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下北半島・恐山と十二湖青池・
男鹿半島・角館４日間の旅
恐山菩提寺

10 月 12 日（土）午後、旅の感動と記憶の薄れないう

オーネ白神十二湖で昼食→男鹿真山伝承館・なまは

ちにと、台風 19 号の進路予報を横目に見ながら書き始

げ館→男鹿温泉「男鹿観光ホテル」 バス走行距離

めました。正に、タッチの差。昨 11 日（金）18 時過

265 ㎞

ぎ旅行終着駅東京に無事定刻通り到着。もう一日ずれて

４．10 月 11 日（金）

いたら・・・。

９時ホテル発→寒風山展望台→大平山パーキング
で休憩後、角館武家屋敷→しちべえで昼食→角館駅

Ⅰ．大まかな旅程

→角館駅 14 時 58 分発「こまち 28 号」→東京駅

１．10 月 8 日（火）

18 時 4 分着 バス走行距離 117 ㎞（４日間で 782

東京駅 9 時 8 分発「はやぶさ 9 号」→八戸駅 12

㎞走りました。
）

時 1 分着→バスに乗り換え八食センターで昼食→
蕪島→道の駅で休憩後、むつ市斗南温泉「むつグラ

Ⅱ．旅日記

ンドホテル」 バス走行距離 130 ㎞

１．10 月 8 日（火）
①空は黒い雲が立ち込めているものの幸いにして夜来

２．10 月 9 日（水）
8 時 15 分ホテル発→恐山菩提寺→下北半島大間崎

の雨は上がり、幹事役としてはほっとしながら自宅出

→大間温泉海峡保養センターで昼食→三内丸山遺

発、早めに東京駅に到着。今回お世話いただく阪急交

跡→下北名産センターで休憩後、浅虫温泉「南部

通社添乗員那須孝子さんとは 6 回目、３年ぶりの再会

屋・海扇閣」 バス走行距離 270 ㎞

です。
今回の旅行、当初の申し込みは 23 名でしたが、
重要な会議とか海外での所用とか体調不良等で最終

３．10 月 10 日（木）
８時 30 分ホテル発→鰺ヶ沢・海の駅わんどで休憩

的には 14 名（添乗員の那須さんを含め 15 名）と少

後、千畳敷海岸→世界遺産白神山地十二湖青池→ア

し寂しい旅行となりました。
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②はやぶさ 9 号、定刻通り９時８分東京駅出発。北に行

令和元年１２月１７日

らず、ビールに大吟醸にワインをいただきながらアワ

くに従い、空は暗く、車窓をたたく雨粒。

ビの踊り焼き・お刺身・鍋・お寿司・タンシチュー等

遂に雨の旅行になったかとがっかりしていましたが、

食べきれないほどの種類と量でした。温泉に入ってゆ

12 時 1 分八戸到着時、雨は上がっておりました。結

っくりお休みと思いきや・・・。

局この 4 日間、日傘は要つても雨傘要らずで、この旅
行連続 22 日間ほぼ雨会わずの記録更新です。

２．10 月 9 日（水）
①夜中、日本海の低気圧が上空を通過、オホーツク海で

③ここで、ひかり交通の運転手佐々木さんとバスガイド
の峠舘さんとご対面。お腹も空いたし、まずは昼食場

猛烈に発達、周囲に何もない高台のホテルの 10 階、

所「八食センター」へ。巨大な市場、何でも揃ってい

物凄い風鳴りで何度も目を覚ましました。色々な体験

ました。20 名以上が座れる長方形の囲炉裏で魚介類

をした一日の幕開けです。

を網焼き、ビールとともに豪快に食べました。牡蠣・

②8 時 15 分ホテル発。本日の目玉の一つ、仏ヶ浦海上

ホタテ・サザエ・ウニ・烏賊、最後に出た八戸鯖は絶

遊覧が強風で運航中止。予定を変更し「恐山」に向か

品でした。お米が最高と皆さん絶賛。サンマ大不漁で

いました。三途の川を渡る太鼓橋は老朽化で渡れず、

すが、烏賊もそれ以上、行く先々の港にイカ釣り漁船

横をバスで渡って「恐山菩提寺」に。

が所在無げにゆらゆら。烏賊はこれが最初で最後でし
た。
④次に向かったのが「蕪島のウミネコ繁殖地と蕪嶋神
社」
。ウミネコの繁殖地は天然記念物の由。渡り鳥で
残念ながらお目にかかれませんでした。弁財天を祀り、
商売繁盛と漁業の安全の守り神。蕪と株が語呂合わせ
でその筋には人気とか？
⑤道の駅「菜の花プラザ」で休憩後、一路、今宵のお宿
「むつグランドホテル」に向かいました。
途中、青森県六ケ所村で日本原燃の再処理工場を車窓

（注１）比叡山・高野山と並ぶ三大霊場の一つ。高野山

から眺めました。着工以来 3 兆円の金を投入、使用済

と同じく恐山と称する山はない。878m の最高

み核燃料の再処理を行うのが目的です。24 回の完工

峰「釜臥山」を含む 8 峰が「宇曾利湖」をめぐ

延期、現在 2021 年完成を目指しています。人っ子一

り、その形が花開く八葉の蓮華になぞられてい

人見えない荒涼の地に、皮肉にも風力発電の回転翼が

る。およそ 1200 年前、慈覚大師円仁によって

回り、太陽光発電の集光機が陣取っていました。

開かれた霊場。史料にはないが 1 万年前頃噴火

⑥17 時過ぎ、周りに何もない高台の 11 階建て「むつ

で今も活火山。火山性ガス（亜硫酸ガス）の硫

グランドホテル」到着。早速、美人の湯と称するアル
カリ性単純泉で一つ風呂の方も。お湯の質好評でした。
宮本委員長のご挨拶と乾杯で宴スタートです。相変わ

黄の匂いが鼻を衝き、温泉もある。なお、“イ
タコ”は恐山とは直接関係は無く、常駐もして
いない。大祭等お祭りの時、店？を出すが高齢
化で今では 2～3 人しかいない。
雨はほとんど降っていないが空は低い雲が立ち込め、
強風が吹き荒れ、硫黄の匂い、火山性ガスの影響で草
木は生えず、鳥も飛ばず、オドロオドロした雰囲気の
荒涼とした霊場を歩きました。（尚、宇曾利湖には酸
性にも耐えられる魚“ウグイ”だけ生息している。）
広い霊場にいるのはほとんど我々だけ、そこを最後尾
にいた三木さんと私を追い抜いて行った何となく訳
ありっぽい 20 代前半、もしかしたら 10 代後半の女
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性。八角円堂（死者が帰ってくる場所と言われ、その

な・こどものお墓・土器や石器の捨て場もあり、併設

時、身に着けられるよう生前愛用した衣服等が供えら

された常設展示場「さんまるミュージアム」と共に“百

れている。
）で二人になったとき、心優しい三木さん

聞は一見に如かず“貴重な体験でした。

が「お母さんを亡くしたの？」聞かれたそうです。そ

⑥18 時頃、今宵のお宿浅虫温泉「南部屋・海扇閣」に

の子が大粒の涙を流しながら頷いたとのこと。聞いて

到着。ここは旅行会社張り込みました。

胸が熱くなりました。恐山に来たら、お母様が帰って

お部屋・温泉・料理・おもてなし大変結構でした。お

くるかもしれない。声が聞こえるかもしれない・・・。

風呂で疲れをいやし、豪華ディナーの始まりです。仲

悲しい体験でした。

居さんが「この料理を注文されるお客さんは滅多にお

③本州最北端下北半島「大間崎」に向かいました。天気

られません。」と鼻を膨らませて驚いていました。手
元のメニューを改めてみましたが、お魚は海峡サーモ
ン・マグロ・ほたて・アワビに吉次、お肉は田子牛・
十和田牛、てんぷら・酢の物・十三湖シジミ汁等々ま
さに山海の珍味、久しぶりに本格的和食を堪能いたし
ました。
⑦今回の旅行の目玉の一つ、津軽三味線の生演奏の始ま
りです。下山昭義さんと奥さん。高校生の長女・中学
生の長男・小学生の次女の出演です。下山さんは相当
な名手だそうで、

は回復、太陽燦燦なれど 20m 以上の強風。

現天皇が皇太子

海は泡立ち、青函フェリーは欠航、船一隻すら見えま

時代青森の育樹

せん。岬に立つと、踏ん張っても体が海に持っていか

祭に来られた時

れそうでした。さすが、日本海・津軽海峡。得難い体

演奏された由。津

験でした。

軽三味線は盲目

④「大間温泉海峡保養センター」で昼食、大間マグロと

の人の芸、楽譜は

のご対面です。大トロ・中トロ・赤身がどっさり乗っ

なかったそうで

たマグロ丼。年金生活になると回転寿司のマグロ専門。

全て即興の芸。夫

脂の乗りすぎたマグロと大違い、なんとも品の良い大

婦で 2 曲演奏、弦

トロ。堪能しました。美味しい体験でした。

が切れるのでは

⑤仏ヶ浦海上遊覧が欠航で中止になり、特別史跡「三内

と思うほどの迫

丸山遺跡」見学に変更いたしました。当初、旅行プラ

力たるや身震い

ンを立てるときこの史跡見学をと思ったのですが、行

するほどでした。

程上時間なく断念したので渡りに船でした。江戸時代

三味線の重さは 3

から知られていた三内丸山遺跡は、1992 年から発掘

㎏、演奏が終わると額には玉のような汗。いやー感動

調査が始まり 2000 年には特別史跡に指定されまし

の体験でした。子供たち 3 人によるねぶた踊りも花を

た。面積約 40ha（東京ドーム

添え素晴らしい時を過ごしました。

の 8 個分以上）の縄文時代前期
～中期即ち現在から約 5900 年

３．10 月 10 日（木）

～ 4200 年 前 の 遺 跡 群 で す 。

①昨日と打って変わって風も無く空は真っ青。美味しい

1500 年以上にわたり 500 人程

朝食を食べ、8 時 30 分宿の盛大な見送りを受け鯵ケ

度の縄文人が生活をしていた由

沢経由最初の目的地「千畳敷海岸」に向かいました。

ですが何故居なくなったのか？

1792 年の地震で隆起した海岸段丘面。津軽の殿様が

寒冷化の影響ともいわれていますが真相は不明。大型

珍しがり千畳の畳を敷いて大宴会をしたのが由来。多

竪穴建物・大型掘立建物等いくつかは復元され、おと
3
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少波は残っていましたが昨日の大間崎とは違い奇

③「男鹿真山伝承館・「なまはげ館」に向かいました。

岩・奇石を眺めつつ、また違った穏やかな日本海を眺

（注３）なまはげとは 200 年以上続く国指定重要無形

め、すぐ上を通る今大人気の五能線の列車来ないかな

民俗文化財で、ユネスコの無形文化遺産に登録

と暫し佇みましたが空振りでした。

されている。なまはげの語源は、「ナモミを剥

②日本海を右に五能線を左に国道１０１号線を南下。小

ぐ」がなまったもので、ナモミとは囲炉裏にか

一時間で世界遺産「白神山地十二湖・青池」に到着。

じりついているとできる火型の事。怠惰を戒め

（注２）青森・秋田に跨る１３万 ha の世界最大のブナ

る行事。男鹿地区では、12 月 31 日もしくは 1

原生林の内、1 万 7 千 ha が 1993 年白神山地

月 15 日に行われる伝統行事。怠惰や不和など

世界自然遺産に登録、十二湖はその北西部にあ

の悪事を諫め、災いを祓いにやってくる来訪神。

る。
大小 33 個の湖があるが北西に位置する「崩

本来は、地区の未婚の男性が扮するのだが少子

山」から 12 個しか見えず十二湖となったとの

化で未婚の男性少なく既婚者とかこの為に戻

こと。青池が有名。

ってくる男性が務めている。
「なまはげ館」には、男鹿各地の 110 体のなまはげ
が勢ぞろい。正にその顔その風体は千差万別楽しめま
した。因みに、なまはげは鬼とは全く関係のない来訪
神だそうです。
隣接する「男鹿真山伝承館」でなまはげ問答を見学し
ました。主人となまはげの問答です。我々は、見物人
兼家族で怖がり役です。秋田弁の問答ですから分かり
づらく種本片手に楽しみました。
この行事も少子・高齢化で若夫婦・幼子が本当に少な
くなり、じーちゃん・ばーちゃんの世帯ばかり。なま
はげも気合が入らないとか？

森の物産館キョロロからスタート。鶏頭場の池を通り
目当ての青池を見て引き返す小一時間の散策コース。
天気良く風爽やか、ブナ林の精気を一杯吸い込んでき
ました。ただ、今年は異常なほど水が少なく、そのせ
いか青池の色は黒ずんだ青で少し残念でした。６月ご
ろの色が一番きれいだそうです。アオーネ白神十二湖
のレストランで昼食。幻の魚「イトウ」のお刺身や郷
土料理を食しました。幻の魚イトウはさっぱりしたお
味でしたが、幻の魚が養殖となると少し寂しいか
な・・・。

④最後の晩餐は、男鹿観光ホテル。ずっと昔から名前は
通っていたお宿は大分佇まい古くなりました。元委員
長三木さんの乾杯で始まった晩餐は、またまた盛り沢
山の海の幸と山の幸オンパレード。特に鯛が美味でし
た。男鹿名物の「石焼料理」のパホーマンスを目の前
で。大きな木樽の中にゴボウやネギ等の野菜に海藻や
魚介類を入れ、これに 800 度以上に熱した石（溶結
凝灰岩）をほりこみ味噌仕立てで食べる漁師料理。お
味最高でした。お酒の本場秋田の美酒に、大喜多さん
から差し入れの赤ワインも皆さん賞味。（全くのワイ
4
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ン味音痴の私でも分かる上品であり、なんともいえぬ

け根に位置する標高 355m の死火山。縄文時代の火

こくがある美味しいワインでした。感謝です。
）程よ

山活動でできた山で頂上付近には大噴火口の跡があ
ります。山頂には４階建ての回転式展望台があり 13
分で一回転します。
周りに遮る物全くなく 360 度の大パノラマ、日本海・
大潟村・八郎潟残存湖に天気が良ければ鳥海山・白神
山地まで見通せます。世界三景（あとは、ノルウェー
のフィヨルドとアメリカのグランドキャニオン）の一
つとの事です。インターネットで調べたら載っていま
したが、だれが決めたのか不明です。秋晴れ！絶景！
絶景！

い時を過ごして定例のカラオケ会になりました。（帰
宅後すぐの定例血液検査で「γGDP が 220 以上、尿
酸値は痛風防止の薬を飲んでいて 7 を超え、腎機能は
50％しか稼働しておらずこのままではいずれ透析で
す。全てお酒の飲みすぎ、美味しいものの食べすぎで
す。
」と目を三角にして医者から叱られました。）
⑤今回から、司会・進行・主演を栗川さんにお願いしま
した。オープニングはお馴染の栗川さん夫妻の「銀座
の恋の物語」
。後藤さんの「津軽の故里」
・私の「おま
えに」
・宮本さんの「青春時代」
・織田さんの「勝手に
しゃがれ」
・栗川さんの「さざんかの宿」
。皆さんそれ

②旅の最後の目的地、角館武家屋敷へ。駐車場に着いて

ぞれに異能を発揮歌いあげました。更に、日頃殆ど歌

驚きました。今まで紅葉の多少シーズン前のせいか行

われない芝本さんがご当地ソング「津軽海峡冬景色」

く先々で観光バスをほとんど見かけませんでした。こ

を熱唱。皆の再三の要望で栗川夫人が「愛の賛歌」を、

こは、色とりどりの観光バスで一杯。秋田港に大型の

素晴らしい歌唱力でした。最後は全員の合唱。
「リン

クルーズ船が入っていた由。
（注４）1620 年佐竹義信の弟蘆名義勝が角館所預かり

ゴの唄」
・
「紅葉」
・
「故郷」です。いつも思うのですが、
唱歌・童謡をみんなで歌うと懐かしい昔が目の前に現

となり、新しい城下町を造った。道幅を広げ、

れジンときます。本当に楽しい一夜でした。

下水を整備、火事対策として南北の大通りを火
除け地として中央に土塁を築き分断した。北側
を内町と呼び武家屋敷。南側を外町（とまち）
と呼び商人の居住区とした。1656 年蘆名家断
絶、その後明治まで佐竹北家が統治した。「み
ちのくの小京都」とも呼ばれ、現在は国重要伝
統的建造物保存地区。
ボランティアガイドさんの案内で小一時間散策いた
しました。数軒の武家屋敷が公開されておりその内、
150 石取りの財政担当の用人石黒家を見学しました。

４．10 月 11 日（金）

1850 年頃からこの地に屋敷を構え、現在も１２代目

①旅の最終日、今日も最高のお天気です。ゆっくりの 9

の当主が住んでいるとの事です。茅葺屋根の母屋にの

時出発。寒風山展望台に向かいました。男鹿半島の付

ぞき窓の付いた黒板塀、正玄関・脇玄関。庭は宏大で
5
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令和元年１２月１７日

樹齢 300 年以上のもみの木も茂り、格式の高い家柄

Ⅲ．お世話になりました。

の屋敷でした。10 月にしては暑い日で、ババアイス

１．先ず阪急交通社さん。23 名参加の予定が 14 名に

（相当年配の女性が、ヘラでバラの花に見立てたアイ

なり、追加料金のやり繰りにご尽力いただきました。

スを作る。色鮮やかで奇麗、味も結構）をなめながら

お礼申し上げます。添乗員の那須さん、スケジュー

ぞろぞろ見学しました。大分前の 6 月、新緑が美しく、

ルの変更、時間調整等臨機応変に対応、楽しい旅が

小雨で人通り殆どない時に来たことがありますが、閑

できました。
２．ひかり交通運転手の佐々木さん、寡黙だけどいつも

静な佇まいの武家屋敷はその時のほうがずっと趣が

ニコニコ。朝は、6 時前からバスをピカピカ、正確

ありました。

な運転はピカイチでした。ガイドの峠館さん、のっ

③旅の〆の昼食、一人仕立てのきりたんぽ鍋、これは大
当たりでした。比内地鶏のダシ（もちろんお肉も美味）

けから 18 歳からガイド歴 40 年御年 58 歳と等々

に新米のきりたんぽ・ゴボウ・ねぎ・マイタケ・セリ

赤裸々な告白、駄洒落を飛ばし一人で笑いともかく

がマッチ、稲庭うどんもつけ麺で食べ満足満足でした。

明るいガイドさんでした。

④角館駅は武家屋敷からバスで 10 分程度。
角館駅発 14

３．幹事役の栗川さん、計画段階から色々お手伝いいた

時 58 分発「こまち 28 号」で帰京の途に就きました。

だきました。また、芝本さんには、写真班としてあ

大型で強い台風 19 号が、土曜日から日曜にかけ関東

ちこち飛び回り名場面激写感謝です。
４．何よりも、旅行参加者の皆さんのご協力が一番でし

に接近、上陸との情報で自由席のない「こまち」は立

た。本当に有り難うございました。

ち席承知券で予定を早めて帰る客で混雑しました。そ
れでも、定刻通り 18 時 4 分東京駅到着。
（私は、ご

（渡辺

無礼して上野で下車）今年の旅のお開きでした。

徹・記）

三内丸山遺跡
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