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はっしん！ 新青森
×

地 域 ・ 駅 ・ 新 幹 線 ニ ュ ー ス レ タ ー

東北新幹線 通常ダイヤに

　福島県沖地震の被害のため臨時ダイヤで運行していた東北新幹線は 5 月 13 日、 通常ダイヤでの運
転を再開しました。 3 月 16 日の地震発生から 58 日ぶりです。 JR 東日本が東北新幹線 ・ 盛岡開業
40 周年などに合わせて展開中の 「新幹線 YEAR2022」 キャンペーンにも弾みが付きます。

福島県沖地震から復旧

　福島県沖地震はマグニチュード 7.4 の規模で最大震度 6 強
を観測し、 JR 東日本の広報資料によると、 東北新幹線は電
柱や架線、 土木設備、 レールなど合計約 1,000 カ所が被
害を受けました。 特に白石蔵王（宮城県）付近では 「やま

びこ 223 号」 が脱線しましたが、 乗員乗客に死傷者はありま
せんでした。
　盛岡－新青森間と東京－那須塩原間は翌 17 日に、 その
他の区間も順次、 運転を再開し、 4 月 14 日には残っていた
福島－仙台間が復旧して 29 日ぶりに全線で運転を再開しま
した。 ただ、 那須塩原－一関間では復旧作業と安全確認に
伴う徐行運転のため、 臨時ダイヤでの運行となり、 新青森－
東京間は 4 時間以上かかっていました。
　「新幹線 YEAR2022」 キャンペーンの詳細は特設サイト

（https://www.jreast.co.jp/shink-
ansenyear2022/）をご覧下さい。
★写真左は復旧作業の様子を伝える
新青森駅のポスター

　
　新青森駅 2 階の改札
口前に、 新たなシンボル
「りんごの鈴」 がお目見え
しました。
　3 月下旬に東京駅で
開かれたイベント 「縄文
× 青森ミュージアム」 PR
のため、 待ち合わせスポッ
トとして親しまれている「銀
の鈴」 の隣に設置されていましたが、 その役目を終え、 今年
3 月末に引っ越してきました。

新青森駅に｢りんごの鈴｣

　新青森駅などを拠点に活動する、 青森県立青森西高等学
校の 「青西おもてなし隊」 隊員たちが、 3 年ぶりに本格的な
活動を始めています。 2020 ～ 2021 年度は、 新型コロナウ
イルス感染症のため納得いく活動ができませんでした。 生徒た
ちは、 交流のある人たちに送る金魚ねぷたを制作したり、 学校
の近隣で研修したりしながら、「おもてなしの心」を高めています。
　　　　　　　　　
　青森西高校は県内で最も運動系の部活動が活発な高校の
一つで、 新青森駅から約 700m 西側に位置しています。 多
くの生徒が通学に同駅を利用しています。
　青西おもてなし隊は 2010 年 12 月の東北新幹線全線開
通 ・ 新青森駅開業を契機に誕生し、 青森ねぶた祭や三内丸

山遺跡でのボランティア活動、 青森港のクルーズ船客のガイド、
新青森駅でのおもてなしなど、 多彩な活動を展開してきました。
　2019 年度には、 青森県の 「おもてなしアワード」 で最高賞
の県知事賞を受賞し、 おもてなし隊を目標に進学する生徒も
増えているといいます。
　しかし、 2020 年 2 月以降の新型コロナウイルス感染症拡
大に伴って観光客が激減し、 生徒たちの活躍の舞台となってい
た青森ねぶた祭、 クルーズ船の青森港寄港や JR 東日本の豪
華列車運行が軒並み中止となりました。

　それでも、 生徒たちは地道に活動を重ね、 台湾の高校生と
のオンライン交流、 お礼状が届いた県内外の人々に感謝の気

持ちを込めて金魚ねぷたを送るといった
活動を継続してきました。 2021 年
度は、 北海道新幹線の長万部駅の
デザインに携わる長万部高校生と交流
したり、 新青森駅を起点とした JR 東
日本の 「駅からハイキング」 を企画するといった活動を通じて、
先輩のバトンを受け継ごうと奮闘してきました。
　新学期スタート後、 生徒たちは贈呈用の金魚ねぷた作成を
再開しました。 4 月 17 日には、 初めて開催された 「あおもり
桜マラソン」 を応援。 同 25 日には、 顧問の清野耕司教諭
の引率で、 「駅からハイキング」 のコースになった新青森駅近く
の 「石神神社」 を訪れて研修するなど、 本格的な活動を再
開させつつあります。

　3 年の大中悠菜さんは 「おもてなし隊と茶道や情報処理の
部活動を並行させています。 コロナ前の活動は分かりませんが、
三内丸山遺跡では自主的ボランティア活動に携わるなど、 自
分から何かをしようとする習慣が身につきました。 誰かに私たち
の気持ちが届いてくれれば」 と意気込みを語ります。 隊長の太
田美慧さん（3 年）は 「みんなで心を合わせて頑張りたい」 と
話していました。

★新青森駅を通学に利用

★長万部高校とも交流

★自主的ボランティアに参加

 青森西高校「青西おもてなし隊」がゆく㉛

活動 3 年ぶり本格再開へ

金魚ねぷた制作／近隣の歴史学ぶ



  青森県立美術館

　＜ネット情報＞

　FacebookページとInstagramアカウントを開設し、

独自の記事・情報を掲載しています。ご意見をお寄せ

下さい。また、PDF 版を青森大学社会連携センターの

Facebook ページに掲載しています。いずれも、右側

の QR コードからご覧いただけます。

　☆このニュースレターは、青森大学社会学部・櫛引

研究室が企画・制作し、文責を負っています。お問い

合わせ、ご意見等は下記連絡先へお願いします。

〒030-0943  青森市幸畑 2-3-1　青森大学社会学部

　　櫛引素夫  　電話 017-738-2001 内線 731 

shin-aomori@aomori-u.ac.jp            

Facebook ページ
Instagram アカウント

FB ページ

Instagram

青森大学
社会連携
センター
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  三内丸山遺跡

【画像左】《テーブルランプ》1996 年
【画像中】《樹映－冬の景》1996 年 
【画像右】《ガラス筥－花筏》1996 年
すべて青森県立美術館寄託　撮影：大堀一彦

石井康治 回顧展  青森の光と色､風をガラスに

新青森駅 ⇒ 三内丸山遺跡センター : 循環バス「ねぶたん号」（東口）約 20 分･300 円､タクシー（南口）約 10 分･1,000 円前後､徒歩約 30 分　　 　 　　　 
             ⇒ 青森県立美術館 :「ねぶたん号」（東口）約 11 分･300 円､タクシー（南口）約 10 分･1,300 円前後､徒歩約 40 分       　　 

縄文の｢まつり･こころ｣に迫る特別展　6月 26日まで

　青 森 を 愛 し た ガ ラ ス 工 芸 作 家 ・ 石 井 康 治（1946 ～
1996）の回顧展 「詩 ・ 季 ・ 彩 ―石井康治　四季を詩う彩
りのガラス」 が 6 月 26 日（日）まで､青森県立美術館で開
かれています。 四季折々の光と色、 風を濃集させ、 目に見え
る情景を超えた世界を写し取った表現が心に染み入ります。
　石井は千葉県に生まれ、 制作の場を求めて訪れた青森の四
季と色彩に魅せられました。 1991 年、 青森市内にアトリエを
構えて創作活動を進め、 95 年には自ら 「一つの到達点」 と
自負する 「樹映」 シリーズ（写真①、④）を制作しましたが、
翌 96 年に急逝しました。

　会場には 「樹映」 をはじめ、 弘前公園の満
開の桜に着想した皿（写真②）など、 身の回
りの光景を見直したくなるような作品が並びます。
　更に、300 種類を超える色ガラス（写真③）、
花びらなどを表現するために使われた 「ミルフィオ
リ」 という素材、 制作の舞台裏に迫るスケッチや
映像資料も展示され、 刻々と姿を変える熱した
ガラスとの対峙から生まれた、 静謐な作品世界
を堪能できます。
　また、 ランプは 「内部から放たれる光」 をモチーフにしており、

亡くなる直前に制作したとされる、 黒を
基調とした作品（写真⑤）は鮮烈な
印象をもたらします。
　観覧料は一般1,500円、
高校生・大学生 1,000 円、
中学生以下は無料です。

　三内丸山遺跡センターで 6 月 26 日（日）まで、特別展 「縄
文マジカル＋（プラス）」 が開かれています。 三内丸山遺跡など
各地で出土した約 300 点の土製品や石製品、石器を通じて、
縄文の人々が体験したであろう儀礼や 「まつり」 について考え、
「縄文のこころ」 に迫る企画です。
　　　　　　◇　　　　　　　◇　　　　　　　◇
　展示は三内丸山遺跡と五所川原市の五月女萢遺跡をはじ
めとする県内の 19 遺跡、 道南の函館市 6 遺跡、 八雲町 2
遺跡などの出土品で構成されています。 2020 年度、 新型コ
ロナウイルス感染症のため中止された特別展 「縄文マジカル」
を充実させる形で実現にこぎつけました。
　会場の入り口で来場者を出迎えるのが、 三内丸山遺跡に近

い三内丸山（6）遺跡で出土した縄文時代後期の 「足形付
土製品」 です（写真①）。 まだ幼い子どもの左足を押しつけて
作られ、 若い命への思いが伝わってきます。
　やはり三内丸山遺跡に隣接する近野遺跡で出土した縄文時
代後期の 「人物線刻石冠」（写真②）は、 人の手足とみら
れる線が刻まれています。 縄文の人々がこのような絵画的な表
現を選んだ例は珍しいといい、 県重宝に指定されています。
　宇鉄遺跡（外ヶ浜町）で出土した縄文時代晩期の 「玉象
嵌土製品」（写真③）は、 土製品に凹みを空け、 メノウや
緑色凝灰岩とみられる石を漆で接着しています。 小さいながら
手の込んだ、 特別な存在という雰囲気が感じられます。
　また、 三日月形やハンマー形など、 あまり実用的でない形を

した 「異形石器」 も各地で出土しています（写真④）。 黒曜
石や頁岩で作られ、 表面がこすれて摩耗した状態の石器もみ
られることから、 お守りのように持ち歩かれたり、 触られたりして
いた可能性があるといいます。
　五月女萢遺跡で出土した縄文時代晩期の 「人面形浅鉢」

（写真⑤）は、 遮光器土偶に似たデザインの底面を持つ浅鉢
形土器です。 日常生活とかけ離れた用途を想像させます。
　　　　　　　　◇　　　　　　　◇　　　　　　◇
　特別展の観覧料は一般 900 円、高校生・大学生 450 円、
中学生以下は無料です（常設展も観覧できます）。
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★写真①は左から《樹映―春の景》《樹映―夏の景》《樹映―秋の景》《樹映―冬の景》、②は
《花映盤》、④は《ガラス筥―緑映》、⑤は《テーブルランプ》。いずれも青森県立美術館寄託


