里山でのおでって

北の恋人岬（志津川地区）
花見山（入谷地区）
地域の人々から「ばば山」と
呼ばれ、親しまれる小高い山。
この斜面一帯に花桃・桜・
ツツジなど花の咲く木を、
植えてゆきます。
将来は、山一面が咲き誇る
上の予想図のような
地域の憩いの場、
観光名所になります。
バラのアーチもあり
頂上には、将来を誓う式場に
なりそうな
あずまやもあります。
途中には樹に乗っかった小屋
ソノバシノギもあり、
愛と笑いの溢れる場づくりで
す。

この他にも
「おでって」しながら
楽しく学び、
第二の故郷が見つかる
プログラムがたくさん
あります。

ここで日の出を見ると恋が実る
との言い伝えのあった明神崎
2018 年の夏、ここが整備され
北の恋人岬として再生しました。
この名所を維持するため、
多くの方のおでってが必要です。

さとうみファーム（歌津地区）
発酵したワカメを食べて
まろやかな味に育つ
ヒツジさんの世話をしたり
牧場内を整備したり
午前はヒツジさんとモフモフ
昼はヒツジさんをモグモグ
午後は羊毛でモフモフ
写真は、特定非営利活動法
人ウィメンズ
アイのブログ
より転載。
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恩おくりファーム
農工房（入谷地区）
野菜づくりと人の輪づくり
そして、
「恩おくり」
自分の植えた苗木が、
作物を実らせたら
その時に訪れた人に
食べて貰う。
恩は返すもの
そして他の人へ
おくるもの
という事を実感するおでって
さとうみファーム以外の写真は、
南三陸応縁団 HP
より転載しました。

南三陸応縁団の詳細
は、以下をご覧下さい。

南三陸町――自然と共存するまちづくり先進地

「おでって」を通して

まなぶ
山と森と里と海が、川と人でつながり、循環する町

FS C®（森林管理協議会）

ASC（水産養殖管理協議会）

Forest Stewardship Council®

Aquaculture Stewardship Council

環境保全、持続可能性を理念とする、林業者、林

自然環境の汚染や資源過剰利用防止に加え、水産

産取引企業、環境団体に加え、先住民などが中心に

業（Aquaculture)従事者や地域

なって、1994 年に設立された国際的非営利団体。

住民との誠実な関係構築を求める

この組織の認証を得

国際的な認証制度。

た森林地域の製品に

認証を得た地域の製品

は、商標 登録された

には、右のロゴをエコ・

右のロゴを、エコ・ラ

ラベルとして使用できま

ベルと
して使
用でき
ます。

す。

FSC の認証に際して、FM
(Forest Management）
、や
CoC (Chain of Custody)など
の認証が事前になされますが、
詳細はここでは割愛します。
左の QR コードをご覧下さい。

2016 年５月 18 日、
宮城県漁協志津川支所戸倉出張所が、日本にて最初
にこの認証を取得しました。
FSC と ASC の双方が認証された自治体は、現時

南三陸町では、2015 年

点で、南三陸町だけです。

５月１日、 南三陸町有林、

左図のように森が育むミ

慶應義塾大学、大長林業、

ネラルや栄養をたっぷり含

（株）佐久をバーとして「南

んだ水は、川や田畑などの

三陸 森林管理協議会設立総

水路を通って海に注ぎ、ワ

会」が開催され、同年 10

カメやホタテなどの貴重な

月、国際的な FSC 認証制度

栄養分となります。

での森林管理認証を取得。南

自然の猛威による過酷な

三陸杉 をもちいた製品の作

被害をうけ、自然との共生

成、間伐や森林をめぐる環境

の必要性を痛感した地だか

保全に努めています。

らこそ生まれた、新しい
農林水産業のかたちです。

――上述は、佐藤太一氏（南三陸森林組合）の手に

なる報告書（右の QR コード）
を参照しました。
また右上の循環図®玉利康延に
ついて、著作権者の掲載許可を
得ております。
禁無断転載

なお志津川湾と外洋 （太平洋）の双方を養殖場と
する歌津地区では、栄養分豊かな親潮で育てる養殖
も、誇りと責任をもって行なっています。
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南三陸町――自然と共存するまちづくり先進地

〇ラムサール条約 (Ramsar Convention) とは

〇ラムサール条約と南三陸町

1971 年 2 月 2 日、この条約が作成された会議場
がイラン北部カスピ海沿岸の町ラムサール Ramsar
だったことから、ラムサール条約と通称されます。

志津川湾は、暖流と寒流が混ざり合う日本でも希
有な海域であり、海藻（かいそう）や魚介、プラン
クトンなど多種多様な生命体が生息しています。国
の天然記念物である「コクガン」の餌場となる藻場
（もば）も広がり、重要な越冬地になっています。

正式な名称は、
「特に水鳥の生息地として国際的に
重要な湿地に関する条約 (Convention on
Wetlands of International Importance
especially as Waterfowl Habitat) 」です。
つまり「湿地（wetlands）
」――湿原、沼沢地、
干潟（ひがた）
、水域などさまざまなタイプの水辺の
環境――は、役に立たない地であるどころか、経済
的にも文化的にも科学的にも極めて大きな価値をも
っています。
このことの共通認識を深めるとともに、湿地を多
様な動植物、とくに水鳥の生育地として環境保全に
努めるべく策定された国際的な約束、それがラムサ
ール条約なのです。

このため 2010 年９月、ラムサール条約登録の
潜在候補地として国より選定。ところが、町が登録
に向けて動き始めた直後、震災に見舞われました。

〇登録の要件
次の要件を満たしている湿地
を登録要件としています。
1. 国際的に重要な湿地であること。
（条約で示され
た基準のいずれかに該当すること）
2.国の法律（自然保護法、鳥獣法など）により、
将来にわたって自然環境の保全が図られること。
3.地元住民などから登録への賛意が得られること。

しかし被災した他の地域と励まし合いながら、
復興への道をたゆむことなく進み、
「森里海ひと いのちめぐるまち南三陸」というビジ
ョンを掲げつづけ、少しずつ形にしてゆきました。
そうして 2018 年 10 月 18 日、アラブ首長国連
邦のドバイで開催されたラムサール
条約締約国会議にて、志津川湾がラ
ムサール条約湿地として認証された
のです。
『南三陸なう』より

〇登録後の重点目標
湿地の
1. 「保全と再生」
2. 「ワイズユース（賢明な利用）
」
3. これらを支え、促進する「交流と学習」

コクガンは絶滅危惧種です。写真撮影も遠慮し、
遠くからそっと見守りましょう！
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龍と歌津地区
おでってしていると、素晴

左の図像は、この話を

らしい方々と巡り会ったり、

もとに、龍の姿を地図に

こんな興味深い物語を聞く

描き込んだものです。

ことがあります。「オデッティ

信仰の対象ですの

ア」の醍醐味の 1 つです。

で、あまり具象的な姿に

ここに紹介するのは、小

ならないよう、龍を意味

野實（みのる）さんという、

することもある虹、そして

四十年余りにわたる公職

色どり豊かな彩雲（さい

(旧歌津町職員)を終えた

うん）のモチーフをもち

後、方言やことわざを丹念

いました。また「左足（さ

に調査し、まとめることに没頭、自費出版され、『歌津仇

たり）」〔左前足〕に関しては、今一つの伝承にある、「貞

討物語』も公刊されている方です。

任山（さだとうやま）」を当ててみました。前九年の役で

聞き書きは、ご自身が大震災の語り部として活動しな

敗北を喫した安倍貞任（あべのさだとう）が隠れ住んだ

がら、障がい者や高齢者の課題などをめぐり、南三陸町

との言い伝えがあり、「さだりやま」と呼ばれることもあ

の社会福祉協議会などと連携しながら地域包括ケアシ

るからです。

ステムの構築に活躍されている、鈴木清美さんです。

皆さんも、こころの中に、田束山から尾崎まで臥して

ここでは、歌津地区の霊峰、「田束山」（たつがねさん）

いる龍の姿を描いてみてください。

の伝承を、『南三陸なう』より転載します。

なお《抽象的な龍のイメージ》という極めて困難な依
頼に、見事に応えてくれたのは、アーティスティックな

「奥州平泉が栄華を極めた藤原三代の

カフェ＆パブを経営する奥田大地さんです。

頃、この一帯(特に入谷地域)から金が採掘され、中尊
寺・金色堂の装飾や貢物として交易が盛んだった。

歌津地区は、以上とは別のことでも、

その平泉・中尊寺の向かいにある山は『田稲山』(た

「龍」と深い縁があります。1970 年、歌津の館崎（たて

ばしねさん)と呼ばれている。稲と束・・・関わりがありそ

ざき）から海棲爬虫類

うだよな。そう、田束山は田稲山と兄弟山とされていたん

「魚竜」の化石が発見

だ……〔中略〕……」

されたのです。これは

田束山の山頂にはお社があり、そこから東南東(＝卯

２億４千２百万年前の

辰)の方角に村が開けたから「うたつ」という地名になっ

もので、世界でも最古

たという説があり、さらに、歌津は、まるで龍が眠ってい

級とされます。「ウタツ

るような地形だと教えてくれます。

ギョリュウ」、「ウタツ

「田束山は龍頭山とも言う、つまり頭だな。臥龍（がり

ザウルス」といった名

ょう）の尾っぽにあたるのが泊半島、その先には「おさき

で呼び親しまれています。

南三陸町教育委員会 2013 年 12 月設置
掲示板より。
（2018 年 10 月 21 日撮影）

神社」があるんだけれども、それは御崎ではなく尾崎と
書くんだ。」
「名足(なたり)という集落があるだろう！ 龍の右足を

この出土地は、歌津地区の方々にとって大事な場
所です。無断で立ち入ることは、絶対にやめましょう。

意味している。半島の反対側に左足(さたり)という浜も
あったんだ。こうやって調べるといろいろ面白いことが
分かるんだな！」
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おでってのふうけい

花咲か黄門さま＠花見山

ワカメの湯通し

水産物商品袋のシール貼り

ネギを束ねる＠農工房

伐採した樹木の搬出

芯抜き

種挟みの前の縄掃除

長ネギを束ねる＠農工房

カボチャ畑の整備＠農工房

急斜面での根っこ抜き

植えた苗木に堆肥をまく

植樹記念碑

新わかめのしゃぶしゃぶ

たっけと仲間達

ヒツジとの邂逅
＠さとうみファーム
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インターンシップ

学生向けインターンシップ
ほかの県や市町村と同じく、南三陸町にも、長期にわたる学生向けのプログラムがあります。
ここでは、その１つ、一般社団法人南三陸研修センターのプログラムを紹介します。

〇社会課題取り組み先進地

〇体験プログラム

東日本大震災後ここ南三陸町では、あらゆる社会課

・挑戦を続ける若き漁師を訪ね、まず自分が動くことの

題が 10 年早回しになって表面化していると言われてい

大切さを学ぶ。

ます。

・タコから始まるソーシャルビジネス。

人口減少、産業の衰退、少子高齢化・・・。

・南三陸トレイル〜入谷編〜（歩きながら、社会課題への

これは、被災地ならではの現象ではなく、国内のあら

対応策のヒントを見つける）。

ゆる地方自治体で抱えている課題が、被災したことによ

・よい山、わるい山（間伐体験）。

り早期に表面化しているにすぎません。

・火防線トレイル（火防線を整備し、山の生態系について

南三陸町では「課題先進地」としての側面が浮き彫り

学ぶ） 。

になっています。

などなど

あまりにも大きな問題で、解決するためにはどこから

〇インターンシッププログラム（有給）

手を付けたらよいか分からない。
しかし放っておいたら近い将来自分の生活も脅かさ

研修センターの繁忙期となる 8 月後半から 10 月末

れることは分かっている。

の学生プログラムを対応する有給インターンシップの

じゃあどうすればよいのか？

学生を募集しております。

私たちは、「たくさんの人が代わるがわる長期間で」

地域の学び場作り、そして未来を創っていく仕事を、

解決に向けて課題に取り組むことにより、一人ひとりの

現地スタッフの右腕となりすすめていくやりがいのある

力は小さくても壮大な地域課題でも解決できるのでは

仕事となっております。将来地域で活躍したい！ という

ないかと考えました。

方や、新たなチャレンジをしたいという学生におすすめ

南三陸ラーニングセンターでは、「地域振興プロジェ

です。

クト」として立ち上げ、町内・町外のいろんな方を巻き込

◆業務内容――企画・コーディネート業務

んで、次の人へとバトンを渡しながら、時間をかけて、

・「私大ネット 36〔サンロク→サンリク〕」など学生対象の研修

一つの地域課題に取り組みます。そして参加者と地域

プログラムの企画、コーディネートのフォロー等。

住民が一緒になって学びながら新しい町を創り上げて

・プログラム中の学生対応（メンターや TA のような役

行きます。

割を期待しています）。

参加者は現場に立ち、課題を認識し、自分ができるこ

・情報発信業務「南三陸なう」記事執筆。

とを考え、そして実践します。自分が携わったことは長く

◆必須事項

この地域に形として残ります。地域住民にとっては、たく

・南三陸で主体的に活動（大学のプログラムやインター

さんの人に応援されているということが目に見える形で

ンシップ等）をしたことがある方。

現れることが大きな活力となります。

・報告、連絡、相談を細かく行いながら、自分で考え行動
できる方。
・明るく、元気に、積極的に南三陸に滞在する学生などと

ラーニングセンター（一般社団法人南三陸研修
センター）
「プロジェクトについて」より転載。

のコミュニケーションを図れる方。
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たっけんちのワカメ
Ⅰ．
６月下旬から７月上旬にかけて胞子を出す元となる
「めかぶ」というものを大きなタンクに海水とともに
入れ、そこに
特殊な糸を
あんだもの
「種糸」を枠
に張ったも
のも漬け込
み、よく胞子
が種糸に付
着するまで時間を置き、それを沖にあるワカメの養殖
施設に吊して沈めてきます。
この作業はすべて海の上（船上）で行ない、天候
によっても胞子の付き具合が大きく左右されます。

ロープは固く、男性は手の力でねじれを開いて挟ん
でいきますが、女性は注射器の針を大きくしたような
形の「スパイキ」という道具を用いて手際よく作業をこ
なしていきます。
ロープは一般的には一本 200 ㍍～300 ㍍ですが、
一軒あたり平均 20 本以上あるので、それを例年です
と、30 ㌢ずつの間隔で進み挟んでいきます。
この時期は、この作業をする人々で浜が活気付きま
す。
（多い家庭だと 10000 ㍍以上の長さをこなす家も
あります。
）
Ⅳ．
種糸を挟み終えたロープはすぐに沖は張ってきます。
乾燥すると成
育に影響が出
るほど、ワカメ
はデリケート
な生き物なの
で、すぐに自然
な状態にする
ことが大切で
す。
陸で挟んだロープは、一応海水につけて漁港内に漂
わせておきますが、海水につからない芽が死んでしま
うこともあるので、時間と戦いながら、船に回収して沖
へ運び、ブイとブイの間（決められたそれぞれの海域）
に浮かして、そのはじとはじを結び、中間地点や一定の
間隔で浮き玉や重しをつけて、日光の当たり加減、そし
てちょうど良い水深で成長するように調節して、また
次のロープの種挟み作業に移ります。

Ⅱ．
10 月くらいになると、やっと種糸から芽が肉眼でも
見えるくらいまで成長してきて、本格的なワカメの養
殖作業である
「種挟み」
（た
ねばさみ）と
いう工程に移
れるようにな
ります。
この期間、
種付けをした
種糸は、最低
３日に一度沖へ行き、様子を見たり、掃除をしたり、手
入れはかかしてはいけません。ここをおこたると、糸自
体が海草などの不純物におおわれて芽が出なかったり、
遅れての発芽となり、最悪の場合、使い物にならなくな
Ⅴ．
る場合もあります。
船で沖へ行き、船に乗りながら収穫の作業をします。
朝日が昇るか昇らないかの時間帯に行きます。気温は
Ⅲ．
氷点下２℃～５℃です。
し け
ロープには根を張ってワカメが育っています。根元
その年その年の水温や時化の回数などの水質により、
はめかぶとい
芽の濃さや薄
って別のもの
さが全くちが
として出荷す
うので、どれが
るので、図の通
ベストなのか
り沖でカット
を長年の勘で
してきて、めか
見極めながら、
ぶは一本一個
ロープに挟む
ずつ手業で茎
幅の間隔や糸
から削ぎ落と
自体の長さを調整して慎重に挟んでいきます。
していき、出荷します。ちなみにワカメは一日 800 ㎏
これにより、ワカメ めかぶの出来が左右されると言
～1000 ㎏刈り取ってきます。
っても過言ではありません。
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たっけんちのワカメ
ワカメを、さけるチーズのようにさいて分けていく、
この工程を「芯抜き」（しんぬき）といいます。素人が
やると枝葉に中
芯が多くついた
り、途中でワカメ
がちぎれてしま
ったりと、等級が
下がることがあ
ります。ただここ
では数をこなさ
なくてはいけないので、早く且つ正確に行なっていか
なくてはなりません。
ワカメにもキズというものがあるので、それらも見
逃さずカットして、品質の維持・向上に努めています。
等級ですがすべて数えると、約 30 ほどあり、細かく
きびしく審査されます。

Ⅵ．
ここから陸に持ってきての作業となります。専用の
茹でる大きな
鍋のような機
械で湯通し（加
熱）します。温
度は 90℃くら
いです。もちろ
ん海水を温め
たものです。
ワカメは生のもの、刈り取る時や沖にある時は、あの
緑色はしていません。茶色というか、濃い茶色という
か、そのような色をしていて、熱湯につけた瞬間に、一
瞬で鮮やかな美しい緑色になります。
すぐにそのワカメは、冷たい海水の入った冷却タン
クにうつされ、冷やされます。ここで良く熱をとらない
と、後々の変色につながったりします。
Ⅶ．
そして水分をよく切り、その後ミキサーと呼ばれる
回る機械に入
れて、塩をまぶ
します。この塩
は主に岩塩で、
その混ぜる量
もベテランの
方の勘でほど
よく塩分が浸
透する量が見極められ、混ぜ込む時間も調整されます。
養殖施設がどれくらい沖にあるかや、つまりワカメ
のシーズンでも始めのほうと終盤のほうとでは質が異
なってきますし、どれだけ育った場所が外洋に近いか
でも塩分の浸透率も全くちがってくるので、この作業
で大切なことは、ミキサーを回す時間の長さ、そして入
れる岩塩の量、それにより、ワカメ自体の保存性が違っ
てきます。多ければ良い、長ければ良いというものでは
ありません。
そして再び大きなタンクに入れ重しを乗せ、一晩ほ
どおき、翌朝、刈り取りに行く前に、タンクから水揚げ

Ⅸ．
芯抜きを終え丁寧に選別されたワカメや茎は良く脱
水されます。専用の脱水機
という機器があり、最高
17㌧まで圧をかけられま
すが、通常はワカメにしか
使わないので、機器自体の
負荷を減らすのも理由と
して 14 ㌧ ほど圧力をか
けて一定時間放置します。
この加減も漁師さんにより異なり、長年の経験や目
が試されます。
Ⅹ．
脱水を終えた
ワカメは、最後
の工程、計量を
経て、箱詰め、袋
詰めされ、出荷、
市場へ行き、皆
さんの家庭、そして食卓に並びます。

こうば

し、作業小屋や工場の方に運んでいきます。基本的にこ
の作業工程は午前のうちに終えてしまいます。

この２頁にわたるイラストと文章は、若き漁師、
浅野健仁くん（通称たっけ）の手になるものです。
2012 年、
歌津地区にある平成の森仮設住宅地の集会
所「あづま～れ」で知り合い、この素晴らしい作品を
プレゼントしてくれました。
そもそも本パンフレットを製作する切っ掛けにな
ったもので、ここに感謝の言葉とともに掲載します。

Ⅷ．
小屋や工場のほうに運ばれた塩蔵ワカメは、午後に
家族や近所の人、また社員のように雇われた人達が
１本１本手作業で、図のように選別していきます。
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海水浴場、サンオーレ袖浜から見るモアイ岩（中央右の岩礁）
～サンオーレ袖浜で、more㊗（モアイーワイ）～
撮影は 2018 年 10 月 22 日 17 時
この日は旧暦９月 14 日で、16 日の満月より２日前
この頃の月を栗名月などと呼び、
旧暦９月 15 日頃の中秋の名月と並んで綺麗な月と言われています。

おでっての際は、
昼食、飲料、雨具、移動手段、
相応の服装と着替えの用意、
そしてマナーに気をつけ、
有意義な場にしてください。

本パンフレットの記載、
ことに養殖をめぐるイラストと
解説文、そして沿岸ふうけい
の「パステル」画は
禁無断転載です。
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