午前中に黒崎展望台から「トレイル１」の大冒険
おなかが空いたら山田町の〈釜揚げ屋〉

ちのくの旅特集、これが連載２回
目になるけど１回目を知らない人

455

北リアス線

普代村

北山浜

魹ヶ埼

160

宮古市
道
東北自動車
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八戸まで行き、レンタカーで（前回のル
ートを素通りして）普代村・黒崎展望台
までいっきに進んでしまおう。そこから
先、運転手と旅人は交代しつつトレイル
を行く、のが正解だ。
まずは「トレイル１」
。普代村・黒埼

とが多く、途中の断崖絶壁、奇勝名勝の
北山崎には立派なビジターセンターがで
きている。そこから北山浜へ、そしてな

灯台から弁天駐車場までのおよそ ㎞で、
正式には「みちのく潮風トレイル」とし
ての設定はまだだが、
「陸中海岸自然歩
道」の名でよく知られた道である。この
地方独特の湿った海風「やませ」のせい
で春から夏は神秘的な濃霧に包まれるこ
までだが、前泊して
週末３日という旅程

んと珍しい手掘りの「バチ穴隧道」
「お
みおし隧道」を通り抜けよう。北山崎ま

村から宮城県気仙沼

その旅をガイドする。
面白そうな出来事や
人に会うために、と
きにはトレイルをは
ずれ、戻り、うろう
ろしながら相馬市を
めざしている。多く
の人が、このページ
を参考に、復興を必
要とする地を訪ねて
くれるとうれしい。
今回は岩手県普代

を、トレイルでつなぐ計画を立てた。グ
リーン復興プロジェクトのひとつで、４
県をまたいで北から南まで、それぞれの
被災地域との交流を進め、復興を助ける
ためである。
『ターザン』はこのトレイ
ルを参考にしながら八戸から南に下り、

340

では列車やバスは使
いにくい。新幹線で

。
のトレイル
よそ700㎞
島まで のお
福
ら
か
森
青
定している
く。
境省が設
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だ。
車を走らせ
、
り
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みちのく
ル
潮 風トレイ
700㎞ の 旅

濃霧の北山崎から３㎞ちょっと
で海岸を走ることになる。この
先が水墨画のような崖。

17

金曜夜に新幹線で八戸入り

がいるかもしれない、簡単に説明してお
きたい。東日本大震災の翌年から、環境
省は東北地方太平洋沿岸部を、正確には
青森県八戸から福島県相馬まで７００㎞

み

久慈駅
スタートは普代村の黒埼灯台。北緯40度にこ
だわった大きな地球儀があって、ぐるぐる回せ
る。北京、マドリード、フィラデルフィア、デ
ンバーなどがそうらしい。この手前の駐車場か
ら「陸中海岸自然歩道」がはじまる。

1
SE
COUR

午後は「トレイル２」で本州最東端へ

116

取材・文／内坂庸夫 撮影／石原敦志 ナビゲーター／渡邉千春 協力／東北観光推進機構、環境省

117

念だが、途中、車で移動し、またいくつ
かの名物トレイルもパスしなければなら
なかった。
「トレイル２」は本州最東端
の魹ヶ埼（とどがさき）灯台をめざす

11

㎞のトレイルだ。しかし、朝から走りっ
ぱなしでおなかが空いた、手前の山田町
にうどんの名店〈釜揚げ屋〉があると聞
いた、魹ヶ埼よりうどんが先。
岩手県山田町では東日本大震災による
死者行方不明者は９００人を超え、多く
がいまだ仮設住宅に暮らしている。
震災前から人気の〈釜揚げ屋〉は昨年
までの仮店舗から新店舗に移り、洋菓子
店（山田せんべいソフトクリーム、うま
い）と山田生せんべいの工場を併設して
いる。
「は？」であろうが、こればかり
は現場に行ってもらうしかない。むろん、
昼どきは行列必至のうどんである。

釜揚げ屋。いろいろなトッピングが
あるけれど、じゃがいもと海老の唐
揚げが密かな人気。行列ができてい
たら山田せんべいのソフトを先に。
http://kamaageya.kawasai.net/

深山幽谷、中国の水墨画のよう、
その先に手掘りの隧道、真っ暗
闇だし、足元びちゃびちゃ、こ
うもりもいる。ライト必携です。

では山の中を進むが、その先の北山浜で
ぐんと海に近づき、そして大波ざぶんの
海っぷちからの崖上り、天井から水がポ
タポタ、そしてこうもりが待ち構える真
っ暗闇のトンネル（だからライトが必
須）と、なかなかの冒険道だ。
この先気仙沼まで、海に突き出たとこ
ろならたいていトレイルがあるのだが、
全部を巡るのは時間的にとても無理。残

トンネルの先、ちいさな漁港・机浜に出るが、その先は雰囲気が変わって松林に囲まれ
た稜線。いくつものアップダウンを繰り返して弁天駐車場に到着。全行程およそ17㎞。

どんの後は前ページの「トレイル
２」
、本州最東端の魹ヶ埼灯台へ
のトレイルだ。山田湾を北に回り込んだ
姉吉キャンプ場・跡（津波のせいで壊滅
してしまった）から片道４㎞の往復にな

魹ヶ埼灯台。どこから
撮っても「絵」になる
白亜の貴婦人。ぜひと
も、会いに。

る。小さな湾に駐車場とその横にトイレ。
脇に「魹ヶ埼灯台への自然歩道入口」と
ある。ちょっとガレた坂道を進んで高度
を上げると、すぐに整備されたトレイル
に変わる、なるほど津波はここまで来た

2
SE

２日目は釜石に宿泊する

翌日の朝食は〈サン・フィッシュ〉釜石の朝市で

そのあと「トレイル３」
、御箱崎神社へ

ｍほどおよばず、手前の大きな岩に、
そのプレートが埋め込まれている。
宿泊は釜石だ。理由はふたつ、ひとつ
目は朝ごはんを釜石駅前の〈サン・フィ
ッシュ釜石〉の朝市で食べたいから。前
回の陸奥湊駅前のそれと同じように、好
きなおかずを買ってきて、併設の食堂で
食べちゃうという寸法、いわゆるおかず
の持ち込み。ただし釜石では〈駅前食

のか、とわかる。
その先は気持ちのいい山道、海のそば、
高いところを進んでゆく。やがて広く開
かれた芝生の奧に、真っ白で上品な作り
の魹ヶ埼灯台。昭和の超大ヒット映画
『喜びも悲しみも幾歳月』はこの灯台守
の妻、田中キヨの手記が元である。昭和
な灯台を背にして岩場を下ると本州最東
端の碑、正確には海っぷちの最東端から

COUR
いいや、ってくらいおいしい。

海鮮ラーメンやウニチャーハンだけでも

堂〉という中華料理店がそれ、おかずを
持ち込むには、店の品を注文しないとい
けない、ま、礼儀だ。とはいえ、この店、

30

う

箱崎半島の先端をめざす「トレイル３」
。始点となる大沢駐車場には、
「新
奥の細道」と看板にはあるけど、御箱崎神社への参詣道であり、その先の
御箱埼灯台への連絡路でもある。神社の奧は鳥居の回廊。

お昼は陸前高田のオールディーズなハンバーガー

「奇跡の一本松」は見ておかねばいけない

陸中山田駅

山
田
線

26

35

御箱崎神社

釜石
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めようと。ボランテ
ィアセンターに行っ
て、力仕事なら任せ
てください、ってね。
被災した病院からベ
ッドや酸素ボンベな
どを運び出したりし
ました。５月の連休
あたりから、ようや
くみんな揃ってラグ
ビーができるように

・ホリー」とは！ ご当地の名産を使っ

なって、うれしかったですね。このグラ
ウンドの復旧も含め、たくさんの人の世
話になりました、勝つことで釜石の名を
上げて町に恩返しします」
。
「みなさんには観光でも買い物でも食事
でもいいので、地元の人と触れ合ってほ
しいのです。釜石を訪ねて新しい発見を
してもらいたいんです、あ、釜石で買い
物をするなら全国チェーンの店ではなく、
地元の店で、がうれしいです」
そして大船渡。南に下るにつれ震災被
害が目立つようになってきた。ＪＲ大船
渡線は不通となり、盛（さかり）から気
仙沼まではＢＲＴ（バス高速輸送システ
ム）のバスが走っている。
お昼ごはん。魚介もいいけれどハンバ
ーガーというのはどうだろう、名店〈ザ
・バーガー・ハーツ〉である。もともと
は地元のショッピングセンターのフード
コートで人気だったが、震災後に独立店
舗を構えることになった。店内はアメリ
カン・オールディーズ、古き良き時代の
レコードが飾られ、曲も流れているが、
「Ｅ・プレスリー」はまだしも「バディ
た恋し浜帆立バーガー７００円がスペシ

釜石駅前の〈サン・フィッシ
ュ釜石〉の朝市はいかが。お
刺し身、ウニ、大きな鮭もい
ます。１品注文すれば、おか
ず 持 ち 込 み のOKの 中 華 の
〈駅前食堂〉
、野菜炒め朝定食
も悪くない。http://sunﬁshkamaishi.sakura.ne.jp/
また、朝市につきもののご当
地サイダー、左は龍泉洞の名
水を使っている。

大船渡から陸前高田、そして気仙沼へ
の道は復興作業のためのダンプトラック
が多く走っている。冗談ではなく日本中
のダンプが集まったのではないか、くら
いの数である。それだけ被害は大きく、
復興の工事が進んでいるということだ。

奇跡の一本松で知られ
る陸前高田には、松の
木以外ほんとうに何も
残っていなかった。更
地を盛るための土を運
ぶ巨大ベルトコンベア
がその一帯に幾本もの
足を延ばしている。近
未来の惑星移住プロジ
ェクトのよう。津波は
将来の自然環境をも破
壊してしまった。

大船渡市内で鉄路のあったところは、
BRTバス専用路になっていることが多
い。踏切の代わりに信号だ。

ャリテ、アボカドバーガー６１０円もお
試しいただきたい。

119

ス〉を訪れたかったからだ。震災のとき、
選手たちはすぐに救済と復旧活動を始め
たという。釜石の町があってのラグビー、
そして俺たちだから、と。
当時のキャプテン、佐伯悠さんに会え
た。
「選手は全員無事でしたが、それぞ
れの職場や生活環境は大変なことになっ
ていました。われわれは地域の応援で成
り立っているクラブチームですから、釜
石のために、とにかくできることから始

大船渡市の〈ザ・バーガー・ハーツ〉
。震災から復活した岩手のアメリカ
ングラフィティ、瓶のコカ・コーラやオールディーズのLPジャケットが飾
られる。バーガーメニュー多数、昼も夜も人気店、応援したい。盛駅から
歩いて５分。☎090・2953・0997。11：30〜21：00、月曜定休。

おなかがいっぱいになったところで、
「トレイル３」
。これも甚大な被害をこう
むった大槌町の南、箱崎半島のどんつき
にある御箱崎神社をめざそう、陸中海岸
の中でもとりわけの景勝地として知られ
ている（だって先端だもの）
。神社手前
から波打ちぎわ奇岩ごろごろの千畳敷を
眺めることができる。
アクセスは大槌湾に沿って半島の北側
をまわって箱崎白浜へ、その先の大沢駐
車場までは道がえぐれたり狭いところも
あるので注意、気をつけて進もう。
「新
奥の細道」の看板のある大沢駐車場から
神社までおよそ４㎞、神社やその先の灯
台関係者がクルマを利用するのだろう、
「細道」は実は幅の広い、平坦で快適な
トレイル。クルマはめったに通らないか
ら道の真ん中も緑が満載だ。
そして釜石に宿泊した理由その２は、
あのラグビーの名門、かつての「新日鉄
釜石」を源とする〈釜石シーウェイブ

釜石市内のホームグラウンドで練習する〈釜石シーウェイブス〉と震災当
時のキャプテン佐伯悠さん。釜石は2019ワールドカップの会場に決まっ
た、釜石の名を世界中に知らしめる絶好の機会、彼らシーウェイブスもさ
らに強く、勝利を増やし、釜石への恩返しをしたいと言う。

陸前高田市

大島

黒崎仙峡温泉
気仙沼市

碁石海岸
盛駅

45

大船渡駅
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今日のうちに日常へ
戻らねばならない。
両方のトレイルを進
むのには時間が足り
ないかもしれない。
何事も帰りの一ノ関
からの新幹線、また
気仙沼から一ノ関に
至る移動時間を計算
してから。
さて、
「 トレイル
４」の碁石海岸。市
立博物館の近くに乱
曝谷（らんぼうや）
という奇勝名勝。切
り立った大きな屏風
岩が向かい合わせに
なったところで、大
きな波が打ち寄せる
と、その谷間にある
雷岩が大きな音を立
てるのだ。トレイル
途中から分け入ると
立派な展望台もある。
「トレイル５」は終
点を温泉として、ひ
とっぷろ浴びておし
まい、としたい。レ
ンタカー利用を考え
温泉の駐車場にクル
マを駐め、そこから
進んで適当なところで折り返そう。この
コースは、みちのく潮風トレイルの設定

んの５ｍくらいが崩れていてちょっと冒
険が必要だった。入り江を通過して再び

はまだだが、広い松林の中を抜けること
ができて気持ちいい。１㎞ほどで小さな
入り江、大祝浜に到着。ところが取材時
は、トレイルから入り江に下りる部分ほ

どーんの雷岩のある乱
曝谷展望台。碁石海岸
のトレイルを左に曲が
るとここ、右に曲がる
と大船渡市立博物館。

気仙沼商工会議所会頭の菅原昭彦さ
んは日本酒〈男山本店〉の代表でも
ある。地元気仙沼の魚を、特にカツ
オを美味しく食べるために、名酒の
誉れ高い《蒼天伝》を作り上げた。
お試しいただきたい。www.kesen
numa.co.jp/

して、今回の旅の終点気仙沼。周
辺におすすめのトレイルはふたつ
ある。手前の大船渡市の末崎半島、穴通
磯から碁石海岸駐車場までの「トレイル
４」片道３・５㎞と、陸前高田市の六ヶ
浦漁港から黒崎仙峡温泉までの「トレイ
ル５」片道約４㎞だ。どちらも海に突き
出た半島の先にあって、トレイルの起点
終点には駐車場がある。アクセスはいい
のだが、今日は３日目、なごり惜しいが

釜石駅

そ

南リ
アス
線

340

釜石線
107

上が「トレイル４」の目玉、乱曝谷。どうしてこんなことになったのか摩訶不思議な巨岩絶壁サンド。真ん
中あたりの雷岩（の洞窟）に波が打ち寄せどーん。下は碁石埼灯台。右は「トレイル５」の終点黒崎仙峡温
泉、トレイルの締めくくりに。www.kurosaki-onsen.com/
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トレイルはふたつ、両方は無理か？

なんとうれしい黒崎仙峡温泉

夕食は早めに気仙沼の〈福よし〉で

レンタカーを一ノ関に返却、そして新幹線

120

トレイルへ、今度は小祝浜、ここはすん
なり行ける。その先六ヶ浦漁港まで片道
３㎞弱、適当なところで折り返そう。
気仙沼はいっときの水産加工業の落ち
込みから立ち直っている、イキのいい若
者が増えてきた。気仙沼商工会議所の菅
原昭彦さんに話を聞かせてもらった。
「まだ８０００人以上の市民が仮設住宅
で暮らしています、全市民の８人に１人
が自分の家に戻れていません。これが解
決しない限り、震災は終わっていないと
思っています」

沼の人たちはみんな苦労しているんです
よ。私たちがフェンシングで勝てば、高
校生ががんばっているな、ってみんなの
励みになるんじゃないかな。たくさん練
習して、みんなの役に立ちたいですね」
。

http://tohokukanko.jp/coastal-trail/

旬である。夜２時くらいから
海に出て、ロープに下げられ
た帆立を引き上げ始める、朝
６時には港に戻って計量し、
業者に引き渡す日々、大変な
労働だけど、にこにこ笑顔で
地元の先輩たちに交じって作
業をこなしている。
「ここは唐桑（からくわ）と
いう漁場なんですが、牡蠣も
自慢なんです。海の中に吊る
しているので牡蠣以外の生き
物がついてしまいます、熱湯
の風呂に入れてそいつらを退
治するんですよ。こうするこ
とで育つのに必要な餌のプラ
ンクトンを牡蠣が独り占めできます。と
ても手間がかかりますがこの熱湯風呂に
入った牡蠣は身が大きくて、おいしい。
ここ唐桑と周辺のいくつかの漁場だけの
やり方です。特別な唐桑の牡蠣、もっと
知ってほしいですね。ブランド牡蠣にし
たいなあ」
気仙沼で復興を願う若者は他にもいる。
宮城県といえばフェンシング、その名門
中の名門・県立気仙沼高校フェンシング
部女子キャプテン小野寺咲さん。
「気仙

なんと安心、なんと便利。公式ルートマップだけで
は不安な人のためにスマートフォン専用のナビ・ア
プリが開発された。現在位置から目的地までのルー
トがわかっちゃう。もちろん『ターザン』で取材紹
介しているスポットも案内されます。
また『トリップアドバイザー』との連
携で周辺検索、関連スポットの口コミ
情報も手に入ります。

宮城県フェンシング協会は創設60年を迎える、この地に
いかにフェンシングが普及しているのか、おわかりだろう。
気仙沼では小学生も剣を振るう。ロンドン五輪銀メダルの
千田健太の母校・県立気仙沼高校フェンシング部は強豪の
中の強豪。小野寺咲、先輩に追いつけ追い越せ。

パーや大型店舗で〈気仙沼の魚介商品〉
を扱ってくれるよう努力しています。気
仙沼はフカヒレ、カツオ、カジキマグロ
の水揚げの圧倒的なシェアがあります。
気仙沼の漁師が魚の漁場をよく知り、漁
法に長けていることもありますが、他の
港の船もここに水揚げするんです。生鮮
カツオはここ 年連続で日本一なんです
よ、震災の年でも」
「というのは気仙沼には、優秀な修理造
船技術がある。航海に必要な良質な食料、
日用品が簡単に手に入る。地形的に避難
港として優れている。カツオの買い受け
人が高値で買ってくれる。餌のイワシが
豊富に獲れる。優秀な漁船員がいる。な
どの理由からです。気仙沼に元気な若者
が増えてきています、漁師になりたいと
いう人もいます、彼らにも手伝ってもら
って気仙沼をブランド化したいですね」
気仙沼に戻ってきた若者、畠山政也さ
んもそのひとりだ。もともと船乗りとは
いえ、日本の漁場を護るための違法漁業
を取り締まる船、水産庁所属で相手は魚
ではなく外国船だった。震災をきっかけ
に地元に戻り、牡蠣・帆立を扱う漁師に
なった。
貝柱が太く大きくなる７月、帆立貝は
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「水産加工業は少しずつ立ち直ってきて
いて、商品を作ることはできるのですが、
震災で販路を失ってしまいました。スー

畠山政也さん。気仙沼・唐桑で牡蠣と帆立を
育てる。唐桑は震災で漁業のいっさいを失っ
たが、たちまちのうちに広島から救いの手が
差し出された。いま唐桑の牡蠣の筏（養殖の
ために海上に浮かべる）は広島のものだ。あ
りがたい。そんなことも、畠山さんを漁師に
させたきっかけである。
「お風呂に入った唐
桑の牡蠣、おいしいよ」
。

まさに気仙沼ブランド。この町には世界一の焼き魚の店がある、国内外の料理関係者に知られる〈福よ
し〉
。囲炉裏で串に刺され焼かれるカレイ、サンマ、キチジ（金目鯛）を食べずには帰れない。夕方５
時からの営業、ぜひとも新幹線に乗る前に。予約必須☎0226・24・0284。17：00〜22：00、日曜定休。
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