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春の街道ニュースをお届けします。
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INTERVIEW

地名から古里を知り、次世代へ伝えたい
交流会ニュース第 13 号では、宮城県地名研究会会長であり、当
交流会の顧問である太宰幸子さんに、宮城県地名研究会の取り
組みについてご紹介いただきました。
宮城県地名研究会は、平成 5 年 11 月 23 日に設立されました。
民俗学者であり、日本地名研究所所長の谷川健一先生より、宮城
県にも地名研究会を設立するようにと要請が同年の 7 月にありま
した。それを機に、前会長の鈴木市郎氏から急遽召集され、早い
もので今年で 18 年目になります。会員募集のために、二人であち
こちと駆け巡った日々が懐かしくさえあります。私もまだ 40 代で
したので、がむしゃらに研究・調査に励んだものです。
機関誌「地名」を年 2 回発行、間もなく 31 号が発行されます。
会員にとっては研究の発表の場が、誌上と会場との 2 カ所になり
ます。是非、聞きに来て頂ければ幸いです。調査研究には長い時
間と費用、そして健康な体が必要になります。
機関誌「地名」表紙
秋には毎年地名探訪会を実施し、県内外
問わず現地へと足を運び、知識を深める取
り組みを行っています。年明けには新年懇
親会を実施し、この会ではミニ探訪会も行
い、身近な地名や歴史の跡を知る機会を持
っています。この日はワイワイ互いの研究
などを話しながら、舌鼓を打ち、意気を高
める時間となります。一年を通して活動は
続きますが、夏には、地名本来の勉強をす
るため、地名講座を開いています。平成 21
年度は、新潟地名研究会会長をお招きして
カケ・ガケ地名の講話をお聞きしました。 写真：
当然春秋の研究発表会でも講師をお招き 左・H21 秋の研究大会発表
中・新年懇親会
し視野を広める機会を得ております。
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年一度の日本地名研究所主催「全国地名研究者大会」では、何
度か発表の場をいただき、エミシの国からの発信を行っておりま
す。今年は遠野物語が著されて 100 年を記念し、岩手県遠野市が
会場になります。私も「岩手・宮城の金属地名」のタイトルで研
究発表する時間をいただきました。是非足を運んで頂ければ嬉し
いです。
研究成果をできるだけ冊子にまとめた
いと、2007 年 5 月「宮城県内の要害地名
調査報告書」を発行しました。13 年間を
要し、県内 135 カ所を調査・聞取りした
もので、同じ地に何度も足を運びまとめ
たものです。武将の要塞や砦である思わ
れていた地が、本当は「ヌミ」と呼ばれ
る沼や水辺の岸を意味していた。古代か
らの地名が歴然と残っていたのでした。
誇るべき調査研究と自負しております。
お陰さまで翌年には、日本地名研究所よ 宮城県内の要害地名調査報告書
り「地名研究賞」を受賞しました。
現在は、自然災害地名の小冊子を作成しており、近いうちに発
刊の予定です。近年とみに地震や洪水など自然災害の悲報が続い
ていますが、地名は、古くから災害・崩壊の有った地を伝えてい
ます。誰もが気付かない、そうした祖先からのメッセージを、た
くさんの方々に知っていただき、善後策のお役にたって欲しいと
いう念願からの発刊です。
微力な会ではありますが、たくさんの方々のご協力をいただき
ながら、今日まで活動できております。今後も皆様のご支援・ご
協力を願ってやみません。どうぞ、よろしくお願い申し上げます。

ちょっとここで地名豆知識

地図提供：宮城県地名研究会

「死人沢」などちょっと怖い地名は、昔そこで製鉄
などが行われていたことが多いそうです。
表紙写真「米ケ袋」のコメやヨナは川の氾濫などや
洪水により上流から運ばれた土砂が堆積した地、ま
た小豆が付く地名は、まさに小豆が転がるように土
地が崩れることを、昔の人が後世に伝えた地名です。
地名のことがもっと知りたい方はコチラへ…●宮城県地名研究会連絡先●
〒989−4103 宮城県志田郡鹿島台町広長字鹿島 71−5／TEL＆FAX0229‐56‐9459

事務局

〒980-0014 仙台市青葉区本町 1 丁目 13-32 オーロラビル 606
TEL022−722−3380 FAX022−722−3381 E-mail: miyagi-kaidou＠auone.jp
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ޥჄɟ᧙ࠊܷ᳸؉ჄంҾࠊȷࠊ߃ٻ
ᲩދޛȬȝȸȈǑǓ


「芭蕉の道をたどり、往時をしのぶ集い」in 上街道
ΨᅡᲬ࠰ᲢᲫᲰᲲᲳ࠰ᲣᲯஉᲫᲮଐᚡ᳸ҤᢿᢊƸǔƔƴᙸǍǓƯ
ޥƷƴජǇǔ᳸ŵƜƏᚡƠƯᑴᕀƱஅᑣƕഩƍƨɥᘑᢊᲢɟ᧙
᳸ޥȶ߃ȷჇקȷჇޛ᳸ޥЈޛèɟ᧙ưƸᡐᘑᢊᲣƷᚧ˟ƕŴέ
உᲬᲮଐƴ͵ƞǕǇƠƨŵǈǍƗᘑᢊʩ්˟ʮи˟ᧈƕˊᘙǛ
ѦǊǔžƓƘƷኬᢊෙᢊſŴɟ᧙ƷžƍǘƍƷǬǤȉƷ˟ſ
ӏƼޥЈޛƷஊ࣓ưܱᘍۀՃ˟ǛኵጢƠɼ͵ƠƨǋƷưŴžǈǍƗ
ᘑᢊʩ්˟ſǋܱᘍۀՃ˟Ǜ᩿ͨƔǒૅੲƠǇƠƨŵ࢘ଐƸŴܷ؉
ჄƷ˅ӨŴٶ؉ŴŴంҾǍޥჄƷɟ᧙ƳƲƔǒᲯᲫӸƷӋ
ьƱƳǓŴɟ᧙ࠊžᔺΨȬǹȈȩȳɭ۹ƷɟſưƷఄࡸƷࢸŴᑴ
ᕀƕʚජƠƨƱʜǘǕǔžʚួࡋٸſЭưᛟଢǛƏƚŴޥЈޛǛႸ
ਦƠȐǹưᙸܖǛᘍƍǇƠƨŵ
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写真左から…東塚での記念撮影／昭和に整備された石畳
／千本松長根
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すみた街道倶楽部 交流事業「火縄の道探訪交流会」

ᲬଐႸƸࣛƷɶŴࢳஓƷ๚ᚇᲢǖƏƔǜƲƏᲣǛᙸܖƠǇƠ
ƨŵࡨᧈᲲᲲᲪ᳧ƷέƴƋǔžټƷޥৎƷ๚ſƸᆽϋƷ๚ƱƠƯ
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ơǊǔƖƬƔƚƴƳƬƨᙌᤧ᧙̞૰ƷޒᅆƴžƢƹǒƠƍſǛᡲ
ԠŴǇƨᡞƴ২ᘐяᚕƢǔئ᩿ǋᙸǒǕǔƳƲૼƨƳʩ්Ʒ࠼ƕǓ
ƕᙸ᧓ǒǕǇƠƨŵ
↓羅象館前で記念撮影

žƢǈƨᘑᢊ͕ಏᢿſƸŴޥჄൢ˅ᢼ˰ဋထ
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ᲫଐႸƸŴǇƣᤧᄉᨛƷനǛᙸܖƠǇƠƨŵʞᓶޛɟ࠘Ƹ˙ᢋ
ᕴƷႺᠤ᪸ƱƠƯଐஜɟƷ້ጃƷဃငעưƋƬƨäƱƍƏഭӪǛ
ǓឪƜƠŴ˙ᢋܼႺӋƷᤧᄉᨛƱƠƯྵˊƴᕽƬƨƷƕžʞᓶޛ
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ƴƓᢲᮂƠŴעΨƷཋǍƓǛ᪬ƖƳƕǒŴᤧᄉᨛƷٻႸ˄ư
ƋǔҘဋଢᨺ൞ǑǓŴᤧᄉᨛƷѣƳƲƷᐻԛขƍᜒᛅǛƍƨƩƖ ƕŴǈǍƗᘑᢊʩ්˟ƴƱƬƯǋʻࢸƷ
ǇƠƨŵ˙ᢋܼႺӋƷᤧᄉᨛƷƨǊŴ࢘  உƷ˅Ө᩷ᓶǇƭǓ ѣǍᡲઃƴࢳưƖǔ᫂ǋƠƍנ܍ƩƱ
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下段写真左から…迫力満点の火縄の演武／火縄の道「桧山地区」探訪／囲炉裏を囲んでの講話／講話もいただいた大目付の千田さん／滝観洞見学／「五葉舎」木彫見学／住田町民俗資料館



第 6 回羽州街道交流会



七ヶ宿大会
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みやぎ街道交流会 平成 22 年度総会・記念講演会
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会員のみなさまへ

お・知・ら・せ



Ū交流会のホームページができました。

 Ū交流会事務局を移転しました。

〜「みやぎ街道交流会」で検索してください〜

 新事務局所在地及び連絡先
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