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　ぼくたちは、旅先から、さまざまな「お

みやげ」を持ち帰ろうとする。美しい森

を歩き、温泉に浸かり、地産地消のメ

ニューを味わう。帰ってから、家族や友

人たちと「おみやげ」を分かち合いながら、

旅の思い出を反芻する。こうしてぼくた

ちは、少しずつ、まちのファンになって

ゆく。だから、ファンを獲得し、長きに

わたってつき合っていくために、いろい

ろな「おみやげ」をこしらえるのだ。

　だが、大切なのは「おみやげ」を持ち

帰ることだけではない。ぼくたちには、

まちに「足あと」を残しておきたいとい

う欲求があるのだ。まちへの感謝の気持

ちを込めて、まちに「何か」を還すこと

はできないのだろうか…。そんな想いで、

5～6 年ほど前から、ポスターをつくる活

動をスタートさせた。ポスターは、ぼく

たちの気持ちをまちに還す「おきみやげ」

ともいうべきものだ。

　ポスターは不思議なメディアだ。写真

を大きく引き伸ばし、ことばを添えただ

けのようにも見える。でも、なぜかポス

ターのなかの人に会いたくなる。まちを

歩いてみたくなる。ポスターを置いて帰

れば、それは、再びまちを訪れる理由にも

なる。

　ポスターづくりは、慌ただしい。土曜日

の午前中、学生たちはペアになって取材に

出かけた。そして、1 時間から 2 時間ほど

の取材を終えて、すぐにポスターづくりに

取りかかった。ひと晩で仕上げて、日曜日

の朝にはポスターが完成する。

　今回は、宿泊予約サイト「楽天トラベル」

（運営会社：楽天株式会社）と深浦町との

ご縁で、白神山地のすそ野にやって来た。

深浦町観光課のみなさんの手厚いサポート

を受けながら、深浦に暮らす人びとを取材

し、7 枚のポスターをつくった。暮らしの

現場では、誰もが、かっこいい。誰もが、

輝く笑顔を見せる。こうして、ぼくたちは、

さらに熱烈なファンになるのだ。（かとう）

深浦の人びとのポスター展
◎日時：2015 年 6月 25 日（木）～8月 31 日（水）

9:00～16:30

◎場所：深浦町役場 1F ロビー

（〒038-2324 青森県西津軽郡深浦町大字深浦字

苗代沢 84-2）

「深浦キャンプ」がはじまった

深浦キャンプ実現の裏話
　学生時代、加藤研のキャンプでいろん

なまちを訪れた。社会人になって、地域

振興に携わるようになった。出身ゼミの

活動と今の自分の仕事、いつかコラボを

実現したいと思っていた。その私の思い

を今回初めて形にしてくださったのが、

他でもない深浦町観光課の鈴木治朗さん

だった。今回のプロジェクトは彼の計ら

いによって生まれた。（はらだ）

シュフがシェフ　
　今回のプロジェクトで宿泊した「白神

海彦山彦館」の食事が好評だ。地産地消

にこだわり、世界遺産である白神山地の

恵を受けた山海の幸をふんだんに使った

田舎料理が、学生の胃袋を満たしている。

　施設の食事を用意するのは町内在住の

主婦たちだ。「その時々に採れるもので献

立を立てています」と話すのは料理長の

佐藤靖子さん（61）。地元のネットワーク

を活用して食材の調達もすべて自分たち

で行っている。この日の夕食にも地元で

水揚げされたブリ、タイなどの海産や朝

採れのナス、アスパラといった新鮮な野

菜が並んだ。中でも宿泊客に人気なのは

沢で採れるミズを使った料理。シャキシャ

キした食感と素朴な味わいを求めて東京

から年に二、三度訪れるリピーターもい

るという。

　食事の準備は早朝 6 時頃から始まる。

朝食が済むと日が傾くころには夕食に取

り掛かる。それが片付くと翌朝の仕込み

をして家路につく。宿泊客が多い日には

深夜まで作業が及ぶこともあるという。

　味付けも訪れる客層をみて変えている。

夏山シーズンは登山客や野鳥の観察に出

かける宿泊客も多く、脱水・熱中症の予

防のためにいつもは塩分控えめな味付け

を濃い目にするなど主婦ならではの細や

かな気配りを欠かさない。

　「東京ならお金を出せば高級なものは食

べられる。けれども素朴な深浦の味を求

めて『また来ます』と言ってもらえるこ

とがやりがいにつながります」と微笑む

佐藤さん。地元に受け継がれる “かあさ

んの味 “は、もう一つの世界遺産「和食」

の魅力を訪れる人々に伝えている。（あべ）

鈴木治朗（マグロー）さん

の思い
「人が観光資源になら

ないとダメだと思っ

た」

　観光課に来て初年度

に担当したのは深浦の

夏祭りだった。伝統的に続くお祭りだが、

もっと楽しいイベントにならないか。誰

に頼まれたわけでもないが、求めたのは

変革だった。深浦の底力を証明してみた

かった。

　幸い、お手本がすぐ目の前にあった。

東北三大祭り「青森ねぶた祭」である。

ねぶたと言えば、ほとんどの人がイメー

ジするのは凛々しい武者絵の描かれた山

車燈籠であろう。しかし、実際見物人の

多くが魅了されるのは跳人（ハネト）と

呼ばれる踊り手なのだ。ぴょんぴょんぴょ

んぴょん山車のまわりを飛び跳ね、汗と人

ごみにまみれながら「ラッセ、ラッセ、ラッ

セーラー」と掛け声を上げる。一体感と熱

気に心を揺り動かされる。

　南北約 70 キロ続く海岸線、地平線に落

ちていく夕陽、漁獲量県内一のマグロ、日

本一の大イチョウ、世界自然遺産の白神山

地と、神秘的なコバルトブルーを一度見て

みたいと話題の青池。資源はいろいろある

けれど、絶景や美食をうたうだけで注目を

集められるほど観光は簡単じゃない。大事

なのは人の心を動かす力である。

　人の心を動かすのは、人である。「深浦

キャンプ」の企画案を聞いたとき、深浦の

けっぱってる（頑張ってる）人、深浦の元

気を、発掘したいと思った。

　学生時代、修学旅行で東京へ行って地元

を出よう！と決めた。しかし、家族を案じ

てその夢を諦め、県内に進学した。就職は、

両親には言わずに県内のとある企業に内定

していた。地元に帰るつもりなどなかった

が、母から役場の受験書類が届いた。試験

は受けたが、面接では深浦の悪口をたくさ

ん言った。深浦は僻地だ。この地でずっと

育った若者が物足りなさを感じるのも無理

もない。だが、大切な家族の想いに応えて

深浦に住むことを決意した。

　総務課、会計課、教育委員会を経て、観

光課。昨年は、新・ご当地グルメ「深浦マ

グロステーキ丼」ヒットさせ、気付けば観

光に携わって 8 年になる。新しいことに取

り組もうと思うと、当然反発も生まれる。

残念ながら、一般的に人はあまり変化を好

まない。まして、成功するかもわからない

新企画など仕事が増えるだけである。それ

でも、白いキャンバスを広げ新しい企画を

作ってみたくなる。彼の心を動かす原動力

は何なのか。就職試験のときあんなに悪口

を言った深浦だが、今は、悪いところが見

つからない。

　 「陸の孤島、深浦」の元気が誰かの心に

届いたらいいな、と思いながら、孤独で壮

大な夢への道のりは続く。（はらだ）
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鈴木マグロ―を支える

深浦町観光課の戦士達
いうまでもないが本プロジェクトは観光

課の皆様のお力なくしては成し得なかっ

た。

鈴木マグローさんとともに、3 日間にわ

たって私たちのお世話をしてくださった

4人の戦士の皆さんをクローズアップ！

●主任主査　神馬輝史さん（写真右）

その目力（めぢから）、深浦一！

縁の下の力持ち的な印象の神馬さん。深浦の魅

力を時間を惜しまずに伝えてくださいました。

昼食にお勧めしてくださった「マグチャー」。

すごくおいしかったです！でも、その目力で勧

められたら断れませんでした。（笑）

●主査　村上公貴さん（写真中央上）

一見クール。でも心はあったかいんだからぁ

いつも静かな雰囲気でクールな村上さん。しか

し！たまに垣間見える後輩渋谷さんへの笑顔

は、優しさに溢れていた。シャイなんだからぁ。

●主事　渋谷東陽さん（写真中央下）

マグロ―さん、尊敬してます！な弟分

観光課の「いじられ役」。仕事に一生懸命でか

わいがられている人にしか与えられない称号

だ。これからもマグローさんを目指して頑張っ

てください！

●主事　三浦羽美さん（写真左下）

深浦のベッキー。歌って踊って仕事もできる公

務員

常に笑顔で学生たちにも優しく接してくださっ

た三浦さん。上から読んでも下から読んでも「ミ

ウラウミ」。生まれながらの芸名だなんて！さ

すが深浦のベッキー。

（みなくち）
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