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仙台経由で南三陸町に前泊
初日朝は田束山の「行者の道」を
お昼は〈おじか〉の名物メニュー
午後は『海の幸トレイル』を
宿泊は珍しのトレーラーハウスはいかが。
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上／行者の道スタート直後。沢に沿ったトレイル、ここは
足元が悪いので角材が敷いてある。下／田束山山頂、見晴
らし全方向に素晴らしい。右／修験道のトレイルらしくい
くつか冒険チックな箇所がある。楽しい。

ーザン』はこの夏、３回に分けて
「みちのく潮風トレイル」を参考
に八戸から南に下る旅を続けてきた。と
きにはトレイルをはずれ、うろつき、奇
勝景勝に腰を抜かし、おいしい食に出会
い、人々から被災の実際を学んだ。
そして今回は最終回、宮城県南三陸か
ら福島県相馬までである。実を言えば、
この区間のうちの多くは「みちのく潮風
トレイル」の設定がまだなされていない。
それゆえ『ターザン』なりに道をつなぎ、
被災地を訪ね、また見聞を広めてきた。
多くの読者がこれらのページを参考に、
たくさんの体験をしながら「みちのく」
の南の起終点である相馬市松川浦環境公

園へ続いてくれるとうれしい。
ここでは新幹線で仙台まで進み、そこ

でレンタカーを借りて南三陸から相馬を

めざした。まずは田束山（たつがねさ
ん）
。気仙沼市と南三陸町の境がその山

頂だ。南三陸町歌津樋の口（うたつひの
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エルファロ
おじか

お昼は移動途中、女川（おながわ）町にある女川
コンテナ商店街の食事処〈おじか〉
。海老フライ
丼（女川カレーかけ）800円、クジラ大和煮丼
970円。ともに大名物。☎0225・53・2826。
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くち）から、行者の道と呼ばれる沢沿い
のワイルドなトレイルがあっておよそ１
・５㎞、途中に不動尊、密やかな滝もあ
る。のんびり進んで１時間くらいで山頂
に到着できる。起点を麓の行者の道登山
口（駐車できる）としてもいいし、山頂
手前に広い駐車場があるので、クルマを

そこに置いて、登山口とを往復するのも
いい。山頂付近には経塚が多く発見され、
そして標高５１２ｍながら眺望は見事な
３６０度。快晴であれば金華山、蔵王連
峰も望める。
そしてクルマで南へ。２時間もかから
ず石巻市雄勝（おがつ）町に到着。ここ

FINISH
雄勝湾
石投山

START

山本圭一さん、東日本大震災を機に
雄勝町で暮らす。もとから人口4300
人の小さな町だったが、震災後は
700人になってしまった雄勝町、山
と海しかないこの町をどうやったら
元気づけることができるのか？ 多
くの人に来てもらえるのか？ そこ
から思いついたのが『三陸・雄勝
海の幸トレイルランニング』
。第１
回大会では定員200名はあっという
間に埋まってしまい、そのうちの60
％は東京、神奈川からの選手であっ
た。回を重ね、今年は石巻のランナ
ーが20人も参加している。来年は７
月18日海の日を使った２日間の予定、
いずれHPにアップされる。定員は
200名、クリック合戦必至。http://
uminosachirun.jp

※『三陸・雄勝 海の幸トレイルランニング』
のコースは「みちのく潮風トレイル」に設定さ
れていません。

で以前から気になっていた人と出会うこ
とができた。トレイルラニングイベント
『海の幸トレイルランニング』を主催す
る山本圭一さんだ。東京でパーソナルト
レーナーをしていた山本さんはボランテ
ィアでこの雄勝町にやって来た。震災直
後、子供たちの勉強の遅れを心配した雄

初日は女川に宿泊。女川の復興に宿
泊施設は絶対に必要と被災旅館４社
が運営する〈エルファロ〉
。http://
elfaro365.com/index̲pc.php

勝町中学の校長先生か
ら、夏休みの間学習塾
を開き、子供たちを学
ばせてほしいと依頼さ
れる。
教職にある友人、知
人を集め、山本さん自
身は毎日の昼食の手配、
授業のコーディネイト、
先生の送り迎えなどに
奔走する。地元雄勝の
人々の信頼を得て、や
がて牡蠣、ホタテ、ホ
ヤ、銀鮭の養殖を手伝

う。山本さんは 年の
秋にこの地へ移住した。

年６月に第１回『海の幸トレイルラン
ニング』大会が開催された。
山本さんの大会は異例である。
（前夜
祭で）おいしい雄勝の海の幸をお腹いっ
ぱい食べてもらうことが最優先。しかも
レースではなくファンランなのだ、だか
らタイムや順位は計測しないし、走り出
してから折り返し地点を（距離を）選べ
る。フィニッシュ会場に御宝美海（ごほ
うびかい）なるホタテや牡蠣のＢＢＱが
用意してあって、短いコースを選んだ方
が（早くフィニッシュできるから）ＢＢ
Ｑをたっぷり味わえる、というむずかし

ここからが本題だ。ここ雄勝町にはな
だらかに連なる山がいくつもある、もと
から山歩きの大好きな山本さんは、この
美しい山々を使って人を集めることがで
きるのでは、と思いつく。プロトレイル
ランナーの石川弘樹さんに相談し、地元
の石巻山の会に協力してもらい、ついに

11

い選択も用意されている。
こんなに楽しい復興支援はそうはない、

13

ぜひ雄勝町を訪ねていただきたい。

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
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雄勝
硯上山
水沼山
上品山

左上／上品山（じ
ょうぼんざん）か
ら水沼山へ。右上
／雄勝町の山々。
下／上品山の折り
返し地点。右／海
の幸トレイルのコ
ース、およそ34㎞。
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満足であるのだが）にしておいた。
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高くから見下ろせば、三陸独特の
ギザギザと鋭く海に突き出た半島
や岬は牡鹿半島を最後に姿を消し、その
先はつるりと広い仙台湾、仙台平野が連
なると思っていた。
違う。牡鹿半島のその先、石巻の先に
最後の凸凹があった。
「ああ松島や」の、
そして、牡蠣の松島湾である。
２０１１年３月 日、東日本大震災の
津波の最高遡上高は大船渡市の ・１ｍ、
死者行方不明者は１万８４６６人と発表
されている。日本応用地質学会の発表に
よれば、この松島湾も大津波に襲われた
が湾内外に点在する２６０余りの島々
（８０８ではない）が防潮堤の働きをし、
津波の勢いを減らしたと考えられている。
湾のいちばん奥の松島町では海岸に位置
する観光船レストハウスでおよそ１・２

グ。近寄るとさらに素晴らしい「焼きが

ｍの頂である。その眺めは「壮観」とさ
れている。大高森入口駐車場横からゆる
ゆるとした砂地の白いトレイルが続き、
途中に切通しのような箇所もあってなか
なか面白い。
朝。お腹が空いた。ここは松島、牡蠣
以外に何を望もう。いざ行かん松島さか
な市場。むろん場内で新鮮な魚介は食べ
られるけど、やはりここは牡蠣に夢中に
なりたい。まずは軽く、市場入り口に近
い〝松島カキバーガー〟にちょっかいを
出してみる。熱々のバンズに挟まった牡
蠣ソースのクリームコロッケだ、ほほう、
めったにお目にかかれない品である。
いよいよ市場の外に出る。クルマを駐
めたときからうすうす気づいていたが、
駐車場の隅に〈焼きがきハウス〉なる小

ｍの浸水深、海岸から約２００ｍ内陸の
50

松島湾を壮観に望む大高森は、実は
東松島町の宮戸島にある。奥松島パ
ークライン沿い、大高森観光ホテル
の前に駐車場と登山口がある。

上／隠れ連載ご当地サイダ
ー、松島手樽産の梅を使っ
た《松島梅サイダー》300
円。右上／松島さかな市場、
まるで体育館。右／Ａセッ
ト、牡蠣めし、牡蠣味噌汁
つきで1,600円。下／〈焼
きがきハウス〉ではスコッ
プが大活躍、☎022・353・
2318。右下は場内の松島
カキバーガー350円。
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き食べ放題 分２０００円」の看板。違
う町でお昼（それも楽しみだ）の予定も
あり、ここは焼きがきＡセット（十分に

11

瑞巌寺山門では ㎝であった。
日本三景、名勝松島を望むには大高森
（おおたかもり）がいちばん。松島湾で
最大の島である宮戸島の最高地点１０６

空

松島は牡蠣、さかな市場に駆けつける

大高森から日本三景のひとつを

お昼は元祖はらこ飯をいただいて

山元町では黄色のハンカチを

457
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仙台湾に沿って６号線
を南にクルマを走らせる、
福島県に近づくにつれ、
町並みは消え失せ、地平
線の先まで何もない土地
が続いてゆく、その広さ
たるや東京の品川区に匹
敵するとか。この地域も
また、津波がすべてを奪
っていった。

時 分大地震発生。 分に津波警報

いくつもの幸運と校長の的確な判断が
奇跡を起こしたようだ。小学校なので３
年生以上が授業中、２年生以下は上級生
と共に下校するため校庭で遊んでいて児
童全員が学校の管理下にあったこと、日
頃から津波対策を心がけていたこと、校
舎が高潮に備え、１・５ｍの盛り土をし
た上に、地震や津波を想定して頑丈に建
てられていたこと、などだ。

わない。校長は避難を断念し、児童全員

名、教職員ほかを合わせた 名をこの
小学校内に留める決意をする。
全員が屋上の屋根裏倉庫に避難、 時

分に大津波が襲う。真っ暗闇の中、激
しい音が響き渡ったという。水は２階ま
で達した、どれほど恐ろしかったことだ
ろう。闇の中で一夜を明かすことになっ
た。食料なし、水なし、暖房なし（夜中
に毛布を見つけた）
、懐中電灯２本。翌
朝６時、上空を航行中の自衛隊ヘリに発
見され全員が無事に救出された。
そばの欅の黄色いハンカチには勇気と
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何も残っていない山元町の海沿いにた
ったひとつ、ぽつんと「奇跡の小学校」
が建っている、廃校となった山元町立中
浜小学校だ。近くにはあの津波に負けず
に生き残った欅の大木、ロープがいくつ
も張られたくさんの黄色のハンカチがた
なびいている。
この中浜地区では死者１３７人、全壊
家屋は２６５棟。しかし海岸からわずか

49

が発令され「 分後に高さ６ｍ以上の津
波が」と。この地域の避難先は坂元中学
校と定められているが、行き着くには低
学年児童の足で 分以上かかる。間に合

46

希望、この地を励ます全国からの愛と、
それに対する感謝が記されている。

103

15

20

４００ｍの位置に建ち、高さ ｍにも及
ぶ大津波の直撃を受けても、この小学校
90

14

52

52
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に避難した児童、職員その他含めて 人
全員が助かっている。
〈やまもと語りべ
の会〉山元案内人会長の渡邉修次さんに
話を聞かせてもらった。

貴重な話を聞かせてくれた〈や
まもと語りべの会〉会長・渡邉
修次さん。黄色いハンカチは山
下駅前の橋元商店で２枚１組
400円で販売されている。１枚
はこの地へのメッセージを書い
てここに、やがてあの地の風に
たなびく。もう１枚は自宅に。
「幸せの黄色いハンカチプロジ
ェクト」http://yamamotoaso
bitai.web.fc2.com/news.html

亘理（わたり）町ははらこ飯生誕の地。
名店がいくつもあるが、今回は〈浜寿
し〉
、1,600円。９月中旬〜12月の季節
もの。火曜定休。☎0223・34・3101。
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そこで相馬市内のトレイルだ、
「みち
のく」マップの通りに進んでもいいのだ
が、そこには市内中心から離れた寄り道
の表記がある。まずは百尺観音、相馬出
身の仏師・荒嘉明氏が岩崖を削り出して、
という気の遠くなるような仕事、昭和６
年以来いまだ完成に至らずの観音座像だ。
困難は２代目、３代目へと引き継がれて
いる。
百尺観音を東に進むとすぐに１２１号
線陸前浜街道と交差するのだが、江戸時
代からの立派な松並木が続いている。道
の両側が盛り上げてあり、そこに太い幹
の松がどしどしと立ち並び、ゆるゆる進
むと往時のサムライになったような気が
してくる。市の指定天然記念物だ。あ、
車に注意、歩道にガードレールはない。
相馬には溜め池が多い、古くから水に
不自由したからといわれるが、
「みちの

道
浜街
陸前

121

百尺
観音

貯水池

午前は相馬市内のおもしろポイントを

お昼は松川浦の復興チャレンジグルメを

午後に絶好の行楽地、鹿狼山

上から／百尺観音。広い駐車場があって、拝観料は無料。
百尺はほぼ30mだから、かなり大きい。膝から下が未完
成である。陸前浜街道の松並木。その幹の太さを見るに、
徳川の時代に植えられたそのものなのか。とにかく見事で
ある。市内の名もない溜め池。これほど溜め池の多い町も
珍しい、ここは川の谷側を堰き止めて造ったようだ。相馬
中村神社に飼われている白馬。人なつっこい。左下／相馬
中村神社入り口、そこかしこにお馬さん。
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松並木
陸前浜街道

さてさて、相馬といえば「野馬追」
。
遡れば平将門に行き着く１０００余年続
く神事であり祭りだが、甲冑に身を固め

6

ほどの池がある。陸前浜街道松並木を北
に進み、周辺の名もない池を訪ねてみた、

く」のマップを見ても大小数え切れない

115

たサムライと馬５００騎あまりが野っ原
を全速力で駆け回る大活劇は、黒澤明監

観音さまから始まって松並木やお馬さん、
われわれが相馬市内の立ち寄ったところ
を紹介するとこんなふう。

まさに何でもない里山の溜め池、のんび
りした時間が流れていた。

228

元町で宮城県は終わり、隣の新地
（しんち）町からはいよいよ福島

相馬駅

宇多川

相馬駅
相馬
中村神社

環境省のＨＰには「みちのく」のトレ
イルマップ入手案内が載っている、ここ
はその中の「新地町」
「相馬市」が該当
する。トレイルの順を言えば、左ページ
の鹿狼山が先になるのだが、最後はこれ
まで進んだトレイルを高いところから眺
めたい、との思い。相馬市内を先に、鹿
狼山を後ろに回した。

38
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百尺観音
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34

松川浦
環境公園
相馬中村神社

たこ八
272

県だ。そしてこの新地町から「みちのく
潮風トレイル」が再び始まる、距離は短
いがすぐ南の相馬市の松川浦環境公園ま
でがそれである。なお、環境省はこの
「みちのく」はゆっくり歩いて楽しむこ
とを推奨している。

あぐりや
鹿狼山
113

山

3
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クルマを仙台に走らせて新幹線へ

104

松川浦環境公園。出発は青森八戸の蕪嶋
神社から。神社名物ウミネコの「運」に
は恵まれなかったが、トラブルなく、ケ
ガなくここに700㎞の旅を終えた。

相馬の海は松川浦、漁業の
復興は思うように進んでいな
い。北の宮城、岩手、青森の
漁業関係者とは異なる難題、
放射能汚染とその風評被害と
いう壁を越えねばならないの
だ。試験操業をなんども繰り
返し、 ベクレル以下の安全
で安心して食べてもらえる松川浦の魚介

h!

通過した「みちのく」が望め、東には太
平洋、西に蔵王連峰が連なっている。ち
なみに山頂は福島県新地町と宮城県丸森
町との境である。
新地町といえば地元の特産物を扱う
〈しんち地場産市場あぐりや〉を訪ねて
いただきたい。鹿狼山登山口から２・５
㎞ほど離れているが、地元名産のトマト
やいちじくをはじめ、旬の野菜や果物が
契約農家から運ばれている。
そしてついに終えるときが来た。松川
浦の北にある松川浦環境公園が「みちの
く潮風トレイル」の南端である。７００

㎞を旅したわれわ
れを可愛い花の鉢
植えと手作りトー
テムポールが迎え
てくれた。みなさ
んもぜひ「みちの
く」を利用して被
災地を訪ねていた
だきたい。

＊ここに「みちのく潮風トレイル」のルートマップ入手の案内があります。http://www.tohoku-trail.go.jp/routeIntroductions
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復興チャレンジグルメを進める菅野貴拓さん。
〈たこ八〉のＣ・グルメは《きらきら定食》
。
たこ刺し身、いくら、かれいのフライ、あさ
りの味噌汁で1,620円。http://www.kaneyo
-suisan.com/menu/

さあ、いよいよ「みちのく」最後の高
みに上がろうか。鹿狼山は標高４３０ｍ、
樹海コースと眺望コースのふたつがある。
いわゆる女坂と男坂の意味で、斜度が緩
く距離が長いのが前者、急で距離が短い
のが後者である。もちろん樹海コースで
上り、眺望コースで下るのが賢明。周囲
に何もないため標高は高くはないが山頂
からの眺望は素晴らしく、北にこれまで

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

松川浦の旅館、ホテ
ル、飲食の有志たちは
復興チャレンジグルメ
・キャンペーンを始め
る、それぞれ自慢の魚
介のメニューを作り、
スタンプラリーも楽し
んでもらおうというも
の。松川浦のものは使
えないが、春夏、秋、
冬の３シーズンそれぞ
れの旬の魚介を提供し、
人気は上々である。

下／アグリカルチャーからの命名（そうだよ
ね？）とは洒落てるじゃん、
〈あぐりや〉は
地産地消そのもの。そうそう、このいちじく、
安くておいしかったよ。定休は正月三が日。
☎0244・62・5220。

finis

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。

25

は 種類にまで増えているのだが、いま
だ本格的な操業の許可が下りない、つま
り漁業ができないのである。海の町で地
の魚介を提供できないのは辛い、このま
までは観光のお客さんも遠のいてしまう。
64

督映画そのままの大スペクタクルである。
その大舞台で活躍する馬たちが相馬市役
所のそば、相馬中村神社に飼われていて
乗馬体験もできる。へえ、こんな町のど
真ん中で、である。

上／眺望コースをてくてく下る。たいした標
高ではないのにもう紅葉。左／鹿狼山山頂か
ら三陸方面を眺める、そうだ、青森のウミネ
コたちは元気だろうか？

