この１年を
省みて
堀川 邦雄

平成十九年五月、塩竈港より浦戸
諸島の野々島へ渡り、参加者三十余
名の賛同の基に「みやぎ街道交流会」
が結成されました。その後、渡し船
で寒風沢島に移り、夜を徹した街道
談義が重ねられた結果、『活動の新た
な価値』として陸路に連なる『舟運
と海運』の歴史的重要性を認め、街
道と河川の連携を提唱することとな
りました。

熱い思いが集結し︑会が発足

﹁みやぎ街道交流会﹂結成当初の思い出︱

みやぎ街道交流会

ーズン到来です。

栗原﹂に至る経緯︱

やっと、待ちに待った、街道シ

「ニュース第 6 号」巻頭言
は、堀川副会長に昨年度のみや

ぎ街道交流会の設立から、初の

まれ非常に歩きやすく、また歴史の

州街道は、旧瀬峯町の保存活動に育

ととなりました。探訪会で歩いた奥

る「奥州街道探訪会」に参加するこ

あり、九月には、栗原市民が主催す

栗原市及び市民の方々との出会いが

表現できない「えにし」に導かれ、

街道のとりもつ不可思議な縁としか

一つ目の課題については、六月、

﹁えにし﹂に導かれ栗原の地へ

﹁交流大会

桜前線も無事東北を通過し、

営基盤となる事務局スタッフを増強

す必要があったこと。二つ目は、運

制を構築できる地域と地域団体を探

大会に向けて、本会と協力・連携体

は、初めての開催となる第一回交流

パワフルな仲間たちとの出会い

﹁街道﹂の縁によって集まった事務局︱

も立ちはだかっていました。一つ目 した。

早速にも解決を迫られる課題が二つ さんとの連携でという思いを強めま

感じられる美しい街道であり、記念
早くも︑課題に直面
しかしながら、発足後の活動には、 すべき第一回の交流大会は栗原の皆

﹁みやぎ街道交流会﹂活動開始当初の思い出︱

in

二つ目の課題については、誠に人
知を越えた「幸運」に恵まれたと申
しましょうか、五月の「とうほく街
道会議 総会」
、八月の「わらじで歩
こう七ヶ宿」に同行参加した新会

活動に向けての抱負などを語
っていただきました。

この他裏面では、各種活動報

で、みなさま最後までお楽しみ

ください。
栗原﹂の開催︱

栗原」が栗原の方々の協力の

栗原」として結実

の掘り起こしとして、意義あること

力ある地域資源『埋もれている街道』

たことも、会の牽引力を引き出す魅

は「くりはら街道会議」が結成され

れらをきっかけに平成二十年二月に

なげることができました。また、こ

し、交流会の実績として次年度へつ

基に「奥州街道

大会

月に「みやぎ街道交流会 第一回交流

題をのり越え、その結果として十一

重ねにより、たちはだかる二つの課

ざまな幸運と人々との出会いの積み

アップを受け入れてくださり、さま

その後、栗原市はあたたかくタイ

くりはら街道会議への発展

﹁交流大会

員が事務局に参入してくださったこ
とにより、パワフルな事務局が構成
されました。

交流大会開催、そして今年度の

と感じています。

連絡先

みやぎ街道交流会 山屋撮影

﹁松島・雄島の月﹂

をお願いいたします。

以上

ので、今後とも会員の皆様のご協力

動が継続できるよう努める所存です

様の参加協力のもとに活発な事業活

となりました。今後とも、会員の皆

画する「総会」を迎える新緑の季節

クリアし、平成二十年度の事業を計

こうして、平成十九年度の事業を

今年度の活動に向けた抱負

結びに︱

〒980-0801
仙台市青葉区木町通 1-6-7
グランビュー晩翠通１F
（株）Ｒプランニング内
TEL: 022-263-2560
FAX: 022-724-3578
Mail to：r @r-planning.jp

撮影者からのコメント：
念願叶って「松島・雄島の満月」を観られました。
写真は座禅堂の前から東南方向を撮影したものです。

みやぎ街道
交流会副会長の
堀川です！
することでした。

ニュースで紹介したい催しや参加報告は
こちら事務局まで
お寄せください！

心に残る思い出の風景写真等をご紹介します。

告、告知も盛りだくさんですの

in

みやぎ街道交流会 事務局

投稿写真コーナー

＊
＊
＊
＊

＊
＊
＊
＊
in

in

＊
＊
＊
＊

＊
＊
＊
＊

発行
平成 20 年４月２６日
第６号
みやぎ街道交流会ニュース

NEWS

活動報告

寒さが残る 3 月までは街道歩きはお休みでしたが、今号でも活動報告は盛りだくさんです。
街道に親しむフォーラムや東北各地での街道会議発足、4 月に入って早速街道歩きをスタート
された方々の激励会の様子などをご報告します。

ACTIVITY 08.02－08.04
街道の歴史がまちづくり・地域づくりへ発展〜桑折町まちづくりフォーラム〜
羽州街道と奥州街道の追分（分岐点）にあたる桑折町で、まちづくりフォーラムが開催されました。

街道を活かしたまちづくりフォーラム～歩いて楽しむために～
福島県桑折町は、この追分をテーマに住民と行政の協力の
もと道路標や休憩所の整備を進め、昨年 11 月に国土交通省
から「手づくり郷土賞」を受賞しています。今回のフォーラ
ムでは、午前中に『桑折町のまちづくりへの取り組み』と題
して、地元の活動部会や大学生を交えた事例紹介、午後から
は『桑折町における街道を活かしたまちづくり』と題して、
東京工業大学中村良夫名誉教授による基調講演、その後、

H20 年 2 月 8 日（日）／福島県桑折町

『今、何故“街道”なのか』をテーマに、パネルディスカッ
ションが行われました。（岸レポートより）
時間を超過するほどの活
発な討議が行われました
（ﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ）
東北大学の高田君、刈谷君
桑折町活性化案を紹介
（フォーラム）

東京工業大学中村名誉教授
「桑折は女性が多く、元気」
（基調講演）

街道関連団体がぞくぞく発足〜くりはら街道会議・あおもりかいどう会議〜
春の街道シーズンに向けて、東北各地で新たな街道関連団体が誕生しました。

「くりはら街道会議」設立総会
H20 年 2 月 2 日（土）／宮城県栗原市

「あおもりかいどう会議」設立総会・記念講演 等
H20 年 3 月 29 日（土）／青森県青森市

栗原市域には、奥州街道をはじめ西側には芭蕉の通った上
街道・文字街道・羽後岐街道・小安街道、東側には佐沼街道・
本吉街道・花泉金沢街道等たくさんの街道があり、
「くりはら
街道会議」は、これら街道の歴史や文化を活かした街づくり
や地域づくりに貢献することが期待されます。特に 10 町村の
合併によって誕生した新生栗原市が一体となるための地域間
交流・連携のﾂｰﾙとして大きな役割が期待されます。「くりは
ら街道会議」の設立は、
「みやぎ街道交流会」にとっても「第
１回交流大会 in 栗原」開催の成果として意義深いものがあ
り、今後も強い結びつきを持っていきた
いと思っています。（山屋レポートより）
「くりはら街道会議」設立までの歩み

海辺を通る街道を海道と呼びますが、青森県の街道（海道）
は、岩木川などの水運だけではなく、北前船の西回り航路や
東回り航路、さらには北方交易などの海運も対象としている
ために「あおもり“かいどう”会議」と名付けられました。
ちなみに、今年は青函連絡船比羅夫丸が 1908 年（明治 41 年）
3 月に就航して 100 年目を迎えた年だそうです。
「みやぎ街道交流会」では北上川、阿武隈川及び貞山堀な
どの舟運もその対象としていますが、「あおもりかいどう会
議」が海を越えた地域とのネットワークへと発展させたこと
は、青森の持つ地域性や歴史を大きく反映しているものと思
いました。（山屋レポートより）

・H19. 8. 4 栗原市における街道交流連携団体設立の呼びかけ
・H19. 8.18「くりはら街道会議」設立世話人会の発足
・H19. 9.24「昔の旅人気分で『秋の味覚と時空の旅 奥州街道探訪会』」実施
・H19.10.11「くりはら街道会議」設立世話人会議を開催
・H20. 2. 2「くりはら街道会議」設立総会を開催…満場一致で設立を承認

設立総会・記念講演等の主な内容
・記念講演：
「北前船と青森県」青森県立郷土館／昆政明氏
・街道談義：2 次会～3 次会～4 次会まで！
・街道探訪会：善知鳥（うとう）神社前の青森市道路元標
～油川の羽州街道と松前街道（奥州街道）

春の訪れとともに奥州街道を歩いて北上

旅の様子はブログで見られます！

奥州街道を歩いて北上する旅に出発するお二人の激励会を開催しました。

「シングルおやじの気ままな一人旅」
で検索してみてください。

「奥州街道歩き」仙台出発激励会 H20 年 4 月 7 日（月）／宮城県仙台市
仙台から奥州街道を歩いて北上し青森を目指す旅に挑戦す
る長井さんと三好さんの出発激励会を、仙台出発前夜の今月 7
日に開催しました。当日は奥州街道会議の鐙さんも駆け付け、
お二人の出発を盛り上げました。お二人の人柄から、仙台出
発後も各地で暖かい応援・歓迎を受け順調に旅を続けられ、
今月 25 日に見事青森県の竜飛まで無事到達されました。

イベント告知

IVENT

各イベントの詳細はみやぎ街道交流会事務局まで、
お気軽にお問合せください。

INFORMATION

宮城県七ヶ宿町

戊辰戦争 140 年 in 七ヶ宿
５月２４日（土）【主催】戊辰戦争 140 年 in 七ヶ宿実行委員会／tel0224-37-2112
〜２５日（日）

奥羽越列藩同盟の結成から 140 年の今年、
同盟結成につながった「関の密談」の地「七
ヶ宿」で、戊辰戦争と街道を活用した地域づ
くりフォーラムが開催されます。

編 集 後 記
次号第 7 号は 7 月頃の発
行を予定しています。この
ニュースで紹介したい催
しや街道歩きの思い出な
どがありましたら、写真・
イラスト・文章 etc…なん
でも結構ですので、ぜひ事
務局までお寄せ下さい！
（編集担当くり）
みやぎ街道交流会

古くは豊臣秀吉、吉田松陰、そしてイギリス
の旅行家イザベラ・バードも歩いた下野街
道。当日は、講演会「物語を刻んだ下野街道」
の開催、そして実際に下野街道～山王峠を歩
きます。※翌日 6/1 には、
「会津下野街道をゆく」
があります（要予約）。

第 2 回総会開催
のお知らせ
■日時

５／１７（土）
am９:４５より

■場所

福島県南会津町

ふくしまけん街道交流会 in たじま・御蔵入

５月３１日（土） 【主催】ふくしまけん街道交流会事務局／tel024-582-2315
みやぎ街道交流会ニュース第 6 号

みやぎＮＰＯプラザ

※詳細は事務局までお問
合せください。

