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特別講演 

「人間の都合 自然の都合」 

 

第十六代 佐野藤右衛門 

 

 

皆さん、こんにちは。今ご紹介いただいた佐野でございます。何はともあれ、東北の皆さん方

に、まずこの震災のお見舞いを申し上げるのと同時に、いろいろご心労、ご苦労、また今復興に

向けて非常に頑張っておられることについて敬意を表する次第でございます。 

まことに申し訳ないんですが、先ほどお話がありましたように、あの浜をずっと歩かせていた

だきましたけど、とっても我々の感覚では今回の津波の恐ろしさというのは想像できません。や

はりこれは遭われた方しかわからないことやと思います。テレビや何かで見てはおるんですが、

これだけ怖いものか、やはりどういうふうにお答えしていいのか、とにかくお見舞い申し上げま

すと言う以外に言葉がまずないのが実感ですので、これから、先ほど課長さんから話があったこ

とについてもいろいろお話を申し上げますけど、時には皆さん方にカチンと来るようなことを申

し上げるかもわかりません。これはやはり自然界の仕組み、こういうものと人間の関係とかいろ

いろあろうかと思いますので、そういうことがあればこの場でお許しもいただきたいと思います

ので、よろしくお願いいたします。 

 

私、仙台自体、昔から、先ほどちょっとお話がありましたように、祖父の頃から非常になじみ

が深いので、特に一番有名な榴ケ岡のベニシダレザクラのことについて、おじいさんの頃からで

すので約 100 年近くいろいろおつき合いをさせてもらっているのと、それから塩竈神社さんとも

その頃から塩釜桜を調べたりいろいろやらせてもらってます。それから、たまたま仙台の子（弟

子）、私の取引会社で預かったり、そうして仙台から来ている子、また福島からも来ている子も

おりまして、ちょうどそのとき地震が来たときにも私の家にまだおりましたので、すぐ帰れと言

うたら、帰るに帰れん、今帰ってきても、かえって、まず水がない、寝るところもないから帰っ

てくるなと言われたこともありました。そういういろいろ深い関係がありまして、特にまた松島

へ行きますと瑞巌寺さんの隣に、今日も見えているんですが、円通院さんにも時々お邪魔したり、

いろいろなじみが深い、またいろいろ情報もいただいております。 

そういうことを踏まえましてお話をさせてもらうんですが、まずいろいろ計画をして、最初見
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えたのが前におられる松田さんという女性なんですが、早々と、「浪分桜」というのも最初はち

ょっと意味が分からなかったんですが、とにかく津波というものの到着したところへ桜並木でず

っと何とか残したいというお話をいただきました。そのときは私もはっきり分かりませんし、そ

れからまた仙台というのか、あの海岸縁がどうなっているのか、先ほど言いましたようにテレビ

で見る程度しか分かりません。ずっと桜を植えたいというお話やったんですが、よくよく話を聞

いてみますと、ずっと植えるのもいいけど、全部自分の土地なんかと。自分の土地へずっと植え

るならそれは将来残せます。けど、植える計画というものができてるのかというたら、まだそれ

もできてない。じゃせめて計画というのか、復興の基本計画ができるまで待ちなさいと、すぐに

ばたばたしたってしようがない、また育てるのにも 10 年、20 年かかるわけなんです。だからじ

っくり狙っていかんと、慌ててやったら必ずろくなことないからということで約１年お待ちいた

だいて、それから、じゃあどういう場所なんかという話から今度の貞山運河というんですかいな、

いろいろ資料を送っていただきまして、これを資料で見たり、写真で見せていただきますと、や

はり壊れずに残ってるんですわ、これがね。壊れずに残るというのはなぜかと。400 年も経って

いるのに残っている。そして、ずっと歩いてますと、コンクリでつくってあるところはほとんど

壊れているんです。ここが大事なところで、やはり人間がやることは知れてるんですわ、自然界

から見ると。ものすごく大きな回りというのか、自然の力というんですか、津波自体も自然が起

こした問題なんです。 

京都の場合は、災害そのものが少ない場所なんで、割合に災害ということについて無頓着とい

うんですか、余り深い意識はありません。ただ、我々子供の頃には、昭和９年、10 年には京都も

ほとんど壊滅状態に陥ったときがありました。昭和９年の室戸台風と翌年の昭和 10 年にいわゆ

る大雨で京都の鴨川の橋は全部落ちましたし、家も相当流れ、田んぼもほとんどだめになりまし

たけど、これはやはり今回の東北の津波から見ますと局地的なものです。だから復旧というんで

すか、それも案外早かったんですが。 

今回ずっと海岸縁を歩いてみますと、やはり線が余りにも長過ぎるんです。これだけ長い線を

一気に復興するというのは、とてもそれは無理な話なんです。いくら国が、また県が、市がやろ

うと思っても手がつけられないと思います。どこから手をつけていいかまず分からないと思うん

です。だけど、ずっと歩いてみますと、壊れてない場所、それをまず探しましたときに、なぜこ

こが壊れないのか。その辺から探っていきますと、やはり地形もあれば、いろいろ、私は海のこ

とはよく分かりませんが、海の深さとか湾曲、そういうもろもろの要素があると思うんですが、

残っている場所が何で残ったかを先に調べますと、やはり残るべくして残るんです。この辺を十
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分皆さん方でお考えになられて、残ったところから何かを得るというのか、そういうことからず

っとまたもう一遍皆さんの力でいろいろ知恵を出されたら、これまたやる方法があると思います。 

それと、今言われてますように地球の温暖化とか局地的な豪雨とか、大きな問題があちこちで

今いっぱい起こっているんですが、これはやはり余りにも自然界とのつき合いがまずすぎるんで

す、皆さん方。 

私のことを言うて申し訳ないんですが、私らは大体１年間、雨降りと夜以外は外におります。

こっちのほうでも農家の方とか漁業関係の方はそうやと思うんですが、やはりそれぞれの職によ

っていろんな体験というのか、経験というのか、昔から仙台なら仙台の言い伝えられていること

がいっぱいあると思うんです。そのときに、津波のときにいろいろ、今も思うんですが、あれだ

けの大きな波が来て、海の中の魚というのは一緒にばんと上がってきてますか、これはどうでし

たやろ、役所の方。全部上がってきてますか。今までになかった魚の動き方とか。上がってきて

ますか。その以前に何か前兆がなかったかと思うんですわ。これは我々の年配の方は何か感じて

おられると思うんですが、ちょうど阪神淡路のときも、あのときは京都も相当揺れました。その

ときに、それも後から気づいたんですが、ちょうどあの地震が起こる１週間ほど前、私ずっと井

戸水でまだ生活しているんですが、井戸水が２メートルほど一遍に下がったんです。あれ何でや

ろなと言うてたら阪神淡路の地震が来ました。そして、いつも鳴くカラスとか鳥、ああいうもの

がぱたっといなくなりました。何かそういう、防波堤の海岸縁に食らい付いている貝とか何かそ

ういうものがぱたっとどこか行ってなかったですか。これは漁業関係の方は何かそういう異変を

察知されているはずなんですわ。 

いまだに、空、風、それから月を見ますと何か異変が起こるとき分かるんですが、あのときの

月、月齢は何日でしたやろ。分かりますか。海の方は分かると思うんですが。月齢なんですわ。

阪神淡路のときは満月のちょうど月が西へ入るときでした。皆さん方、今は曜日でいろいろやっ

ておられますけれども、やはり日本は月齢、月で追うていきますと自然に……（会場参加者より

月齢の情報提供あり）。今、便利なもんで、すぐ分かんねやな（笑）。やっぱり上弦のほうなんで

すわ。上弦の５日か６日ぐらいの月ですので、これから、もうじきですね、３年目の月を計算、

月を見てもらいますと大体いろんなことが分かるんですが、今年に限って西暦とほぼ一緒につい

てるんです。２月、今月が 28 で終わりやから、28 が１月１日になるはずなんですわ。それは新

月ですので、今、闇夜なんです。真っ暗です。それから徐々に月が上がっていきますので、その

計算をしていただきますと、やはり３年前のあれ（地震）のときもちょうどそのぐらいの月にな

るんじゃないですかな、どないかいな。といいますのは、やはり月というのがものすごく影響し
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てます。月が影響するのはなぜかといいますと、日本という国はもともと月で全部計算している

んです。月で計算するというのは米の文化なんです。曜日は麦の文化なんです。その麦の文化を

余りにも取り入れ過ぎて、全部の調子が今狂ってるんです。 

そこで、本題に入ります前に、いろいろ基本的なことがありますので、皆さん方に、じゃなぜ

どう変わっているのか。ちょっとお尋ねするんですが、大体皆さん方、毎朝、飯炊いて飯食って

いる人、ちょっと手を挙げていただけますか？（挙手）ありがとうございます。じゃパンの方は？

（挙手）数が、その朝飯の数が合わんねやけど、食わしてもらえないのか、奥さんがずぼら過ぎ

るのか。じゃもう一遍、飯炊いて飯食ってる人、手を挙げてください。（挙手）ありがとうござ

います。それが大きな間違いなんですわ。分かりますか、意味。そこから錯覚の世界が始まって

るんです。じゃ誰が炊いてますの？炊いてる人は手を挙げてください。（挙手）ずっと自分で？

火焚いて？炊飯器違いますの。機械が炊いてるんですわ。誰も炊いてませんね、今。そこから大

きな錯覚を起こされて、生活が全てそうなるんです。 

宮城県というのは米どころなんですが、ここでもおかしい問題が起こってるんですよ。米は今

グラムで売買されているんですわ。じゃ炊飯器はどう言いますか？何合炊きと言いますやろ。何

グラム炊きと言いませんやろ。そういうことをやっているから世の中が皆おかしいんです。 

役所はメートル法ばっかりで物を言うんですわ。日本には尺貫法というすばらしい寸法がある

んです。先ほどの堀を見ましても全部「間」で計算しています。田んぼの畦もそうなんです。大

体１尺刻みなんです。そして、３尺の畦があれば水は１尺で、両方１尺ずつの泥上げ、これでき

ちっと決まってるんですわ。それを何もかも平らにざっとして機械でごねごねやるから、米はで

きるんですが、土ができてないんです、今。米は全部化学的な、物理的なものでできるんです。

でも土はできてません。だんだんだんだん土が痩せていきます。 

そういうことをして、人間が好きなことをして、そしてこういう大きな災害が来ると、やいや

やいや言わないかんです。やはり常からの心構え、仙台は仙台のいろんなあれが皆残っているは

ずなんです。まず一番忘れてはいけないのは方言なんです、方言。その次はそこの味、それから

その土地の祭りなんです。これによって人のつながりもものすごくうまくいくんです。それを忘

れてこういうことになってしまうと、ガタガタガタガタ、いわゆるパニックになったりするんで

す。昔からそういうときには人のつながりもものすごくうまくできてまして、お互いが協力し合

う、助け合う、そこへ行政がうまく入り込んでざっとやっていく、これが一番いい方法なんです

が、とにかく基本を忘れてしまったということから、ぼちぼち基本に入りますけどね。 

とにかくそういうことを踏まえて、皆さん方、じゃどういうふうに復興されていくのか。私は
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ここで住んだことがありませんので、ここの気候風土は分かりません。これは皆さん方が一番よ

く分かるはずなんです。そこを行政とうまく相談され、またいろんな学者の方もおられます。そ

ういうことを皆さんが一緒になって、一緒に知恵を出し、県のほうは国から持てんほどのお金さ

え引っ張ってきてもらえば、いくらでも早く復興できるんです。だから、国が県に持てんほどく

れたら、皆さんが一緒に東京まで取りに行かれたらよろしいんや、金を。そうしたらすぐにでき

上がりますので。 

 

そういう状況ですので、まず貞山堀というとこ

ろ、私がこの間ずっと案内してもらった場所から

見ていきますと、とにかくこれを忘れないように

お願いします、いつでも自然というのは休まずに

回っておりますので。 

これで一番最初にお邪魔したところが、岩沼で

したかいな。これは皆さんはご承知やと思うんで

すけど、この辺まで津波が来たみたいですね。10

メートル言うてはりましたね、高さ、違いました

かいな。８メートルぐらいまで津波が来たと。だ

けど、３年後でもここにあるんですわ、これ（桜）。

あるというのはなぜかなんです。残ってるんです

わ。その残ったということがまず大事なんです。 

ここで、じゃどういう自然が営まれているかと

いいますと、これが道路側で、これ全部桜の実生

が生えてるんですわ。これは津波の前、年数から

見ますと５、６年生の苗木が生えてるんです。こ

れがぎちっと生き残ってるんですわ。これがそう

いう状態のやつ、これが本当の土地のヤマザクラ

なんです。これが生えてるわけなんです。 

こうしてずっと全部調べてみますと、ものすごく力強く生えてます。これは雪に押されたか何

かでぐねっと曲がったりはしてます。 



- 6 - 

こういうものを頭の中に入れといてもらって、

次に、この太さを見てもらいますと震災の後じゃ

ないということがはっきりわかるでしょう。これ

は５年生ぐらいなんです。でも塩に浸かってもき

ちっと生き残っていてくれるんです。 

この下を掘ってみたり、どういう木なんか全部

調べてみますと、きちっと根は下ろしてます。や

はり根を下ろさないと人間もうまく育ちません、

その土地に根を下ろしていきませんと。 

  

これが大体そういうところなんで、もう一つ、

これは昔の、上からの滑り台なんです。滑り台な

んですが、中がローラーになっている滑り台で、

これが縁なんです。ここへ鳥が留まって、内側を

向いてるやつは外に生えてるんですわ。外側を向

いて糞したやつはこの中に生えてるんです。これ

が自然の営みなんです。これはローラーの滑り台

で、鳥があちこち向いて、その糞を落としたとこ

ろに（桜が）これだけ皆生えてるんです。これが

残ってるんですわ。 

これも今回壊されるのか付け足されるのかど

うか知りませんが、一番本当の自然の、ひどい目

に遭っても生き残って、また生きていられるとい

う証なんです、これ。これを役所がどういうふう

に処理されるのか、我々にしたら、子供をここに

連れてきて、こうやったぞと教えられる本当のい

い場所やないかと思うんですわ。役所の人間は役

所の都合もあると思いますのであまり言いませ

んが。こうして全部残ってます。 
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 これでもう一つおもしろいのは、ここにちょぼ

ちょぼとあるでしょう。これ蜜腺というんです。

普通はここだけにしかないのがここにあるんで

すわ。２カ所あるんです。これすらも珍しいんで

す。こういうものが自然にできていってるんです、

ここに、これとこれと。普通はここだけなんです。

こういう証が残していただけるのか、もし、この

山を壊されるのか、またもうちょっと付け足して

いかれるかしたときには、一旦この桜を抜いて、そしてまたできたらここへ戻してやるとか、何

かそういうことを子供にも伝えてやってほしいんです。耐え抜いてきてますので、これは。 

 これは一つひとつどういう木か調べてますので、仙台にある、どこかにあるヤマザクラの子に

は間違いありません。余り遠くないです。仙台市内です。これもそうでしょう。これを見てもら

いますと全然違うんです。 

 

 これは震災後、津波の後に若松がちゃんと生えております。こ

れだけ自然は自然に元へ戻してるんです。この若松がちょこちょ

こと、あっちこっちにいっぱい生えてます。これはあれからずっ

と、松並木というのか、松原やったところの子供なんです。それ

が全部生えてます。 

 その下には、しばらく草刈りもしてなかったんで、何か妙やな

と思ってずっと探ってみますと、ノネズミがここで寝てました。

ネズミが寝ているということは、もうしばらくは津波も地震も来

ません。これは一番動物がよく知っております。ここに全部寝て

おります。これわかりますか。これは羽毛なんですわ。この反対

側がちょうど海岸ですので、ちゃんと羽毛が敷い

てあるんです。 

と言いますのは，それだけ自然というものは、

皆さん方がお気づきにならない間に全部戻してま

す。あの海岸を何とかしようと思って、自然は全 

部戻してます。自然が戻しておりますので、今度
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人工的に絵を描かれる場合にはどうするか、これは皆さん方でいろいろお考えいただいて、それ

からやはり私では全然無知で分かりません。海がありませんので、京都は。その辺の潮の流れと

か干満とか風の吹き方、それから砂浜の状況、こういうことはやはりこっちのほうにも専門家の

先生もおられます。そして役所にも専門家の実務者がおられるはずなんです。そういう方と皆さ

ん方がよくよく相談されますと、よりよいものができると思いますし、本当に復興ができると思

います。 

 

これは、震災前の 30 年生ぐらいの桜、これが１

本だけ残っております。残るべきものは残るんで

す。なぜ残ったか。こういう状況やのになぜ残っ

たかということが先ほど言いましたように一番大

事なことなんで、それをもう一遍調べていただく

のも一つの方法かと思います。 

これは根を見てみますと、根は洗っておりませ

ん、これは掘りましたんで。やはり土をぎちっと

かんでおります。こういう状態で残っているもの

は１本１本調べて歩きましたので。この根がそう

なんです。こうして根張りが出ていけば全部うま

く残りますので。これは、これだけが塩にやられ

ています。 

 それから、こういう沼というんですか、これは後からできたもんですか。もともとですか。こ

れはこれでまたいろいろ利用の仕方、これはまた県のほうでお考えやと思います。 

 

これが塩竈（神社）さんで、ちょうどこの辺ま

で津波が来たらしいんです。これは下の水位を見

てますので。ここがもともとの塩竈（神社）さん

の船の乗り場とかいう、多分これは堀の延長やな

かったかと思います、海岸線ではなしに。という

ことは、ここまで潮位はあるはずなんです。 

この辺の干満がどのぐらいになるのか、これも
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私は分かりませんので。これで深さを見てみます

と、どんな土であるのか、どこまで塩が差してき

たか、また今後塩が差すか、そういうことも見極

められますので、とりあえずこの線で今回松田さ

んのほうのご依頼があった桜を、シダレザクラな

んですが、ここへ１本とにかくその証に今年植え

させていただきます、塩竈神社さんにご協力をい

ただいて。これを今年の３月に入ったらここにま

ず植えておきます。その後の生育状態は、私のほ

う（会社）におりましたもんやら、先ほどしゃべ

っていた、ここのやんちゃ（弟子）もおりますの

で、造園協会のほうはまた私が声かければどない

でもなると思いますので、これは約束やな、そう

いう人たちがいっぱいいてくれますので、それは

それなりで皆役に立ちますので、気張って使うて

いただいたら造園会もまたいろいろお手伝いでき

ると思いますので。そういうことで、一つの約束

ができましたんで。 

これが昔の船の乗り場やったんで、この辺にな

ると思います、この辺がさっきの場所ですので、

ここへとにかく今年その証（の桜）をまず一つや

っときます。 

それから、この辺がちょっと、ここも空き地が

ありますので、できたらここにも予備で１本植え

とこうかなと思いますので。 
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これは、正式名は何というところでしたか。塩竈

（神社）さんを下がってきたところの船着場のよう

なところなんですが、こっち側に公園があるんです

が、その公園のサクラはほとんどだめになっていま

す。だめになるというのか、ちょっと植え方、後か

ら土がかぶってしまいまして、ちょっと直していか

んとあきませんので、これはまたそれなりにいろいろ方法がある

と思います。 

 これですね、これがやはりちょっと、手入れもできてないんで

これは仕方ないですけど、それどころじゃなかったから。この中

にもやはり自然のものがいっぱい生えてますので、これはこれな

りで、草をむちゃくちゃ刈らずに、実生の生えたものをうまく見

て直してもらいますように。 

これもちょっと、こういう現状、この辺まで水が来たらしいん

ですね、大体。ヨシが生えてますので、このヨシさえ除けてやれ

ば、中の木も皆すぐ戻ると思います。これがそうなんで、これま

たいろいろ方法を考えてもらえば大丈夫やと思います。こうやってきちっと仙台で生まれた子供

が生えとります。どんどんどんどん自然は自然のなりに戻っていってます。 

 これがやはりちょっと水に浸かって、下、ヘドロが乗ってしまってますので、ちょこちょこっ

と直していただきませんと。ここにヘドロがたまってますので。 

 これが案内板で、いろい

ろ説明が出ていたんですが。 
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これが貞山堀、夕方になって写真もうまく撮れ

なかったんでちょっとわかりづらいんですが、こ

れは全部石積みなんです。石積みは皆残っている

んです。400 年経ってるんですよ。そこを皆さん

方よくお考えいただいて。 

こっち側とこの辺で、こういう状態で、これは

コンクリブロックですわ。これは皆壊れるんです。

石積みはその境目というのか、接点だけは壊れて

るんです。あとこれは、ぐるっと回っている石積

みは皆残ってるんです。問題はここなんです。こ

れは 400 年前から残ってるんです。 

こういう状態で、コンクリのところは裏が皆抜

けてしまってます。この辺は全部残ってるんです。

これがそうですね。これは空積みなんです。 

といいますのは、今言いました中で皆さん方に

もう一遍お考えいただきたいのは、冒頭に言いま

したように、人間がつくったものは必ず壊れるん

です。機械でもそうなんです。絶対的なものはま

ずないということなんです。だけど、昔からやっ

ておられる石の積み方、空積み、それから蛇籠、柵（しがら）、そういうものは全部残ってます。

貞山運河の素掘りのようなところも全部残ってます。コンクリのところだけが皆壊れてます。 

今回のあの場所も今度は河川法という、いろんな手をつけようとすればそういう法というもの

が介入してきますので、そうなるとコンクリで巻くしか仕方がないみたいです。そうなってくる

と今度は生態系まで変わるわけなんです。通気性がない、透水性がない。 

今は島状態になっているところはすごく木も繁茂してます。あそこは津波も、水かさは増えた

と思うんですが、かぶってないんです。それで残ってるんです。石積みも崩れてないんです。コ

ンクリは崩れているんです。この辺なんです。だけど、やはり一つの国の仕様書というんですか、

それはコンクリで、河川法の方法がいろいろ。先ほど課長さんの説明のときにもありましたよう

に、やはりできたら蛇籠、それから柵、そういうものでやっていきますと情景自体も保てます。

植物も保てます。 
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いろいろお話を聞いてますと、生活幹線道路が何か６メートルほど嵩上げされるとか聞いてる

んですが、それは海岸からどのぐらいの距離なんですか。大体で結構ですが。３，４キロ先が大

体６メートルぐらい。皆さん方は、高速道路のところで水が止まったらしいんで、それは非常に

よくお分かりやと思うんですが、今度それをやりますと今言いましたように生態系がごろっと変

わるんです。これはお分かりですか。ということは小動物の移動ができないんです。これをどう

考えられるかなんです。 

そこにはある程度穴は空けますよね、通行の。動物というのはお互いに天敵というのがありま

して、穴を空けたからいうて全部の動物がその穴に行きません。早く言えば、イノシシが通ると

ころは鹿は通らんとか、ネズミが通るところは猫は行きますわ。猫の通るところはネズミは行き

ませんので、これが自然界の掟なんです。 

そして、土羽はいわゆる堤防状態かブロックかコンクリか、その辺はどうなるのか知らんが、

それによって生態系も変われば地下水が、水の流れまで変わるんです。これを皆さん方がどうい

うふうに利用されるのか。なるほど高いところをつくっておけば、それは安心やと思います。だ

けど、先ほど言いましたように、自然界はどんどんどんどん狂っていくんです。これが人間の都

合なんです。じゃ自然の都合はどの程度まで入れてくれるのか。ここが大きなこれからの問題で

すので、今の技術力とか科学力ではいろんなことができます。だけど、生物界はそういうわけに

いきません。やはり自然のままでしか動かない。 

   

これからいろいろ桜を植えていかれると思うんですが、桜の性格上から言いますと、まずソメ

イヨシノ、これが一番早いと思います。また一番簡単やと思うんですが、ソメイヨシノはいくら

大きくなっても幹は生えませんよ。これはお分かりですか、皆さん。ソメイヨシノに幹はないん

です。いくら太くても枝なんです、あれ。というのは、現在あるソメイヨシノの枝を接いでいく

んです。この枝が太ってるだけなんです、ソメイヨシノは。サクラの性格上、ごろごろごろごろ

枯れ枝をつくりながら成長しているんです。そして早く枯れるやつは、成長過程でぼちぼち枯ら

す枝やったかもわからんやつを接いでいるんです。いくら太くても幹はありません。幹といって

ますのは、あれは枝。船岡のほうの川原に大きな桜並木があるんですが、あれも大体ピークは来

てます。皆、枝ですので、太いもんがありますが、枝が太ってるだけなんです。   

だから、今後どういうものを選定されて植えられるのか。それと、桜というのは嫌地性が強い

んで、桜のあった場所に同じものを植えてもまず育ちません。必ず土を入れ替えるか土を焼いて
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やるか。特に先ほど言いましたヤマザクラ、あれは交雑してできていってますので、いろんな鳥、

昆虫類、そういうものが関わってできていくわけなんです。ということは、まず蜜を餌にする鳥

とか昆虫、そういうものが花粉の媒介をしてくれるんです。ソメイヨシノは蜜は出ません。生殖

器官は退化しているんです。だからソメイヨシノがいっぱいあっても鳥や蝶々は一匹もおりませ

んよ。皆さん方、どう思われますか。まずおりません。一匹もおりません。生きていく上の餌が

ないんです、ソメイヨシノは。だから蝶々も、トンボは別や、あれは肉食やけど、蝶々も小鳥も

ソメイヨシノがいくら咲いてもまずいないということ、もう一遍この春確認してください。まず

おりません。だから種もできません。種もできないから、種を餌にする鳥も来ないんです。ただ

ばあっと咲いて、ばあっと落ちるだけなんです。そういう無表情なものを植えられるのか。 

先ほど言いましたように、交雑してできた仙台のああいうヤマザクラからこっちのほうはヒガ

ンザクラが非常に多いんです。そういうものを植えられるのか。ただし、相当場所を侵食してい

くんです。先ほどの貞山堀の場合をずっと地形から見てみますと、そこには入りません。松原の

松も、松の直根がものすごく深いんですが、あれも倒れた写真を見せてもらいますと、やはり横

根が多いんです。直根があまり入りません、これは塩の関係とか水の関係で。いろいろ桜をお植

えになると思うんですが、まず地下水の低い、瓦礫混じりの肥沃土、これが一番適するんです、

弱酸性、やや酸性。ソメイヨシノはそんなこと関係なしに大きくなります。だけど、たまたま早

く枯れる枝先を接いでいったやつは早く枯れます、50 年か 60 年、長くても 100 年そこそこで。

これはしようがないんです、そういうものを接いでるんやから。実生からできたものは新しい生

命ですので、どんどん成長していきます。そのかわり巨木になるんです。一番よく分かるのは福

島の三春のあれもそうなんですが、非常に巨木になるんです。巨木になったときに、いわゆるコ

ンクリ、ああいう土手なんかつくった場合に根が張れませんので、頭でっかちになってくるとば

さっと倒れます。それと、変な支柱をいっぱいされてますので、あの支柱も早く外してもらいま

せんと、ある程度根張りしたときに支柱が皆、幹に食い込んでくるのが多いんです。そこから今

度は腐って皆落ちていきますので。 

   

やはり人間の都合ばかりを考えずに、もう一遍自然の回りというんですか、それと宮城県、ま

た仙台の土地柄、これは何遍も言いますが、それの気候風土、これも場所によって皆違います。

局地的な風土というのか、いろいろあると思います。それはそこに住んでおられる方が一番よく

分かるんです。役所はそれには対応できません。これは悲しいことに役所には役所の枡があるん

です。個人で分かっていても、持たされた枡以外のことはできません。そうですな。その辺きっ
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ちり言うといてもらうほうが後の仕事が楽です。そこを皆さん方がご理解いただかんと。それは

なるほど皆さん方はああしてほしい、こうしてほしい、あれもせい、これもせい、これはいいん

ですわ、要望やから。でも、やはりできないんです。どうしても枡がありますので。その枡を皆

さん方がうまくフォロー、カバーされたらもっと早くできるんですわ。やれやれ、やれやれ、は

よせい言うて文句言うんやったら子供でも言いますねん。いかに皆さん方が協力、フォローしな

がら、それからお互いに理解し合いながらうまくやっていこかというのが皆さん方の今度は責務

なんですわ。それは権利はありますよ。権利はあるけど、やっぱり責任もありますんやで、どん

なことがあっても。その辺をよくよくお考えになって、桜の苗がご入り用やったらいくらでも私

ら持ってきます。しかし、実生しかありませんので、私らはソメイヨシノは一本も植えないんで

す。何にもならんですわ、あれ。年輪もないんです、あれ、枝やから、何ぼかぼそぼそとありま

すが。材にもなりませんし、薪にもなりません。燃えるいうよりくすぶってるだけなんです。材

にもなりません。材になるのはヤマザクラかヒガンザクラなんです。榴ケ岡のあれもヒガンザク

ラの突然変異で紅の八重に変わってるだけなんです。あれもぼちぼち寿命が来てます。一時ちょ

っとほったらかしみたいで、電線でむちゃくちゃしてはるし。あれも一遍、見てて、こんなひど

いことしたるなと思うて、よそのもんやから黙ってようと思ってたんです。ついつい今日言うて

しまいましたけど、もうちょっとうまいことお守りしてやらんと早晩あれも枯れてしまいます。 

そういういろんな自然の中の営み、これはまだまだいろいろ例えもあるんですが、今ちょっと

本当の話をしますと、みんなケッチン喰らうんですわ。ある程度そっとぼやっと言うとかんと。

その辺をご理解いただいて。 

   

自然界の成り行きで言いますと、まず宮城県には余り大きな桜がないんですわ、それから福島、

それから岩手、あっちのほうには。山形からあっちのほうには割に多いんですが。なぜ榴ケ岡に

ああいうのができたかというと、あれは大体京都御所から伊達の殿さんが持って帰ってあそこで

育てたと言われてるんです。それが 400 年ほど前の話なんですが、それがあそこで育てられて、

それから仙台市の初代か二代目の市長さん、遠藤さんとかいう市長さんの代、これはおわかりで

すか。遠藤市長さん、初代か二代か、その方の市政のときに、京都に平安神宮ができましたんで、

こっちで接いだのを京都へ持ってこられたのが、京都の平安神宮にあるのはそれなんです。仙台

と京都というのもそういうことでも非常に深く関わっておりますので、私らもいつも榴ケ岡に行

って、それから塩竈（神社）さんに行って塩釜桜を調べて、それから瑞巌寺から先ほど言いまし

た円通院さんに呼ばれたり、そういうことでぐるぐる回って。 
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（造園）業界に行きますと、夜に引っ張られるのはかなわんですわ。今日もそっと来たつもり

が前にどっと座ってまんねやわ。我々の業界はそんな業界で、「おい」「おまえ」でほとんど物事

が通じますので。といいますのは、やはり自然のつき合いをしてますので、お互いが二言三言言

えば大体分かるんですが。 

これもおかしな話で、昔は「一を知れば十を知る」と言いましたけど、今の若いやつは十教え

ても一つしかよう覚えません。そういう時代なんですわ。これはなぜかいうと、みんな最近こん

なこと（コンピューター）ばっかりやってまんねや。これは必ずここ（頭）へ来るんです。新幹

線に乗ってましても、乗ってる間ぐらい一服したらええのに思うんやけど、皆やってまんねん、

あれ（コンピューター）。何かこう気張って仕事してるみたいに見えます。けど、ほとんどここ（頭）

をやられますわ、あれ。人間なんていうのはこれも自然にうまいことできてまして、個人差は別

として、中へ入る量は知れてまんねや、皆。それで忘れていくんですわ、全部。だから、思い返

す、思い出す能力があるのは人間だけなんです。コンピューターは一遍スイッチを切ったら絶対

出てきません、一旦消したら。人間は一遍覚えて早う忘れるんです。早う忘れて次のやつをまた

仕入れるんです。必要なときにそれを思い出すんです。そこで知恵というのがついてくるんです。 

ここで知恵をつけていこうと思って、私もあちこちでこういう講演を頼まれたときにいつも言

うんですが、まずあまり分け過ぎますねん、人間を。幼児やとか学生まではよろしいけど、年寄

りと若いもんとを分け過ぎるんですわ。そして年寄りばっかり集めて大きな入れ物つくって、そ

こへ皆年寄りを連れていって、年寄りばっかりそこで遊ばすんです。みんな同じくボケてんのや

からわからへんがな。だから若者と交流のできる場所をつくれと言うんですわ。年寄りはボケて

るようやけど必ず知恵袋を持ってるんですわ。それは冒頭に言いましたように、農家の方とか漁

師の方は、年のいってる方はいろんなことを頭の中に、体にしみ込んでるはずなんです。それを

もっともっとうまく若いもんに慕われるようにしていかんと。今とにかくこないしてピョコピョ

コと（コンピューター）やったら、ポコッと答えが出てくるんです。誰に聞いてもその答えなん

です、日本全国皆同じ答え。役所もまたそれでやるから同じ仕事しか役所もできません、また。

昔はやはり役所にも、今で言う国交省というのは、建設省の時代に各地建というのがありました。

ここは東北地建ですか、昔で言う。そういう東北なら東北のことが分かるような役所があったん

です。今、地域振興何たらみたいな。（「地方整備局」の声あり）何や訳分からんけど、もうちょ

っと地域のわかる役所。震災でいろいろこっちの方で国会議員の人も何かいろいろ気張ってるみ

たいやけど、やはり皆さん方の本当の声ね、これがやっぱり一番大事なんです。 
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特に年寄りですわ。80 以上の人、手を挙げてください。（挙手）80 以上の方おられませんの。

70 代は。（挙手）大分おられますな。どの辺の 70 代で、５以上か、５下か。５ぐらい。それやっ

たらぎりぎりしかわかりまへんよ。そういう方をもっともっと引っ張り出して。お父さんは 80

違いまんの。わしらはもう人生の定年やで。 

といいますのは、やはり１年でも長生きしてる人はいろんな経験と体験を積み上げてきてるん

です。その人たちをもっともっと引っ張り出して使えばいいんです、今は。使わんことには、早

う逝きよるんやから使える間に使うとけと言うんですわ。私らでもそうなんですが、今さら人に

嫌われても好かれてもあと２年か３年ですわ、こんなところでこんなして話しできるのもね。い

くつや思われますか。１人でまたうろうろこうしてやってますねんやけど、これも秘訣があるん

ですわ、皆さん方いろんな秘訣で。私、酒は一滴も飲みませんねん。欲しくないんです。そのか

わりたばこは蒸気機関車なんです。今は辛抱してます。たばこと女が切れたら仕事を辞めるでと

私は言うてまんねん、家で。これが馬力なんですわ。それだけの馬力を持たんことには。皆さん

方も大変やったと思いますよ。その大変を乗り越えた後というのはもう何が来ても大丈夫なんで

す。 

  

私が一番危惧しているのは、燃えるものまで燃やさなかったこと、材木類。全部瓦礫処理とか

でどこかへ持っていかれたでしょう。違いますの。今、燃やしたらいかんと言うんです。燃やし

たらいかんと言うから、とんでもないことが今自然界で起こっているんです。今言われるノロ、

それから急に言い出した豚コレ、昔で言う豚コレラ、そして鶏のインフルエンザ、ああいうもの

が日本に何ぼでも入ってくるんです、まだまだ。ということは火を使わないからなんです、燃や

さないから。ある場所では田んぼでいもち病が大発生してますわね、焼かないから。 

山もそうなんです。山も焼かないから、とにかく山が死んでるんですわ。死んでる山から水が

流れてくるんやから川もきれいなはずがないんです。小魚がいない。海の魚が育たない。これは

全部燃やさないからです。燃やした灰は必ずまた土に戻るんです。そういう自然の営みを人間が

全部止めてるんです。何でこんなばかなことになったのか。 

我々はなぜたばこを止めんのかいいますと、山を歩きますやろ。東北地方に来ても山にあれっ

と思う桜がいっぱいあるんです、山に。やはり山へ入るんです。でも迷うんですわ。出てこられ

ないときがあるんです。そのときには必ずたばこを吸う者は火を持っているんです。火さえ焚け

ば大丈夫なんです。そこで夜、だめだと思ったらそこで火を焚いて、そこで夜が明けるまで待つ

んです。たばこを吸う者は必ず火をつけるものを持っているはずなんです。だからそれも持たず
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に山へ行くとみんな遭難する。これはもうだめやと思うたら山火事を起こしたら一遍にヘリコプ

ターがすっと。そのぐらいの根性を持ていうんです。絶対大丈夫なんです。そして、山へ入った

りしますといろんな虫がおるんです。たばこを持っているとそのたばこでちょっちょっとやれば

虫が皆死んでくれるんです。 

ただし、皆さん方もよくよく考えられたら分かるんですが、まず桜の咲いているとき、人間が

嫌やなと思う虫は一匹もおりませんやろ。だから土手で寝転んで花見ができるんですわ、桜の咲

いている頃。そして、新芽が出かける連休ぐらいから後になってくると、これは地方的にも多少

の違いはありますが、だんだんムカデとかトカゲ、嫌なもんが出てくるんです。桜の咲いてると

きだけ虫はおりません。これが自然なんです。それだけうまく自然界がちゃんとでき上がってい

るところへ人間がごちょごちょやるからおかしい、ただそれだけのことなんです。 

だから今回も、先ほど荒っぽい説明しましたけど、浜の松林は一生懸命甦りつつあります、今、

自然の状態にですよ。その自然の状態が人間にとって不都合なのか好都合なのか、そこなんです。

人間には好都合であっても自然にしては不都合な場合があります。その逆もあります。これをど

うするかというのは、これは何遍も言いますが、土地のことは土地の方が皆知ってられるはずな

んですわ。私は分かりません、住んでないんやから。住んでる方は皆分かるはずなんです。その

住んでる方が今までの経験、知恵、体験、そういうものをうまく出し合ってください。そしたら

復興ももっと早いです。何もせんと役所にやれやれ言うたって絶対できません。また役所もしま

せん。余計なことして後でけち言われたらかなわんから、役所はできる範囲しかやりません。だ

から皆さんでやってください。その応援はいくらでもできるんです。やはり法というものがあり

ますので、先ほど言いましたように、法に反してまでのことはしてはだめですよ、何ぼ自分がや

るといっても。それをやってしまうと今度はばらばらになるんです。それは役所がきちっと見て

くれます。そこまでやるとちょっとやり過ぎとか、そういうやり方ではだめとか、これは役所に

はそういう専門家がおりますので。 

そういうことを踏まえて、非常に荒っぽいことばかり言いましたけれども、喉もがらがらにな

ってきたし、非常に荒っぽい話なんですが、要はとにかく皆さん方、大変なご苦労をされている

と思います。我々が想像する以上に大変やったと思います。あれだけの浜から、今は瓦礫そのも

のは整理されてますので、だけど我々自然とともに生きているもんから見ると本当に大変やった

と思います。その大変なことを皆さん方がここまで乗り越えてこられてるわけなんです。これか

らまだまだ上り坂です。だけど急がずに、じわじわじわじわと坂を上ってもらいませんと、さあ

やれ言うてばっとやってしまうと息切れがします。だから時間をかけてきっちりと復興できるよ
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うに皆さん方に頑張っていただくこと、私はこれだけしかよう申し上げません。本当に経験もあ

りません。話は気楽なことばっかり言うてますが、この気楽な中に私がどんだけ苦労して物を言

うてるかもお察しいただいて、この辺で皆さん方の今後のご活躍、またご健勝、それから役所の

ほうもいろいろ大変ですけど、そこを何とかちょっと色つけてよろしくひとつお願いして、この

辺で終わらせていただきます。どうもありがとうございました。（拍手） 

 

※講演録の作成に当たり，一部講演内容を補足修正しています。 


