夏の短夜に
味の乗った
涼やかな一献を︒
あおみがえ

俳句の季語に「青味返り」がありま
す。茶摘みは八十八夜に始まり、加工さ
れた走り茶が出るのは夏。そして、新茶
の出回る初夏から梅雨時にかけて、前年
の古茶が色と香りを取り戻すらしく、そ
の状態を指す言葉です。
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受け継がれる技と時が薫る
極上の一滴に仕上がりました。
＊一八〇〇㎖ 六〇〇〇円 ＊七二〇㎖ 三〇〇〇円

菊駒

純米酒

ゆっくりと丹念に熟成させた
奥深く優しい味わいの酒です。
＊七二〇㎖ 二五〇〇円

菊駒
まろやかなコクと旨み、
そして優しい吟醸香が漂う純米酒に仕上がりました。
＊一八〇〇㎖ 二六二五円 ＊七二〇㎖ 一三一三円
＊三〇〇㎖ 四八〇円

菊駒 いななき

上撰

ふくよかな味わいの中に
菊駒本来のほのかな香りが特徴です。
＊一八〇〇㎖ 二二〇〇円 ＊七二〇㎖ 一一〇〇円

菊駒

小菊

優しくまろやかな、落ち着いた味わいに仕上がりました。
＊一八〇〇㎖ 一九九五円 ＊七二〇㎖ 九二〇円
＊一八〇㎖ 二四〇円

菊駒

原酒 三
｢久」

常温、冷や、お燗いずれも美味しく味わえます。
＊一八〇〇㎖ 一七九二円 ＊七二〇㎖ 八七〇円
＊三〇〇㎖ 三五〇円 ＊一八〇㎖カップ 二二〇円

菊駒

本醸造生貯蔵酒

菊駒本来の美しい味わい、
原酒の持つ重厚な旨みをお楽しみ下さい。
＊七二〇㎖ 一一〇〇円

菊駒

な

南部手踊りに
捧げた人生︒

やわらかい飲み口と、スッキリとした後味が特徴。
冷やしてお飲み下さい。
＊三〇〇㎖ 四二〇円

々

百年の蔵元
北の風土を醸す

日本酒は冬場の寒造りが一般的で、
「初
しぼり」などが珍重されますが、日本酒
にも貯蔵による風味の調熟があり、新酒
とはまた違った味わいが出てきます。そ
つう

れを通のあいだでは“ 味が乗ってきた”
と表現しているようです。
みじかよ

北国の夏は短く、それだけに染み入る
いっこん

ような思い出を残します。短夜を惜しみ

生

ながら、味の乗った涼やかな一献をお楽
しみください。

人
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表示価格は消費税込です。

【人生派】南部手踊りに捧げた人生。

［又重の山間部］五戸町浅水へ抜ける県道脇
にあった山間部の美しい光景。ニンニク畑に
来ていた79歳の農家の女性に聞くと、寒さか
ら急に暑くなり、サビがつくのが心配だという。
［又重の坂道］一陣の雨が過ぎ、緑が滴
るように見える又重の坂道。補色の赤い
ツツジと郵便自動車が際立つ。

南部手踊りには
﹁間﹂
の劇がある︒

［中市筒口用水口付近］古くは中世の一
文字堰が築かれていたというが、技術
的には藩政期初頭の五戸代官 ・ 木村氏
によるものとみられる。その後、何度か
改修され、今の頭首工（取水口で古く
は筒口といった）が完成したのは昭和62
年である。

南部民謡の哀愁
人はなぜ歌を唄い、踊るのだろうか。
歌の初源は作業歌にあるといわれるが、
それはリズムを必要としたからだろう。
単調な作業に耐え、喜びに変えていく力、
リズムは生命の鼓動でもある。
歌謡曲の一つ、民謡の大半が作業歌で
すなど

あるのは当然だった。郷土の自然を相手
に田畑を耕し、木を伐り、魚介を漁る。
のづら

一人作業の中で、またある時には共同作

ま

業の中で歌は野面を越え、風に乗りなが
ら空に昇っていった。
邦楽にあってはリズムと「間」は切り
離せない。琴、三味線、太鼓などのように、
日本の民族楽器の多くが音を引かないた
めだが、南部民謡の独得の間には、その
ほかに哀愁の物語性との関係がある。

薫風のわたる季節に
民謡といえば民踊はつきもの。五戸町
の隣り南部町名川地区（旧名川町）は
「南部手踊り」発祥の地といわれ、毎年
開催される「南部七唄七踊り全国大会」
にはたくさんのファンが訪れる。この七
唄七踊りとは、南部あいや節 ・ よされ

つ

節 ・ 荷方節 ・ 馬方三下り ・ 甚句 ・ 追
分 ・ 都々逸の七つを指す。
五月下旬、南部手踊りに憑かれ、今
はその伝承活動をしている藤村イソさん
を訪ねた。
くんぷう

在住する五戸町大字倉石又重は、畑
の播種や田植えが一段落し薫風の季節、

爽やかに染み入るような緑に囲まれてい
た。とある山間部へ入ると、主農産物の
ニンニクが整然と植えられ、リンゴ畑の
背後にはツツジが彩りを添えて、平和そ
のものの光景だった。

南部手踊りの特徴
藤村さんによると、南部 手踊りは座
興的な宴会芸に始まるらしい。嬉しくな
ると“踊りたくなる”というように、そ
れは人の本然の姿なのだろう。ただし、
自然風土の違いからか、津軽の踊りが飛
み え

しょさ

び跳ねたり即興的であるのに対し、南部
の踊りには歌舞伎の見得を切る所作のよ
うな「間」があるという。
ポーズを取ることから形が生まれ、間
と間のあいだに劇（ストーリー）が不可
欠となった。そしてストーリーには郷土
の歴史と、民衆の内なる声が反映する。
あるいは演ずる人の人生そのものが所作
ばくろう

に現われる。例えば「南部馬方三下り」
では、馬を引きつれて夜道をわたる博労

の辛さが、哀愁の三味の音に乗って踊り
そのものに滲み出る。

芸としての同行二人

さわらび

この日、倉石村ふれあい体験の郷にあ
る「ふるさとの家」で、藤村さんは早蕨

会のメンバー三人と、南部三味線奏者の
手倉森勝利さんと一緒に待っていてくれ
た。
「南部馬方三下り」を披露してくれ
るためである。
手踊りは本来、一人で踊るものだった

❷
❸

［ブドロク牧野］藩政期の五戸には倉石又重地区か
ら八戸市市川町に至る南部九牧の一つ「又重野の
牧」があった。現在のブドロク牧野にその面影が残る。
［倉石牛］黒毛和牛「あおもり倉石牛」のブランド名で知
られる肥育牛だが、五戸には「南部牛方節」に知られるよ
うに、古くから運搬用役牛としての伝統があった。

【人生派】南部手踊りに捧げた人生。

唄に踊りに寄り添う地酒︒

へらい

戸来の盆踊り大会で金賞を受賞したこ
とで病み付きになった藤村さんは、家業
の農業を手伝いながら憑かれたようにこ
の世界に没入していく。
昭和五十三年に開いた尻内での民謡酒
場を皮切りに五戸で二度も店を変えたの
も、すべては手踊りの環境を整えるため
だった。その間、昭和六十年には「早蕨
会」を結成し、国立劇場に出演して「南
部よされ節」を披露。ＮＨＫ出演や浅虫
キディランドでの公演を繰り返し、平成
六 年 に は 日 本 商 工 会 議 所 に 招 か れ、
ニューヨークのヒルトンホテルで開かれた
明石康国連事務総長特別代表（当時）の
感謝状授与式で踊りを披露した。まさ
に南部手踊りに捧げた半生だった。

倉石の精神風土
平成四年に五戸の店を知人に譲り、藤
村さんは故郷の又重で「食事処藤村」を

［旧唄声酒場 ・ 藤村］今は知人が経営して
いる「天ぷら匠海や」の前で。住宅地でも
あるため、遮音板など吟味して建てたという。
［南部馬方三下りの稽古］左から柏村幸
子さん、梅津ちえさん、藤村ちゑさん、
そして藤村イソさんと手倉森勝利さん
［荒屋敷煎餅店］中市で南部煎餅店を営む２代目 ・ 荒屋敷均
さんと奥さん。手焼きにこだわり、温度の加減は焼き器のふ
たを開けた瞬間の空気のゆらぎで判断するという。

が、青森放送など冠大会がはやるにつれ
て組踊りが加わるようになったらしい。
この日は男踊りが梅津ちえさん、女踊り
が柏 村 幸 子さん、藤 村ちゑさんの三人
だった。
平成二十一年十一月に両膝の手術をし
た藤村さんは、椅子に座っての太鼓伴奏
だったが、時折、踊りを止めては自ら所
作してみせた。手術の前日、これが最後
りんこ

と五戸文化祭で「南部追分」を踊った人
とあって、その立居振舞には凛乎とした
厳しさが感じられた。
三味線を弾いてくれた手倉森さんとは、
昭和五十三年に五戸で民謡酒場を開いて
以来の付き合いで、三味線のみならず民
謡も一流。五十五年には 南｢部追分 で
｣
日本一になり、
（財）日本民謡協会青森
ばち

県連合会委員長も務める実力者である。
地吹雪を思わせる津軽三味線の撥さ
ばきと違い、南部三味線には一旦止めて
あうん

からすくう独得なすくい撥があり、その
間のとり方が踊り手と阿吽の呼吸になら
どう

なければならない。藤村さんと手倉森さ
ぎょう

んは切磋琢磨し、南部の伝統芸能を同
行するように守ってきた。

南部手踊りが暮らし
藤村さんが手踊りを志すきっかけは、
昭和二十四年に一六歳で又重青年団に加
入し、演芸会で一週間に「南部甚句」と
南
｢部あいや節」を踊ったことに始まる。
南部芸能界の重鎮、新郷村の坂本孝一郎
さんが師匠だった。その年の夏、新郷村

開いた。前述したように倉石はのどかな
農村地帯である。昭和三十五年あたりか
ら高度成長期に入り、出稼ぎが常態化
する中で農村の連帯が崩れていくのだが、
倉石は違っていた。過疎化を余儀なくさ
れつつも昭和四十六年には住民活動が認
められ、全国トップ賞に輝いている。
集落ごとのコミュニティー活動は現在
も脈々と受け継がれており、平成二十年
に又重簡易郵便局が閉鎖された時にはコ
ミュニティストアよこさわが業務を受託
し、雑貨食料品店併設の郵便局として
ニュースになった。藤 村さんが仲間との
絆を大切にする心も、そんな倉石の精神
風土が培ったに違いない。

唄声酒場「藤村」
昭和五十六年から平成四年まで開いて
いた五戸神明後の店を案内してもらった。
三人の子供を育てつつ、ショータイムに

たしな

は手 倉森さんの伴奏で自らも踊り、無
我夢中で走り続けた一二年間だった。
唄、踊りといえば酒。本人もお酒を嗜

んだようだが、何といっても地酒「菊駒」
の人気は高く、県外客からの評判も上々
だったという。また、五戸といえば馬肉
も知れ渡っており、桜肉の老舗「尾形」
の桜鍋を話題にする客も多かったらしい。
今は「天ぷら匠海や」となった店を眺
めながら、しみじみと当時を懐かしんだ。
しかし手踊り人生に終わりはなく、今も
この店の二階で稽古をするため、足を運
んでいるという。

❹
❺

［又重簡易郵便局］コミュニティストアよこさわ（横澤遵幸店
長）が併設された珍しい郵便局（横澤恵子局長）
。お年寄り
には心強い存在だ。

［桜肉の老舗・尾形］博労町にある「尾形」
は、戦後の昭和22年に開店以来、独自の
飼育で柔らかい肉を特色としている。

［尾形の馬肉料理と菊駒］馬肉と日本酒の
相性は抜群。写真は尾形のたたき桜に馬
肉寿司、馬刺、桜鍋など。このほか、馬肉
のしぐれ煮や馬肉入りピザも人気がある。

治四十三年（一九一〇）十月一日の四代目

五戸の風土に育まれた菊駒酒造は、明
のは明治二十二年（一八八九）のことで

たようです。麹屋から造り酒屋になった

浦家の先祖や家業はもっと古くからあっ

百年の蔵元
﹁菊駒﹂

三浦久次郎による三泉酒造合名会社設
した。

こうじ

立を創業とし、平成二十二年には百周年

ました。名前からも分かるように、三浦

から恩給された三浦介平高継が領知し

盛時によって開かれ、その後、足利尊氏

六）に時頼から地頭代職に補任された平

代の北条氏得宗領で、寛元四年（一二四

できます。そもそも五戸地方は鎌 倉時

寄進した三浦治郎左衛門まで遡ることが

念寺に文化十年（一八一三）銘の釣鐘を

三浦家の家系を辿れば、菩提寺の専

ように東北地方や中央の品評会で金賞

この時に飛躍的に改良がなされ、毎年の

名 ・ 章）は広島高等工業醸造科を卒業。

駒」に改められました。
五代目久次郎（幼

五戸名産の馬（駒）を組み合わせた「菊

名 ・ 治郎八）により、昭和初期に菊と

作りの名人でもあった四代目久次郎（幼

房宮や奥州菊の栽培と改良に努め、菊

当初の銘柄は「三泉正宗」でしたが、阿

め、屋号は「三久」と呼ばれてきました。

さんきゅう

代々、久次（治）郎を襲名してきたた

半島（神奈川県）の領主の流れをくむ武
を獲得するようになりました。

を迎えます。

士で、この地方に三浦名が多いのもうな

軒、寛文六年（一六六六）一軒、天和元

酒造業も発達し、万治四年（一六六一）一

『五戸町誌』によれば、江戸初期には

平成二十二年四月十四日付で七代目三浦

成二十年（二〇〇八）四月一日に再独立、

菊駒工場として稼働していましたが、平

制令によって八戸酒類株式会社に加盟、

昭和十九年（一九四四）に戦時企業統

年（一六八一）七軒と着実に増加し、藩
弘文が社長に就任しています。

ずかれます。

政後期には『 奥筋行程記』に川原町酒
屋八軒と記されているそうですから、三

七代目三浦弘文が目指す酒
「風土」は風と土。どちらも伝える人間に
「うまさけはうましともなく飲むうち
に酔ひての後も口のさやけき」
この歌は名著『日本の酒』でも知られ
る坂口謹一郎博士が詠んだ一首です。
「さ
やけき」は「明 ・ 清」の字を当て、は
っきりと、爽やかに、冴え冴えと、など
の意味があります。
日本酒は嗜好品ですから、人それぞれ
の好みがあり、何をもって名酒とするの
かの基準はありません。ただし、フラン
スのワイン、ドイツのビールなどと同じ
ように、日本酒は古来から“国の風土が
生んだ民族の酒”であることに違いなく、
そこには何らかの普遍性があるはずです。
その一つに「さやけき」世界は数えられ
るでしょうか。
平成二十二年四月十四日、創業百周
年を迎える蔵元「菊駒」の七代目となっ
た三浦弘文社長も、二九歳の若さながら
伝統の蔵ゆえに「不易と流行」の酒造り
を考える毎日です。
東京農業大学の醸造科学科を卒業し、

東京都内の大手小売店に就職して、五
年半ほど酒類全般の流通やマーケティン
グに従事してみると、
「風土」の風と土
のように、もの造りとそれを伝えるのは
別物だということが、はっきりと分かっ
たと言います。
「若い人は日本酒離れしているといいま
すが、離れたのではなく、台所に一升瓶
が立っていたり、親父が晩酌したりして
いた時代と異なり、身近に触れる機会が
少なくなったのだと思います。また、出
来米もその年によって違うので、同じ蔵
元でも常に一定の味は出せません。大切
なのは飲み続けても飽きがこないほど無
心な酒で、なおかつ菊駒らしく使いこな
し方も個性的にすること」とも語ってい
ます。
「菊駒」の旨さの一つはＭ２酵母にあり、
これは酸が少なくて芳香のあるのが特徴
です。まさに「さやか」を生命にした旨
みですが、爽やかな新社長の下、これか
らの冴え渡った酒造りが期待されます。

［参考文献］
『流れる五戸川』
（三浦榮一）
『五戸町誌』
（五戸町）
『青
森県の地名』
（平凡社）
『青森県地名大事典』
（角川書店）
『日本の酒』
（坂口謹一郎）
『津軽 ・南部の民謡びと』
（山
谷工）
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［４代目久次郎と専念寺大梵鐘］
文 化10年（1813）
、三 浦 治 郎 左
衛門によって菩提寺 ・ 専念寺に
寄進された大梵鐘は、昭和17年
（1942）２月中旬、戦時中の金属
回収令で供出された。幟には「送
大梵鐘應召 三浦久次郎」の文
字が見える。
（右から3番目）

