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「海は世界とつながっている！ 

突端からの風おこし。」 

 

 

                       大間まちおこしゲリラ 

あおぞら組 組長 島  康 子 

 

 皆さん、よぐ来たの～っ！（拍手）と私が皆さん

に言うより先に、自分がよぐ来たの～っという感じ

でございます。 

 今回、飛行機で名古屋まで来まして、その後、新

幹線、特急で敦賀にお伺いしたんですけど。きのう

の夜、新日本海フェリーさんの「すいせん」を特別

に見せていただいたんですが、何だ、津軽海峡で拾

ってもらえばいがったなと。漁船かなんかで待って

て、「すいせん」に乗せてもらって、そのまんま敦

賀に来れればとっても楽しかったなという思いをし

ました。 

 きょうは、この後、先ほどのみなとオアシスの皆

さんの、多分、大自慢大会になるのではないかなと

思っているんですけれども、その前に、私が僣越ながら、まずは大間の自慢話をさせてい

ただこうかなと。余興みたいな感じで皆さん聞いていただければと思います。約１時間お

話をさせていただきたいなと思います。 

 皆さん、大間、大間に行ったことあるよっていう方いらっしゃるのかな。本州最北端で

す。目の前の函館とフェリーでつながってまして、１時間40分です。今、函館－大間の間

のフェリーが廃止になるやもしれぬということで、去年の秋に急にそういうお話が出て、

私たち「なぐすなぢゃ～っ」。わかります？ なくさないでねぇ～っていう大運動を今ま

で展開してきたところでございます。ことし１年、暫定存続ということでやっていまして、

来年以降、どうしていくんだというのを今一生懸命にみんなで知恵出してるところでござ

います。 

 この、私が生まれた自分のふるさと、本州最

北端とか、最果て、僻地、どん詰まりとかとい

う感じでずっと子供のころから言われてまし

て、とにかく自分にとっての劣等感なんです

よ。都会、東京あだりからちょっと人生つらく

て、死にたいなぁって思った人たち、何で北に

来るのかなと思うんですけど、なぜか北に行く

じゃないですか。北海道に行く人もあんまり聞

かないんですよね。なぜか青森県。で、津軽海

峡を目の前に、死んじゃうよというような感じ

のイメージあるじゃないですか。とにかく自分

の生まれたところが嫌で嫌で、都会の女になりたくて都会に行きまして、ふるさとを自分

大間は、最果ての地なのか？
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から消し去るように生活してきました。 

 で、およそ10年前に大間に帰ってきました。Ｕターンして。そのときからちょっと頭が

変になりました。帰ってきて生活を始めたら、自分がずっと思ってた最北端であるとか、

最果てであるとか、それは自分の心が単に壁をつくっていたんだ。自分がここが世界の中

心だと思えば、「こごが世界の中心だべさ」というふうに思えるようになったんですね。

そう思った瞬間からの自分の中のエネルギーがもうとんでもなくて、何かこんな皆さんの

前でお話をしてしまうような女になりました。 

 ちょうど私が帰ったのが1998年で、私の心に火をつけたというのが、2000年の春にＮＨ

Ｋの朝と昼に入る15分のドラマなんですけど。「私の青空」というドラマが大間を舞台に

して撮影されるという出来事がありまして、これがもう少しでだれかがちょっと火をつけ

てくれればぼっと爆発しそうなぐらいにエネルギーがたまっていたんですけど、そのぼっ

と火をつけたのがこのドラマだったんですね。「私の青空」というドラマなので、そのま

んま、あおぞら組。「あおぞら組」のあおぞらって、このドラマの名前から来てます。 

 私自身にも火がついたんですけど、私以外にもこのドラマによって火がついた人がいま

して、私よりも年も父親ぐらい離れ

てる大間の漁協の組合長に火がつ

きまして、何と今はマグロを調教ま

でしてるんですね。シ～ン……。 

 このマグロがはねる映像って、よ

く最近、テレビの番組とかに出てき

ますけど、これはその組合長が笛を

吹いてマグロをはねさせていると

いうのはご存じでしたか。ご存じで

したか。──うそです。調教はうそ

です。調教はうそですが、ある方法

を使ってマグロをはねさせているのは事実なんですね。 

 ちょっと企業秘密でして、「やっこ、おまえ、しゃべるなよ」って言われてるので、知

りたいという人には後でこっそりお教えしますが、これははねさせている。 

 そのはねさせている人がこのおや

じ、浜端さんという組合長さんなんで

すけど、この人がひとりフィルム・コ

ミッションなんですよ。 

 ＮＨＫが大間に撮影に入ったとき

に、撮影の中で漁船が動いてほしいと

きとか、それこそ、伊藤四朗さんが大

間の漁師の役だったんですけれども、

漁、マグロのとり方はこういうふうに

するとかっていう演技指導をしたりと

か、そういう撮影協力をこのおやじが

やったんですね。ＮＨＫさんとやりと

りしてるうちに、そういう撮影とかテレビ局とか、メディアの人とのかかわり方というの

をこの人が体得したんです。その後、大間の漁師の取材が入ったときには、この人がプロ

伝説のマグロ漁師・浜端アニ

ひとりフィルム・コミッションおっぱじめ
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ダクションのように仕事を受けて、何とか丸と何とか丸、何日と何日で。「その日仕事休

むからギャラ何ぼね」とかっていうやりとりをテレビ局とかと話をつけて、積極的に取材

を受けるようになったんですね。 

 そこからです。大間の漁師が年末年始、結構、ドキュメント番組がテレビに入るように

なったんですけど、それはこの人がひとりフィルム・コミッションをやるようになったか

らこそというか、そこからが始まりなんですね。 

 皆さんはこの人知ってます？ 余りマグロの漁師の番組見てらっしゃらないかもしれな

いんですけど、この人はマグロがとれなくて有名になったマグロ漁師。もう頑張っても頑

張ってもとれない人なんですけど、今や観光客というか、山本さんに会いたいとか、「頑

張れ、山本さ～ん！」ということで、米とか、多分、新潟、この辺からも米をこの人に送

っている人いるかもしれないんですけど、生活物資がいろいろ送られてきてます。 

 この人とかね。この人も同じくテレビに出てるんですけど、この人は渡辺さんという人

なんですけど、ドキュメント番組の中で心臓が弱いという話が出てきたんですよ。そした

ら、全国から心臓に効く薬が渡辺さんのところに送られてきて、「いろんな種類があり過

ぎて、何飲めばいいかわかんねぇし飲んでねぇ」というふうに言ってましたけど、という

ぐらいにマグロ漁師がメディアに載っかるようになって、それが大間のマグロのブランド

価値をまたさ

らに高めてる

という、そう

いう循環が始

まった。その

立役者という

か、そのきっ

かけが、先ほ

どの漁協の組

合長なんで

す。 

 漁協の組合

長は、私たち

のまちづくり

の同士みたい

な感じの人な

がんばっても捕れない山本さん

ＮＨＫドラマ「私の青空」をきっかけに
アホになったメンバーで「あおぞら組」結成！

恋女房が恋しい渡辺さん



 －4－ 

んですけど、私たちあおぞら組がこういうメンバーで、今、８人です。過激派。まちおこ

しゲリラの中でも過激派８人ということで、活動を始めたのが2000年なんです。 

 そのときに一番最初にやったことが、当時、撮影隊が入ってきて、「このチャンス生か

して、何かやんねば、何かやんねばね」という感じに大間のまちの中がなったんですね。

ちょっときょう、役所の方が大勢いらっしゃるので言いにくいんですけど、大間の役場が

「金ねぇし何もできねぇって。何かやんねばねっけど何もでき

ねぇ」っていう感じでございました。 

 そのときに、今から10年前で、私ももっと青々としていたの

で、金ねぇば何もできねぇのかと。金ねぇくてもできることあ

るべさということで始めたのが「旗ふりウエルカム」。皆さん

にきょうお渡しされている資料の中に、その「旗ふりウエルカ

ム」のときに写した私の写真が載っているんですけど。 

 どういうことかといいますと、函館から大間にフェリーが入ってきます。きのう見たフ

ェリーは２万トン。大間－函館は1,500ですというぐらいの規模の船です。港に入ってきて、

甲板に出てるお客さんがこっちが見えるかなーっていうところまで入ってきたら、漁師の

大漁旗を手に持っていまして、頭に漁師のように手ぬぐいを巻いているんですけど、「よ

ぐ来たの～！」「よ～ぐ来たの～っ！」と旗を振る、それだけです。いらっしゃる、お迎

えするときにやりますけど、もちろん、お帰り、お見送りのときもやります。お見送りは

「へばーのーー！」「へーば、まだのぉぉぉ～！」、それだけです。 

 「へばーのー」は青森県の言葉なので、でも何となくわかりますね。「またねぇ～！」

とか、「また来てねぇ～」という意味がへばなんですね。これが私たちの初めてのゲリラ

活動だったんです。はんずかしいですね。 

 組員が最初、「はんずかしいし、やりたくねぇ」と言ってたんですけど、「まあ、とに

かく一回やってみるべし。もうとてもじゃないけど恥ずかしくてやれないというんだった

金がなければ
なんもでぎねーのか！

旗ふりウエルカム隊の出動～

金がなければ、勇気を出せ！
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らやめればいいべさ」ということで、やったんですね。 

 皆さん、お客さん側の気持ちになっていただければと思うんですけど、お客さんが本当

にたったそれだけ、「へばーのーー！」と、大きい声出して旗を振る、ただそれだけのこ

となんですけど、物すごく喜んでくださるんです。中には、私たちのことを持ってたビデ

オカメラでずーっと撮影してくれる人がいたりして、それ何に使うんですかと思うんです

けど、そういう方がいらっしゃるぐらいに喜んでくださるという活動です。 

 それを私たち始めたときに、「金がなければ勇気を出せよ。金なくてもやれることある

べさ」ということを私たちの合言葉にしながら、2000年の夏に第１回目やりましたので、

ことし10年目なんですね。「あいつばかでねぇの」「あほでねぇか」って最初のころはま

ちの人たち近づきもしません。遠くから見てる感じ。「何やってるのっ？」っていうよう

な感じだったんですけど、10年続けてたら、これが定着、私たちじゃないグループがお客

さんをお迎えするときにも、やっぱりフェリーじゃなくても、バスとかでも旗振りでお迎

えをするし、役場はツアーとかをお迎えするときも、やっぱりこの「旗振りウエルカム」

ということで、これが大間の歓迎スタイルというぐらいにおかげさまで定着しました。「あ

ほもね、やっぱり続ければ形になるなっ！」というところでございます。 

 次に、「エバリモノ」のお話をさせていただこうと思うんですけど。「エバリモノ」と

いうのは私たちがつくった言葉で、この言葉の元になったのは、土産物の中にある「イヤ

ゲモノ」、聞いたことあります？ 土産物なんだけどイヤゲモノ。人からもらうんだけど

嫌なもの。まずいお菓子とか、イヤゲモノ業者の方がいらっしゃったら申しわけないんで

すけど・・・（笑い）。 

 人からもらって嫌なものが「イヤゲモノ」で、イヤゲモノのコレクターがいると。みう

らじゅんさんという人がコレクターで、私たち、イヤゲモノって、もらう人が嫌だという

気持ちがイヤゲモノだとすれば、あげるほうが威張る。「うぢのまぢ、すごいべ。うぢの

ふるさとすごいべ」というえばる気持ちを託せるもの、それを「エバリモノ」というふう

アホも１０年やると、定着する
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に名前つけて、最初はマグロのお菓子をつくろうとしたんです。「う

ぢのマグロすごいべ」と威張りながら、お手軽にお菓子だったら上

げられるなと思って挑戦したんですけど、挫折！ お菓子とマグロ

がうまく絡まなかった。難しっ！ 魚だし、魚とお菓子、ちょっと

甘いものだしというのが難しくて、形にならなかったんです。それ

をお菓子じゃない別のものでできないかということで出てきたの

が、Ｔシャツなんです。大抵、ここで笑うんですけどねぇ～。（笑い） 

 マグロでＴシャツをつくる前に、大間はウニもうまいので、ウニＴシャツどんだべぇと。

しかもウニがこご（脇の下）についてたらどうですか。都会の人が電車に乗ったときに、

つり革につかまって、ここから大間のウニが出てきたら、絶対、この中で３人ぐらいは欲

しいと思っている人がいると思うんですけど。欲しいという人がすごいいっぱいいたんで

すよ、このウニのＴシャツに関しては。ところが、洋服というのはここに縫い目がありま

す。この縫い目の上にウニをプリントすると、縫い目の部分がきれいにならなくて、大量

生産できないと。これをやるにはＴシャツ会社買収するしかねぇかなと思って、縫い目の

ないＴシャツをまずはつくってもらうとこから始めなければいけないんですけど。だから

ウニＴシャツは挫折。 

 で、こいつがあおぞら組の爆弾女と言われている、見た目も爆弾、やることも爆弾の女

なんですけど。彼女が「マグロ一筋」という文字を書いてきたので、みんなでそれを見な

がら、マグロの形の中に入ってればいいんじゃないのということで「マグロ一筋」のＴシ

ャツが誕生。私も実はちゃんと着てるんですが、これは衣装です。衣装なので、実際に売

ってる商品はもうちょっと普通というか、別な感じなんですけどね。これの販売を始めた

んです。 

 大間のＴシャツということで「大間Ｔ」だと。最初の年は500枚つくりました。たったの

＜チャレンジ＞

エバリモノを
つくりたい！
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500枚でも、売れ残ったらどう

するって、すごいびくびくし

ながら500枚つくって夏のイ

ベントに販売をしたんです。

そのときにちょっと私たちず

るいこと考えまして、１枚の

Ｔシャツでも、私がこれをき

ょう着てこのようにステージ

に上がるチャンスがあると、

見てる方の分だけこれがＰＲ

できると思ったんですね。な

ので、１人のこのＴシャツを

着た人が目立つのところに行

ったり、何か変なことをして

注目を浴びたりしてくれる

と、ＰＲ効果が増殖するので

はないかということで、「大

間Ｔ増殖計画」というふうに

名前つけまして、目立つとこ

ろに着ていく人を「ゾーショ

ッカー」いうふうに名前をつけ

ました。（笑い） 

 ゾーショッカーの中でも一

番物すごい目立つところで着

ていった人をベストゾーショ

ッカー。何か「みなとまちづく

りマイスター」に通じるところ

がありますかね。発想はそうい

うことでして、ベストゾーショ

ッカーということで毎年認定

するんですけどね。どこで着た

かという証拠の写真を電子メ

ールで送ってくださいよとい

うことで、Ｔシャツの袋の中に

ゾーショッカーを呼びかける

紙が入っています。呼びかけし

まして、いろいろ実にさまざ

大間Ｔ増殖計画
キリンビールの「勝Ｔ」に対抗し
「大間Ｔ」を開発。人さまの力で
大間を世界にＰＲするぜ！

このテーシャッツを手にした瞬間
目立つところに着ていきたくなる。

そんな人を、われわれは

ゾーショッカー と呼ぶ。
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ま、いろいろなと

ころで着た写真

を送ってもらっ

て、そしてベスト

ゾーショッカー

を認定してたん

です。どんどん毎

年毎年、海外は海

外でも、何か一ひ

ねりしないとベ

ストゾーショッ

カーになれない

ぐらいにかなり

エスカレートし

てきてたんです

けど。 

 その中で、2004年というのがアテネオリンピックの年

なんです。アテネのときに柔道の90キロ級に泉浩という

大間出身の選手が出場したんですけど、その泉浩選手が

銀メダルだよって決まった瞬間がこの写真なんですけ

ど、そのときに泉浩選手を応援しに行った大間の応援団

15人でアテネに乗り込んだわけです。この人たちが「マ

グロ一筋」だったんです。あんまり深く考えてなかった。

あおぞら組頑張ってるから、「あいどつくったＴシャツ

で行ぐが」っていうぐらいの感じでそろえて行ったんですけど、ねぇ、オリンピックの応

援の人たち、何で「マグロ一筋」なの？っていう妙な目立ち方をしたのと、真ん中の帽子

かぶってる人が泉浩選手のお父さんなんですけど、このお父さんがマグロ漁師なわけです

よ。この人自身

が。お父さんが自

分の職業を誇る

かのように、堂々

と世界のメディ

アの前でマグロ

一筋のＴシャツ

着てまして、それ

がいいと。そのス

トーリーがいい

ということで、物

すごいワイドシ

ョーとかが取り

上げてくれて、全

国からこのＴシ

そして、２００４年８月１８日
事件は起こった！
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ャツ欲しい欲しいってとんでもない騒ぎに実はなったんですよ。もうこの年、Ｔシャツ屋

さんみたいな感じで、全国の注文に追われるようなぐらいに大ヒットしたんです。おかげ

さまで。そのときにテレビ局が、宣伝にお金かけないで何かおもしろいことやってくださ

いよみたいなことを私たちに言って、ああ、なるほどなというふうに思ったんですけど。 

  

その後、毎年、「マグロ一筋」のＴシャツをＰＲするポスターをまちの人をモデルさんに

してつくっているところでございます。私たち500枚とか、次の年700枚とか、そんな感じ

でつくってたＴシャツがアテネオリンピックをきっかけに、毎年何千枚という感じで売れ

るようになったわけですけど。それは神様が「おまえたち、あのことに挑戦しなさい。あ

れをつくりなさい」というふうに言ってくれていて、私たちに開発の資金をくださったの

かなと勝手に解釈してるんですけど。 

 そのあれというのは、５月５日に泳ぐあの魚。あの魚の産地

の方いらっしゃいますか、もしかして。別に法律で決まってる

わけじゃないでしょうと。マグロのまちはマグロを泳がせたい

ねということで挑戦したのが「マグロのぼり」でございます。

これは、形がマグロになっていて、デザインが大漁旗のような

デザインが入っていて、漁師がこれはいいと。これは縁起がい

いねという感じで喜んで泳がせるもの

をつくろうということで、物すごい試行

錯誤をしまして、「試作のぼ」をいっぱ

いつくったりしてやったんです。頑張っ

た。とにかく漁師のお墨つきをもらわな

いといけないので、漁師に見てもらった

んですね。そしたら大間の漁師が、「何

だ、これはシシャモだべど」って言った

んですね。平面でこの状態なので、泳が

せると本当にシシャモだったんですよ。 

 大間のマグロは何が特徴かというと、

「今はもう、宣伝に
金かける時代じゃないですよ。
マスコミを利用してください。」

漁師町の誇りが、全国に風をおこす！

＜チャレンジ＞

空を泳ぐ、アノ魚を
マグロ化したい！

試作のぼ１号

試作のぼ４号
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腹メタボです。メタボであれ

ばあるほど高く売れるのが

大間のマグロということで、

腹をとにかくぶんと膨らま

せ、腹が膨らんでいるんだけ

ど、泳がせるとちゃんと風が

通りますよというようにい

ろいろ泳がせる実験をやっ

たりとかしまして、これがで

きました。吹き流しと、おと

さん、おかさん、マグロのぼ

りのマー坊のセットで、お値

段、見えますか。お値段20

万円なんですけど、なぜにこ

の値段？ていいますと、それ

は物すごいマーケティング

があるんです。 

 全国でこの「マグロのぼ

り」を私たち、何百セットも

数つくって在庫を持ちなが

ら売れば、１セットあたりは

安くできると思うんですが、

Ｔシャツが売れたとはいえ、

在庫を抱える力はさすがに

なくて、注文をもらった分を

つくるような注文生産をせ

ざるを得ないということで、

全国で一体何人ぐらい注文入れてくれるかなというのをみんなで集まって考えました。 

 全国に頭のおかしい人20人ぐらいいるんでねぇか。こんな商品20万円で買ってくれる人

いるんじゃないか。で、20人、20セットをつくって売ると仮定して、商品の値段をつける

と20万円だったんですね。ここから売れないと赤字になるし、売れていくともうけになっ

ていくという値段が20万だったん

です。ちょっと暗くなってきまし

た？ 皆さん。 

 これを売るときに、しょせんコイ

は池の中の魚でしょうと。それに引

きかえ、マグロは世界の海を泳ぎ回

る魚ですよと。お子さん、お孫さん、

世界に飛び出す人になってほしい

んだったら、ぜひ「マグロのぼり」

を上げてくださいということで３

年前ぐらいに売り出しました。 

子どもだぢよ！
世界に泳ぎ出せーい！



 －11－ 

 まず、大間の漁師から火がついて、全国にどんどん広がっていくようにしたかったので、

漁師のお正月、お船玉祭という日に漁師が神社に集まるときに、まずはできたてほやほや

のこの「マグロのぼり」を持っていきまして、「どうですか」と広げたのが、この写真。

ばーっと広げたら、漁師「ほぉ～っ」とうなるような声を上げまして、２人の漁師が「は

い、わかった。買う」って。「20万です」と言ったんですけど、「わかった。買う」って

手を上げた漁師が２人いまして、さすがだと。「大間の漁師、20万でもぽんと出すが。さ

すがだな」と思ったら、次の日、１人のほうから電話がかかってきて、別に用ないのに嫌

な予感するなと思ったら、「うちに帰っておっかちゃんさしゃべったら、そったらもの買

うなっ。」という感じで言われたらしく、１人はキャンセル。 

 １人のほうが「津軽海峡のライオン」と呼ばれている、荒れた海にばっかり出ていく漁

師がいるんです。怖いもの知らず。まちの人たちは「ライオン」と呼んでいるんですけど、

まずはライオンが「マグロのぼり」を買ってくれたんです。皆さん、私たちは20セット以

上売ったと思います？ あのですねー、もう売れなくてね、ちょっと涙目になったときが

ありました。「どうする、どうする。もう絶対に20セットなんかいかねぇよ」と涙がちー

っと出そうなときに、私たちがそういうふうになってるというのをどこかで見てたんです

かというようなタイミングで郵便物が届いたんです。知らない名前だったので、何だろう

と思って中をあけたら、20万円の小切手が入っていまして、その方は、築地のマグロ関係

の会社をやってる社長さんだったんですけど、朝日新聞の社会面の本当にちっちゃいスペ

ースのコラムがあるんですけど、そこに「マグロのぼり」の記事が載ったんですよ。「マ

グロのぼりで20万」とかって値段までついたんですけど。そのちっちゃいこんな記事を見

て、その社長さんが私のところに小切手をぽんと送ってくれて、もうびっくりしたのでお

電話をかけたら、「あなた方がこの商品、こういうものを形にしたということがすばらし

いんだ、売れる売れないじゃないよ」という感じのことを言っていただいて、何かもうあ

りがたくて、うれしくて、うれし涙が出そうな思いがしたんですけどね。 

船玉祭：大間の漁師にお披露目
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 そんなこんなありまして、結構全国では話題になって売れたと思います？ 売れたんで

すよ。首都圏は、葛西臨海水族園というところに買っていただきました。 

 きょう、稚内の方来てらっしゃいますけど、稚内に北二池田さん、知ってます？ 社長

が女性ですよね。稚内の海産物の会社さんなんですがぽんと買ってくれて。「北海道でこ

んなの買うの、私ぐらいよ」とかっておっしゃったんですね。物すごいうれしくて、私た

ち本州最北端ですけど、日本最北端の稚内にも「マグロのぼり」が泳いでいるという。本

当に全国の心意気が「マグロのぼり」を買ってくれて、心意気がつながったような感じが

したんです。 

 その後、大間のすぐそばのむつ市にあります希望の友保育園というところで、注文も入

れてくれたんですけど、注文するときに、「ところで島さん、マグロのぼりの歌あるの？」

と聞いてきたんです。私たち、もう20セット売らなきゃ売らなきゃということで一生懸命

だったので歌のことまで考えてなかったんですけど、歌ないと保育園で園児たちがマグロ

のぼりを上げながら「♪屋根より高い～♪」って、屈辱的な感じですよね。なので、「な

いんだったらマグロのぼりの歌つくってあげるわよ」ということで、歌を作詩作曲してく

ださったんです。しかもお遊戯まで。ちゃんと歌に合わせて子供たちが踊れるように振り

つけまで考えてくださったんですね。 

 それを子供たちと一緒に歌を録音してＣＤを手づくりしまして、それをマグロのぼりの

セットの中に、歌まで一緒よって。きょうもオアシスの沼津から歌のＣＤが皆さんにつき

ましたけど、歌大事ですよね。 

ということでＣＤ付で全国に納品しました。（続） 

やねよーりたかーい♪は歌えない！

「マグロのぼりの歌」作りました

おゆうぎも、できまちた！

どうせならと、ＣＤも作りました！
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大間のまちの中は、母の会というグループがあるんですが、何十年も前は「はは」だっ

たんだけど、だんだん点々がつき、会の名前はそのままですよ。そのままなんだけど、「ば

ば」になってきたと。それで、高齢化したので解散しないとねと言ってたんだけど、何十

年も何十年も地域のためにというお金を積み立て積み立てして、物すごいお金があって、

何と100万円で「マグロのぼり」５セット買ってくださって。小学校、中学校、教育機関に

寄贈してくれたんですね。それで大間小学校の入学式に日の丸と一緒に「マグロのぼり」

が泳いだということでございます。 

 その後、マグロのぼりのマー坊が「お父さん、お母さん、僕、弟と妹が欲しいと言った

んです。それで、お父さんとお母さんは夜なべをして頑張りまして、ぐーちゃん、ろーち

ゃんが百匹生まれて、全国から百匹注文いただいたんです。ぐーちゃん、ろーちゃんは90

センチぐらいのミニマグロのぼりなんですけど、ちっちゃいので、おっぱいを吸わせない

とだめだよ。マグロのぼりのおっぱいは津軽海峡の潮風です。まずは100匹岸壁に泳がせて、

津軽海峡の潮風をしみ込ませたら納品しますということで、大間超マグロ祭りというイベ

ントのときに泳がせました。 
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 私たち、次の年も100匹、次の年も100匹生まれるというふうに甘く考えていたら、次の

年、30匹だか、40匹ぐらいしか生まれませんでした。去年のマグロ祭りより、ことし何か

寂しいなってしゃべられると困るので、どうするかって、また悪知恵を働かせまして、持

っているぐーちゃん、ろーちゃん、おっぱいを吸わせないといけないので里帰りさせてく

ださいということで、お手持ちのものを一たんまた「大間に里帰りだよ～」って送っても

らって、超マグロ祭りで泳がせて、「おっぱい吸わせたよ」ということでまた返すという

里帰り大作戦を今やっております。 

 ちょっとこれはちゃんと見てほしいんですけどね、皆さん。きょう、これを皆さんにお

見せして、ここに来たかいがあったなと思うんですけど、色がついているところは20万円

ニッポン列島
マグのぼ化計画
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のセットが泳いでいる都道府県でございます。皆さんのいらっしゃっているところが白く

なっているところの人、特に港関係の皆さんはマグロのぼり上げたほういいんじゃないで

すか。ということで、お金持っている人にお帰りになったら猛烈な営業をかけていただけ

ればなというふうに思っておりまして、近い将来、こいのぼりしかないうちの子供が、「お

母さん、何でうちのはマグロじゃないの？」って聞いてしまうぐらいに、この日本という

国をマグのぼ化していきたいなと。きょう来てくださっている皆様にぜひお力をかしてい

ただきたいなと。 

 ウォーターフロント開発協会でも注文入れますよね。あれ？ 注文入れれませんか。き

っと入れてくださると思っています。 

 最後です。いよいよ本題というか、マグロの核心のお話なん

ですけど、大間のマグロって、おかげさまでブランドと言われ

るぐらいに人気が出てきましたが、大間で、じゃ大間のマグロ

食えるのかいと。大間に行っても大間のマグロ食べれないでし

ょうと、多分皆さん思っていらっしゃるんじゃないかな。かつ

て、やっぱり10年ぐらい前は大間に行っても大間のマグロは食

べれませんでした。100キロぐらいの大物というマグロは、100％

に近いほど築地にそのまま出ていっていたわけです。 

 そのころ何で大間で大間のマグロを食えなかったかというと、一応この３つの理由が大

きいんですけど。大間の言葉でいきますと、「こったら高いマグロ、地元でさばげるわげ

ねーべさ！」というのが１つ。「行政がマグロ買い取って、施設つぐって、安ぐ出せねば

だめだって」。とにかく行政に何かやってちょうだい。「行政もっとやれ」みたいな感じ

の行政依存が２つ目。３つ目が「こったら大間さ、わんざわんざだーへばマグロ食いに来

るもんだって」。わかります？ 大間は本州最北端だと。ここに交通費かけてこんな突端

までマグロ食べにだれが来るかというのが３つ目なんですけどね。これって言いわけなん

ですよね。 

 2000年から「私の青空」が放送になりまして、ドラマを見たお

客さんの中で、大間で大間のマグロ食べたいっていう方が本当に

大間に来るようになったんです。急にがばっとは来ないんですけ

ど、そういうお客さんがちらぽらちらぽらびっくりするような遠

くから、それこそ関西とかからも来るようになったんです。その

ときに何で大間で大間のマグロ出せないの。実は、私たち力を合

わせたら出せるんじゃないのという問題意識が出てきたのがちょうど2000年、2001年ぐら

いだったんですよ。そのときに、大間の商工会が中心になって観光のビジョンをつくって

いこうと。こんなふうにお客さんが来るようになったので、ビジョンづくりをしましょう

という委員会を立ち上げて、みんなであんだこんだってやって、ビジョンがでぎだ。報告

書を印刷でぎだ。みんなで最後の委員会でその報告書見ながら、これやんねば意味ねぇべ

さって。報告書つくって終わりかよ。これをこれからやることが大事なんでないのかいっ

ていう話が最後の委員会に出たんです。そうだ、そうだって。やんねばだめ。「やるどや

るど、やるどっ！」というので「やるど会」ができたんですけど、「やるど」というのは

「やるぜ！」という意味です。その委員会の中で、「よし、自分たちで行動を起こそう」

というふうに立ち上がった人で「大間やるど会」というものをつくりまして、大間で大間

のマグロを出すというための試みを始めたんです。 

＜チャレンジ中～＞

マグロを超える
１００億円観光を
実現させる！

行動を起こそう！と立ち上がった
大間やるど会のチャレンジ
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 そのやる

ど会がちょ

うどうまい

ぐあいにい

ろんな組織

の人たちが

入っていた

ので、漁協で

あり、行政で

あり、私たち

まちおこし

ゲリラであ

り、その人た

ちの連携と

いうか、横串

がうまくさ

さったような感じで、これは物すごいよかったなと思うんですけど。 

 2001年から、朝やげ夕やげ横やげ～大間超マグロ祭

りというのをやりました。これは10月がマグロがとれ

る時期で、夏場からとれるんですけど、秋になるとだ

んだん脂がのっておいしくなってくるし、値段もそこ

そこ急に高くなる感じではないので、ちょうどいいぐ

らいということで、10月の１週間、超マグロ祭りとい

うふうに設定をして、そのときに大間で大間のマグロ

を食べれるようにしようと。 

 一番最初の年、どうしたかというと、行政がお金出したりしてマグロを買うとかそうい

うことではないので、大間やるど会が大間の宿泊施設、飲食店に注文をとって回ったんで

す。その10月の１週間の間、どのぐらいマグロ使ってもらえますかということを聞きなが

ら全部回ったら、その注文がちょうど１本100キロ以上の大きいマグロが１本分の量になっ

たんです。それで、最初の年は、その１本を「見せるだけ解体」。解体ショーをやるんだ

けど、解体した後はお店がそれ使うために持っていくわけです。だから、お客さんには解

体ショーの様子を見てもらうだけ。会場で何をやったかというと、朝に漁師が食べる朝御

飯というのをイガのさしみとか、サンマを焼いたのをすぐ出すとかというのを港でやった

んですね。そしたら、その年に来たお客さんが「何だよ。何が超だよ。全然超じゃないよ」

って、超マグロ祭りという名前をつけたので「何が超だよ。こんなマグロのえさ食わせる

のが」って。イカも本当に透明な、とったばっかりのイカ。しかし「それはマグロのえさ

だ」と言われて、みんなが物すごいへこんだんです。 

 次の年から、超マグロ祭りの「超」を取るかって。ただの大間マグロ祭りにするかとい

う議論もあったんですけど、超マグロ祭りの「超」というのは、マグロを超えるという意

味を込めてつけたんですね。マグロがすごいとかのチョーではなくて、いつか私たちは人

の力でこのマグロを超えてやるぞという、そういうビジョンを込めたのが超なので、「超」

を取ればだめだということで、それ以降もちゃんと超はつくんですけどね。 

大間
やるど会

商工会

マグロ
業者

役場

漁協・漁師

飲食店

浜町
商店会

まちおこ
しゲリラ

２００１年からのチャレンジ

朝やげ夕やげ横やげ～
大間超マグロ祭り
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 その最初の年のマグロ祭りの１

週間の期間の最後の日が日曜日だ

ったんですけど、大間のマグロの

業者が、自分はマグロで商いをし

てる、商売してる者なのに、お客

さんに解体見せて売らないという

ことははんずかしいって言い出し

て、自分が責任をもってマグロ１

本解体して売ると言い始めたんで

す。それで、その業者が日曜日に

「解体して、即売」というのをや

ったら、お客さんが物すごい喜ん

で、もうこれだ！というふうに私

たちがそこで手ごたえを感じま

して、解体して即売するというも

のをイベントのメインにしなが

ら、お客さんを集めるようにした

んですね。 

 そしたら、３年目ぐらいです。

だんだん口コミとかで広がって

きて、３年目か４年目ぐらいに急

にお客さんがぼんとふえて、大体

大間人口6,300人ぐらいなんです

けど、この２日間、３日間ぐらい

で１万人から２万人ぐらいに急

にお客さんがどんと来てもらえるような感じになったんですね。 

 お客さんが大間に来るようになったら、それを目の当たりにしている飲食店とかが、今

までは売れるか売れないかわかんないから、びくびくしてあんまり量を扱えなかったんだ

けども、怖がらないで大間のマグロを使

うし、むしろ、最近では何かマグロを使

わないとお客さんが来ないというか、商

売にならないというぐらいに、逆にちょ

っとマグロに頼り過ぎてるところもある

んですけど、だんだんそういうふうにな

ってきました。 

 

 

 

 

 

 

イベント用ではなく、商売として
特大マグロを流通させる仕組み

大人買いのお客さまたち

かくして
大間の港に
人が集まり出した！
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 一番よかったのは、イベントのために行政

にお金を出してもらって、それこそただで皆

さんに食べてもらったりということじゃな

く、それこそ商売で回るように最初の時点か

ら出発したのが非常によかったかなと。 

 それと、朝やげ夕やげ横やげの「横やげ」

というのが、標準語で言うと「横夜景」なん

です。普通に函館山から見る夜景は有名なん

ですけど、反対側の東山という山から見る夜

景を「裏夜景」って函館の人たちは名前をつ

けている。大間から函館の夜景を見ると横に

見えるんです。だから、私たちは「横やげ」っていうふうに名前つけて横夜景を見てくだ

さいねと。暗に大間に泊まっていってくださいねというふうにやっています。 

 それから、大間はすぐ目の前でマグロをとっていて、大きいのとった漁師がとったらま

ず、水揚げに来るんですよ。揚げたらまたすぐ帰っていくんですけれども、そのマグロの

大きさも見てほしいし、入ってきたときの漁師が得意気になっている鼻穴のこの膨らみと

かもぜひ見てくださいねというようなＰＲをしています。 

 これは最近の様子なんですけど、大間の港にどんどん人が集まるようになりまして、超

マグロ祭りのときのお客さんの買い方が１パックとかじゃない。見てくださいよ。大人買

いですね。というような感じの買い方をしてくださったり。マグロ、これ、人間を撮影し

ているわけじゃなく、マグロ様をみんな撮影しに水揚げ場に行っていたりとかしてるんで

すね。 

 こんなに盛り上がっている大間なんですけど、ふだんは死ん

でいるぅ……。シ～ン。まだまだ、まだまだやらんといけない

っていう感じです。 いろんな人たちが、火がついていろんな

ことを始めてまして、まず商店街の人たちが自分たち独自でマ

グロの解体ショーをやってお客さんを呼んでいこうということ

で、９月、10月の毎週日曜日。「日曜日はマグロだＤＡＹ」と

いうことで頑張っています。 

マグロ撮影会の様子 

しかーし

け＝日常は

死んでいる‥

港がにぎわいの舞台となった。
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浜町商店会がガンバル！

「日曜日はマグロだＤＡＹ」

自称・ねっちゃがガンバル！

「大間エスコートクラブ」

 

 

 

 

 

 それから、おおまエスコートクラブって、夜はやりませんよと言っているんですけど、

観光ガイドの自称「ねっちゃ」──お姉ちゃんということなんですけど、自称のねっちゃ

の人たちが観光ガイドも始めて盛り上げようとしている。 

 大間のマグロに関しては、大間のマグロの内臓は大間にしかナイゾウということで……。

シ～ン。内臓もいろいろ活用して、加工品をつくったり、おもてなし料理をつくったりと

いうのを頑張り始めてる。 

勝手に「オーマの休日」ツアーの開発

地域の素材をつなげていく
 

 それと、「オーマの休日」ということで、ローマじゃなくてオーマだよと。最近、世界

の天気予報でローマとしゃべっていても、私の耳には「オーマ」としか聞こえなくなって

しまっているんですけど、いろんな素材をつなぎ合わせて「オーマの休日」ツアーをつく

れないかということで今やっていまして。それと、実際に勝手にＰＲビデオを撮影しまし

て、このアン王女役は男です。うぢの組員。あおぞら組の組員なんですけど、勝手にＰＲ

大間のマグロの内臓は
大間にしかナイゾウ～

心臓のモツ煮 浜のねっちゃの
おすそわけ



 －20－ 

ビデオをつくって、インターネットＴＶに載せるのと、あと大間－函館の間のフェリーの

中で見せればいいなということで、今、それのしかけをやっているところでございます。 

勝手に、観光ＰＲ番組、撮影中～

 
 ピンチをチャンスにということで、大間－函館の航路を守っていくのに一生懸命ゲリラ

活動をやっています。 

 

＜チャレンジ＞

ピンチを
チャンスにする！

函館でフェリー盛り上げ大作戦
略して、フェリゲリ
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 「セイカンタイ」って字を皆さん勘違い

しないでくださいね。青森の「青」と函館

の「函」の「帯」で「青函帯」なので。私

たちと函館のほう、函館にも実はゲリラじ

ゃなくてテロリストがいまして、ゲリラと

テロリストが結びついて、またおもしろい

ことを、ことしの夏やったんですけど、や

っていこうとしています。 

 この私のエネルギーになっているのは、

この目の前の海は世界とつながってると。

多分、皆さんも港町の方々なので同じ気持

ちを共有できるような気はします。この海

は世界とつながっているんだから、何も怖

いものはないと。ここからどんなことにで

も挑戦していけるなというのが、この私の

今のエネルギーでございまして、これから

先もがんがんやっていきたいなと思って

おります。 

 ということで、私のお話は終わらせてい

ただきます。 

 どうもありがとうございました。（拍手）（終） 

 

この海は
世界とつながっている。

なんも、おっかないものはない。

こっから、なんでもできる！

８月１２日、フラ・オーマダムが函館に出撃！

津軽海峡がつながり合う＜セイカンタイ＞


