレーズが耳慣れてしま

ぎてしまって「百年に一度」

れにしてもあまりに聞きす

っているわけであるが、そ

っちゅう耳にすることにな

めに、そのフレーズをしょ

の大雨に見舞われているた

わる代わる百年に一度規模

なく、あちこちの地域が代

川 台 風 が あ る。 東 北 で は、

三八一名という被害の狩野

死者八八八名、行方不明者

の前年の一九五八年にも

勢 湾 台 風 が 目 を 引 く。 そ

を出した一九五九年の伊

四〇一名という空前の被害

者四六九七名、行方不明者

てみると、何と言っても死

グした風水害について見

この気象庁がネーミン

が増えているという実感と

まさに「百年に一度の大雨」

なる日降水量百ミリ以上の

おり、一方で大雨の目安と

年平均気温は年々上昇して

二〇一八」を見ると、日本の

た「気候変動監視レポート

し て い る が、 昨 年 公 表 し

変動監視レポート」を出

気象庁は定期的に「気候

勤帯で職員数も限られ、入

五〇分であり、施設では夜

増加している様子が窺える。 れ た の が 四 日 の 午 前 四 時

雨量となる年間日数も年々

所者の避難が間に合わなか

県に「大雨特別警報」が出さ

が、今回は熊本県と鹿児島

応がされていたかは不明だ

老人ホームでどのような対

人的被害を出した特別養護

と訓練を義務付けた。今回

設に「避難確保計画」の作成

害警戒区域内にある福祉施

国は浸水想定地域、土砂災

ある。これは高齢者だけで

での感染拡大を防ぐ対応で

められる。つまり、避難所

常とはまた異なる対応が求

難所の設営については、通

まっていない状況下での避

ナウイルスによる感染が収

生活がある。この新型コロ

も必要である。避難所での

ない。避難した先での対応

避難したら終わり、では

められる。

な場所に移転することが求

館 だ け で な く 教 室 も 使 い、

数を増やし、学校では体育

難が必要」として、避難所の

「感 染 リ ス ク を 考 慮 し た 避

「緊急メッセージ」では、

ジを五月に出している。

ては、避難所となりうるよ

増やす」ということについ

ただ、この「避難所の数を

などの対応も求めている。

旅館の活用に向けた準備を

所としてこうしたホテルや

あった。国も災害時の避難

きる場合は自宅避難とする、 ルや旅館を確保した事例が

る、自宅での居住が継続で

進めるよう、各都道府県に

地震や火山噴火などがこの

い来る。風水害だけでなく、

ような事情お構いなしに襲

であるが、自然災害はその

症がいまだ収束しない状況

台風がある。

ているのが実情である。も
たらす風水害の数が増えて

「 複 合 災 害 」に
どう対応するか

ちろん、日本中のあらゆる
象庁が特にネーミングを行

「百年に一度」が毎年？

地域が毎年百年に一度の大
いるのである。

ってはいないだろうか。そ
北上川の氾濫によって岩手

も合致している。

った可能性がある。

なく、全ての避難者に対し

事務連絡を出しており、こ

プ等を確認して、より安全

っているわけである。

れが油断につながってしま
県一関市を中心に死者・行

避難確保計画は、様々な

うな学校や公的施設などは

こ の 時 の 災 害 を 受 け て、

雨に襲われているわけでは

っては危険である。
方不明者七〇〇名超の犠牲

想定の下で機能するような

避難者間のスペースを確保

職員だけで全ての入所者を

る。深夜や早朝の時間帯で

ス感染症対策に配慮した避

府から「新型コロナウイル

この点については、内閣

などの対応が必要」とし、感

毒液などの備品を整備する

し、ついたてを設置する、消

に考えると困難を伴いそう

るであろうことから、普通

既に大方避難所となってい

ホテルや旅館の避難所と

できる。

避難所の数を増やすことが

感染症と大雨被害の「複合

今回は新型コロナウイルス

と誰が断言できるだろうか。

うした対応が進んでいけば、 ような状況下で発生しない

避難所での感染対策

そ れ に し て も、 で あ る。
者を出した一九四八年のア

て求められる。
たらした豪雨は、「令和二年

である。そこで考えるべき

新型コロナウイルス感染

近年、あまりにも自然災害、
イオン台風とその前年にや

実効あるものである必要が

う点でもメリットがある。

とりわけ豪雨による災害が

七月三日から熊本県など

宿泊療養とするためにホテ

増 え て は い な い だ ろ う か。

はり同様に一関市などで大

七月豪雨」とネーミングさ

染者や感染の疑いのある人

能性もある。早急にそれを

難所運営のポイント」が出

はない。ホテルや旅館は基

見越した対策を講じておき

避難させるのはほとんど不

本的に個室である。避難所

たい。

れた。過去二〇年で一四番

大の状況下で進めた、ホテ

でよく問題になる避難者の

災害」であったが、今後また

ルや旅館の活用である。感

プライバシーの確保という

別の「複合災害」が起きる可
策も必要」と指摘している。

染拡大で医療機関の病床不

し て の 活 用 の メ リ ッ ト は、

また、避難場所は必ずしも

足 が 懸 念 さ れ た こ と か ら、

単に数を増やすことだけで
る感染症への対応策が講じ

公的避難所である必要はな

なのは、他でもない新型コ

られている。また、関連す

く、より安全な親戚や知人

ロナウイルスによる感染拡
まずは地域住民との連携

る学会でつくる「防災学術

がいる場合には「建物を分

である。日頃から地域住民

連携体」も、「感染症と自然

点でも好都合であり、感染

けるなど隔離のための対
で、熊本県を中心に六八名

との良好な関係を築き、避

一部の自治体において、軽

者と感染疑い者の隔離とい

されており、それに基づい

が亡くなり、一名が心肺停

難訓練も地域住民と合同で

の家、その地区の頑丈なビ

症 者 と 無 症 状 者 に つ い て、

て各自治体で避難所におけ

止状態、一二名がいまだ行

災害の複合災害に備えて下

ルの上層階を避難場所とす

可能である。ではどうする

方不明である。

行う。いざと言う時には入

さい」とする緊急メッセー

か。

昨年の台風一九号の際

所者の避難に協力もしても

目のネーミングされた風水

にも頻発した、河川の本流

害である。七月一二日現在

九州を襲った今回の
豪雨災害

「顕 著 な 災 害 を 起 こ し た 自

ある。避難訓練も同様であ

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

Ｆａｃｅｂｏｏｋ

九州各地に大きな被害をも

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/
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日降水量

きな被害が出たカスリーン

日本の年平均気温偏差

然現象」については、気象庁
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カモシカの親子
子ギツネ

も大分疲れてきている。

れるのだろうか。精神的に

ナ禍の軟禁状態から解放さ

いつになったら新型コロ

れる人と遭遇してトラブル

ではない。感染を異常に恐

気疲れもするが、それだけ

たくさんの人ごみに入ると

せめて遠野の動物や花々

ので、旅行もむずかしい。

他県から忌み嫌われている

再び増加し始めた東京圏は

したいと思うが、感染者が

を見て心鎮めようと思う。

に巻き込まれないかに神経

最近、たまに外出らしい
それならと、東京圏から

外出をするととても疲れる。 を使うからだろう。
運動不足もあるし、自宅

脱出して自然のなかで過ご
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に閉じこもり状態のために

七夕飾り

オニノヤガラ

栗の花

ホタルブクロ

ガクアジサイ

ミズチドリ
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シリーズ 遠野の自然

「遠野の小暑」
遠野 1000 景より

作『銀河鉄道９９９』
（少

たであろう、松本零士の名

いつの間にかなってしまっ

が）漫画の古典の一つに、

れ過ぎて恥ずかしくもある

（この言い回しも使い古さ

もはや日本が世界に誇る

なってゆく時代までの、食

物が徐々に手の届くものに

しさから、憧れだった食べ

多い。当然、戦中戦後の貧

常に美味そうに描く作家が

べ物や、食べるシーンを非

画黄金期の立役者には、食

とも、戦後大人となった漫

ングで見る県民性』による

『都道府県別統計とランキ

＊

て思いを馳せてみたい。

ひいては「麺」文化につい

なども軒並みランクインす

みならず福島・岩手・秋田

そこで今回は、山形県の

の友」というセリフが丼の

燃える生活を共にしたであ

なく、おそらく上京後夢に

の地元・博多ラーメンでは

画に描いたのも白濁スープ

がルーツと思われるが、福

生していった東京ラーメン

ン、荻窪ラーメンなどに派

発 祥 と し、 恵 比 寿 ラ ー メ

みるようになったのである。 治末期に浅草『来々軒』を

一杯を前にする度に身に沁

ろう、この東京ラーメンで

国・東北におけるラーメン、 岡県出身の松本零士氏が漫

るというまさにラーメン大

あった。

れに該当する。もともと明

そして白河のラーメンがこ

る、痩せた土地と冷涼な気

東・北日本中心に栽培され

蕎麦とは言わずと知れた

る秘密ではないだろうか。

上に日常的なものにしてい

おいてラーメンを他地域以

の近さこそが、特に東北に

メンとの関連の深さ、距離

麦と中国ルーツであるラー

ある。この、日本古来の蕎

蕎麦屋のラーメン」なので

か、つまり今に至るまで「

「蕎麦店との兼業」という

り、山形県の場合は更に、

だったのではないだろうか。 塩分、偏った栄養素だ。同

め定着させていった原動力

ク感こそが、ラーメンを広

に出会う客側の所謂ワクワ

金術のような魅力と、それ

択肢を投入し開発できる錬

がら、その内側に無限の選

である。丼一杯に完結しな

来の文化であった事の強み

未開拓で自由・開放的な外

み。そして既に江戸期以来

な印象を持つ食としての強

メンを主食とする際に必ず

一つは、健康である。ラー

い切れない。大きな問題の

しい、良い事ばかりとも言

消費量上位とは決して誇ら

しかしながら、ラーメン

業種であった蕎麦に対する、 は只事ではないなと感嘆な

の伝統を持ち、冒険し難い

言及されるのがその過多な

がら山形県のラーメン好き

だから、やはり手前味噌な

がらのラーメン日本一なの

どの汁は半分

メン・蕎麦な

一杯」
「ラー

味噌汁は一日

を開始して「

既に減塩運動

六十年代から

た事に加え、

野菜を豊富

肥満率が低く、

が、喫煙率や

同様であった

者にイメージさせるほど、

も本作といえばコレ！と読
かの札幌ラーメンを擁する

ン外食費用ランキングには

は、いかにラーメンを毎日

の三倍という驚異的な数字

ラーメン消費量全国平均

れるが、蕎麦が細長く伸ば

長い麺の事のように認識さ

現在「そば」というと細

候に適し飢饉に強い作物。

てラーメンとともに愛され

ころで、他にも東北におい

さて、蕎麦が登場したと

平均寿命全国最下位（最

不健康なイメージは強い。

蕎麦やうどんと比べても、

じく塩分の濃いつゆを使う

結果に結びついていったと

せた事が、確実に数年後の

をあげて県民に広く実施さ

残す」といった具体的な例

ラーメン店支店が閉店し、

業した私の地元庄内の酒田

昨年、仙台で五年ほど営

地柄でもあっ

氏は「よく寝る男は大物に
北海道、豚骨ラーメンの世

のように食べているかとい

「東北人の口の永遠の友」
の事

年誌連載一九七七～八一年
への感情の起伏を知り尽く
と、二〇一六年度のラーメ

に摂取する土

）は今でも私の最も愛読す
すが故の事であろう。中で

なる」とか、
「銃は黒色火
作品と切り離せない食べ物
界への勇躍に情熱を燃やす

ど致すのであった。

る作品の一つである。松本

薬を使っていた西部開拓時
がある。それこそが「ラー

＊

代のものに限る」とか、し

実は酒田ラーメンは東京

今年東京・三鷹に出店した。

事にかけては決して引けを

例を知っているので懸念し

取らない山形県においても、 過去東京進出に失敗した前

いうのである。これは、元

んや山形県鶴岡市の麦切り、 は、漁師などの第一次産業

充分追随のチャンスがある

来芋煮など野菜を多く摂る

現場の従事者の間に安く手

新二〇一五年の厚生労働省

軽なラーメンを外食・即席

発表資料より）の青森県で
岩手県盛岡市のじゃじゃ麺

ており、加えて出店早々に

てきた多彩な麺類をあげて
の事と言われている。特に

といった「うどん勢」
、青

東京がコロナ禍に見舞われ

みると、秋田県の稲庭うど
東北において、決して庶民

事を意味する話だと思う。

た為心配でもあったが、店

し、すするように食べる形

ものへと変化成長させてき

の主食として万能ではなか

実は、私は昔からラーメ

を構えた街も良かったのか、

となったのは室町時代以降

メンが群雄割拠するはずの

しかしながら、ラーメン

たという事なのだろう。

問わず常食している人が多

ンや蕎麦の汁は美味しいと

う証左でもあり、それだけ

大宇宙を駆け巡り、多数
東京に至ってはむしろ最下

いと度々話題にされる。た

思えば全部か、それに近い

県民がラーメンを日常的な

の異星人・生物と渡り合う
位の方に近い、という。こ

森県の黒石つゆ焼きそばや

だし当地ではこの他に野菜

九州各県も十位にランクイ

作品にしては意外な取り合

ったコメに対して、多くの

秋田県の横手焼きそば、宮

不足や喫煙、過度の飲酒も

ンせず、全国のご当地ラー

リフが多く、それが前時代
わせのようだが、実のとこ

という食べ物が日本人に馴

雑穀料理の中でも完成され

城県の石巻やきそば、更に

メンライス」である。

的であれ、カッコいい大人
れは東北以外の地域におい

染みとなったのは前述の通

は福島県の会津カレー焼き

なこだわりを感じさせるセ

への憧れの源泉ともいうべ
ろ物語の中でも宇宙は機械

て、ラーメンが食卓上多く

た形と個性を獲得しつつあ

実は、私の郷・山形県は

ラーメンの味！！」

口の永遠の友と謳われた、

「こ、これが・・・人類の

涙しながらこう言うのだ。

てラーメンライスを食べ、

年・鉄郎はある惑星で初め

食べた事がない主人公の少

でも食べられる」と形容さ

じ で は な い。 よ く、
「毎日

通に誰でも食べるという感

も、決して日常的に毎日普

気が強い九州のラーメン

としての軽食という雰囲

も、あくまで「酒の締め」

の豊富な北海道のラーメン

の激務を考慮した塩分と脂

考えてみると冬の労働者

そう、
「そば」である。

のではないか、と考える。

そば」という呼び方にある

のか。そのヒントは「中華

でに日常的なものとなった

浅い食べ物が、これほどま

何故、そのような歴史の

が定着していったという。

ヒットからラーメンの呼称

麺であるチキンラーメンの

ばとして広まり、戦後即席

事を意味しているのだろう。 治以来の支那そば・中華そ

が考えられるだろう。まず

それにもいくつかの要因

料理である蕎麦より、ラー

では何故本来の地元の麺

いだろうかと推測される。

結びついていったのではな

追随を許さぬ愛着の強さに

後のラーメンに対する他の

こそが、東北におけるその

存在。この蕎麦への信頼感

「そば街道」があり、巨大

言ったら山形県にもまさに

えられる。しかし、それを

なものとして広まったのか。 る麺類が豊富だからとも考

メンがより一般的で馴染み

な下足天や近年仙台でも出

ど他にも日常的に食べられ

じゃじゃ麺や冷麺、蕎麦な

く。特に、岩手県のラーメ

「白石温麺」などが思いつ

宮城県の高級素麺である

平均寿命が上昇し、八〇年

いが、七〇年代半ば以降、

東北各県と共通した点が多

信州・長野県は風土的に

参考になるかも知れない。

長野県の例を見るとかなり

東北の中では高い水準とい

そばといった「焼きそば勢」
、 問題になっており、必ずし

ないという、「かけ蕎麦式」

も汁に浸さないと成り立た

ある・・これは、どうして

ると汚れやすいというのも

う訳である。排水溝に捨て

分量飲んでしまう性質であ

になっている日が来ないと

の宿命ともいうべきもので、 世界人類の口の永遠の友」

が、いつの間にか本当に「

「東北人の口の永遠の友」

事だろうか。

を、今こそ広く知らしめる

という新たな誇りという味

好き県人のラーメンだ！」

「これが日本一のラーメン

に二九位と中の下程度だが、 いない」という意識もある。 どこにあるのだろうか。

ま た 岩 手 県 の「 盛 岡 冷 麺 」
、 もラーメンが不健康の主要

命を取るか好きなものを取

い水準に留まっているのは、 える。その要因を考える時、 のは矛盾ではないか」とい

ン消費量が東北の中では低

代で一桁台、二〇一〇年に

も限るまい。

概ね盛況のようである。

ラーメンに似ているが故か、

き魅力の一つであった。
化人が幅を利かせ、ラーメ

ったと思われる蕎麦という

ところで、松本氏ならず

りそう昔の事ではなく、明

全国平均の三倍以上ラーメ

れるラーメンとは、鶏ガラ

は明治・大正と時代が移っ

る か、 最 終 的 に は 自 己 判

一方の山形県も男女とも

「そこにあるのに頂かない

今の時代、敢えて山形県

ンに支出するラーメン好き

ていくに従い、飢饉から救

一位となって以降、首位を

の一見地味なラーメンが東

日本一の県らしい（ＮＴＴ

や煮干から出汁を取った、

島のあっさり系醤油味と、

チャーシュー数枚とメンマ、 にも酷似している山形や福

店が相次いでいる「冷たい

断・管理に委ねられるとい

る。これは、山形県民の性

タウンページデータベース

ネギのみといったあっさり

ってくれる食べ物というイ

守っている。元来、塩分を

う事かも知れない。

格と言い訳できないかも知

他より）
。子供の頃は当た

東京ラーメンにはルーツ上

鶏そば」などラーメンに引

多く摂る事にかけては東北

因とは断定できない。

り前過ぎて特段好きな食べ

した醤油・塩味のもので、

メージのあった蕎麦と相対

けを取らない人気を誇りな

京へ乗り込んでゆく意味は

物と意識する事もなかった

山形県における酒田や米沢、 の共通点がある。それは、

する、新たな時代の華やか

れないが、単純に「もった

が、成人し上京などすると

また福島県における喜多方、 「蕎麦店からの転業」であ

実は、外見的にも内容的

年々あの「人類の口の永遠

ラーメンに憧れながら、

ンは絶滅が危ぶまれている。 の選択肢の一つに過ぎない

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。
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蕎麦つゆと中華麺の融合・鶏中華は、近年
仙台進出も目覚しい山形名物

ばしば格言めいた、趣味的
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歴史ドキュメンタリー『鬼がつくった日本刀』ようやく上映

2020・7・4 東大和市ハミングホール

二度の延期、あきらめかけて、当日は雨降りのなか、三度目でようやく実現した映像上映

印象に残ったとの言葉を頂

には口々に良い映像だった、
は、埋もれた歴史テーマと

て描かれた古代東北刀鍛冶

「鍛冶神像図」に鬼とし

てしまうかもしれないが、

単なる宣伝と受け取られ

今後も東北の埋もれ
た歴史発掘継続
東北はこれまで、基本的
に非戦を貫き、自ら他地方
に攻め込むことをしなかっ
たために、常に敗者の側に
立たされた。そのためにそ
の歴史は消され、最終的に
は埋もれてしまっている。
今般の映像制作で、それら
を再発掘する作業により大
きな意義を見出した気がす
る。
東北には埋もれた歴史に
山あるはずだ。
それらを再発掘していこ
うと思う。

年内に、宮城県での上映会開催予定

上映時間：約６０分

DVD ー 3 月下旬販売開始

3300 円（税込） 送料無料

解説本（カラー）ー 5 月販売予定

問合せ先：株式会社遊無有

mail ： y.s.yumuyu@ozzio.jp

ようやく上映実現
戴した。まことに制作者冥
から映像を作ったのだが、

しては申し分ないと考えた

その言葉で、準備や制作
上映前の視聴で、あらため

利に尽きる。
時の苦労が一挙に吹き飛ん
て、この史実は絶対に埋も

ら引き離されても、名刀を

これはまず、東北の人々に

までも基層に流れているこ

それを残された時間で追

当面の間、上映未定

新型コロナ禍のなか、七
月四日、何とか三度目でよ
当然ながら入念な感染防

うやく上映が実現した。
止対策を施した上映である。 だ。作って良かったと心か
れさせてはならないと強く
感じた。
多くの人に、広く知らし

作る側は、なかなか客観

ら思えた次第である。
的な評価を下すのがむずか
めていかなければならない

つもりだったが、途中から、 作り続けた古代東北刀鍛冶

見てもらいたい。

日本刀はまた単なる芸術

とをあらためて感じて欲し

いかけて行こうと思う。
さらにいえば、東北はや

全席自由席

入場料：５００円（税込）

映像完成後、約四か月も

しい。強い思い入れがある

は真に敬服に値する存在で

2020 年 7 月 22 日（水） 上映開始１９：００
はり千三百年前から再出発

埼 玉 県 川 口 市 上 青 木 ３-

（〒 333 － 0844

待ったことになる。
しかし、もう一か所の上
から粘り強く頑張れるので
それにしても、往時の大

映予定は残念ながら中止と
はあるが、それだけに突き

と強く思った。

他の映像が上映延期では

決断した。

ましてや、まだ二作目で

ある。

2020 年 7 月 4 日（土） 上映開始１０：００

して、新たな歴史を創造す
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放して見ることはできない。 和朝廷は何という酷いこと
ある。到底、客観視など出

だからこそ多くの人の心を
打つのだ。

古代東北刀鍛冶の境遇に同

また、東北にはそうした歴

彼らが、現代の東北人の

自分が作った映像ではあ

武器として扱わないことを

史があり、精神があり、い

宿しているのだ。

るが、いつしか、取り上げ

誓おう。

西武拝島線
「東大和市駅」より徒歩 7 分

べきだと思った。

新型コロナ禍のなか、三度目でようやく上映実現

東京都東大和市向原６－１）
（〒 207-0013

JR 西川口駅よりバス９分

１２- ６３ )

なく、完全に中止されてい
るケースもあることを考え

して、彼らを鬼と蔑んだの

まさか、まさかの二度の
延期だった。最初の延期は

そしてその史実を覆い隠

ると、実現できたことを喜
来るわけがない。今後もた
である。

をしたのだろう。

ぶべきかもしれない。
だただ精進するしかない。

日本刀には高い精神
性が宿る

まさかの二度上映延期

あらためて東北古代
のの刀鍛冶を思う

そうしたひどい仕打ちを

するも、またまた不要不急

化していったためなのか、

そして古代東北刀鍛冶の

東北各地で上映

の上映の自粛が解けず、公

苛酷な境遇に負けること

受けながらも、かつ故郷か

営の施設のため、施設その

身体の奥底がどんどん熱く

上映のための最終確認の

て通しで映像を見た。

上映前に二度、あらため

ある程度仕方がないと受け
止めが、それならと約二か

ものが休館となり、二回目

制作直後はそれほど感じ

辿った道を思い起こしても
なかったが、完成から約四

祖先であり、日本刀作刀に

なく、それを乗り越え、見

ポスターもチラシも印刷し

いったい、その内的な転

あたって発揮した高い精神

なっていくのを感じた。

て準備万端と臨んだが、何

か月経過して見たのに、こ

換はどのようにしてなされ

らいたいと切に願う。

もかもが無駄になってしま

の変化はいったい何だろう

性の持ち主であることを誇

事な高い精神性を日本刀に

った。

と不思議に思った。

も、結局、二度もお詫びを

た古代の東北刀鍛冶が乗り

作品でもないし、単なる高

いと願う。

い起こして欲しいと願う。

のが形を帯びたものである。 日本刀を見る際には必ず思
そのように受け取るべき存
在である。

東大和市会館ハミングホール 「小ホール」

りに思うべきであると思う。 関するテーマもまだまだ沢

しなければならなかった。

移ってきたのだろうか。

級な刀剣でもない。

言いようのない怒りと悲
しみが何度もこみあげてき

埋もれさせてはいけ
ない歴史

そして、こうしたことを

て仕方がなかった。

むき出しの高い精神そのも

今後、二度と、日本刀を

そんななか、雨降りにも

ではあったが、映像鑑賞後

こうした状況下での上映

二作目の映像に高評価

感謝申し上げたい。

られたみなさんには心から

かかわらず当日に会場に来

上映にお誘いした方々に

たのであろうか。

の延期を余儀なくされた。

月もの時間を空けて延期を

埋もれた歴史発掘ドキュメンタリー
【鬼がつくった日本刀】の上映日程
3 度目の延期のお知らせ

＊ 5 月 27 日の三度目の延期での代替日程

埼玉県 SKIP CITY 彩の国ビジュアルプラザ

映像ホール

