あけましておめでとうござ

初めての仙台での撮影
市長
います。岩井監督は、素晴らしい
作品を次々と世に送り出されてき
ました。初めに、昨年７月下旬か
ら８月中旬にかけて、仙台市や宮
Ｌｅｔｔｅｒ」について教え

城県内で撮影された映画「Ｌａｓ
ｔ
主人公が、亡くなった姉の

ていただけますか。
岩井
同窓会に参加して偶然初恋の人に
再会するところから始まる、ある
夏休みの間に起きた、世代を超え
た手紙を巡る物語です。今回、松
たか子さんや福山雅治さん、広瀬
すずさん、神木隆之介さんなど、
理想的な方々に出ていただいて、
実は、偶然、私の自宅のす

思う存分仙台で撮影ができました。
市長
ぐ近くでも撮影があったんです。
ちょうど、お盆休みで自宅におり
ましたら、近所の方から「映画の
撮影をしている」との知らせをい
ただきまして、邪魔にならないよ
えっ！お声掛けいただけれ

う、拝見させていただきました。
岩井

いえいえ、ご迷惑になって

ば（笑）。
市長

はいけないと思いまして。今回は、
仙台市からも消防局と交通局が撮

校まで仙台で過ごされたというこ

したそうです。監督ご自身は、高

影に参加できた巡り合わせに感動

らしたとのことで、自分がこの撮

先輩として監督が母校に講演にい

員が高校生の時に、活躍している

市長

そう聞いています。その職

校の後輩の方だったそうですね。

（笑）
。過酷なお仕事だなと思いま

した手袋から汗がバシャーッと

了後に握手をしようとしたら、外

撮影は大変だったと思います。終

急隊員の方はフル装備で、真夏の

仙台との距離が空いてくるととも

になりました。年齢を重ねる中で、

なら仙台で撮影しようということ

自伝的な要素もあったので、それ

いけるかもという直感と、今回、

の中で焦点が合ってきて、これは

きた。次第に、被写体として自分

仙台が別な味わいの街に変わって

だいぶ時間がたって、自分の中で

歳で仙台を離れてから、

を切り取るというスタイルでした。

場所を旅して、そこで新しい景色

すから、今までは自分の知らない

が微妙なところがありました。で

ぎてどう撮っていいのか、距離感

依頼されたときは、すぐに引き受

晴らしい歌だと思います。作詞を

いろな思いが込み上げてくる、素

度聞いても、どこで聞いてもいろ

前に向かう強さも感じられる。何

でゆったりとしていて、けれども

歌を歌ってくださいました。静か

は咲く﹄合唱団」の皆さんがこの

仙台市の追悼式でも「みやぎの﹃花

すね。昨年の３月

「花 は 咲 く」の 作 詞 も さ れ て い ま

市 長 監 督 は、復 興 支 援 ソ ン グ

ませんでした。

日に開催した

すが、街の傷痕たるや言葉があり

知人のところを訪ねて歩いたので

国して、石巻など被災地の友人、

から、自分たちが未来の子どもた

ないかとイメージしました。それ

た方も一緒に歩むような歌になら

ちで、生きている方も亡くなられ

が同じ目線に立てないという気持

方も含めて詞を書かなければ自分

「花 は 咲 く」は、亡 く な ら れ た

持ちました。

まが合わなくなる、そんな思いを

たちと一緒に進めなければつじつ

ではないだろうか。復興もその方

くなられた方たちも一緒にいるの

在を意識しているわけだから、亡

にとどめていることでその人の存

えてみれば、日頃、お互いに記憶

中でバランスが取れたんです。考

ご協力いただきました。救

影に参加させていただいて。

とですが、仙台での映画の撮影は

に、望郷の念といったものも強く

けようと思われたのですか。

言ってあげられる世界をつくれて

岩井

今回が初めてと伺っています。こ

なっていましたが、東日本大震災

岩井

いるのだろうか、というメッセー

でも、

のタイミングでふるさとを撮影場

で改めてそれを実感させられたと

たのですが、書けるだろうかとい

これまで仙台は、帰る場所

した。その方は、たまたま僕の高

所に選ばれたのは、どういった理

いうのは大きかったです。

岩井

﹁花は咲く﹂に込めた思い

ジも込めて書きました。

詞と映像を一緒に依頼され
う思いと、自分が書くべきなんだ
ろうかという気持ちが先に立ちま

フィクションなので、自分の知ら

は考えていませんでした。映画は

び回っていた場所、まさに自分の

若林区は僕が幼稚園に入る前に遊

テロップには若林区と出ている。

た。中継で津波の映像が流れて、

のニュースをテレビで見ていまし

岩井

でしたか。

市長

に話しておられる。このような状

きて、それでも皆さん笑顔で気丈

いない人たちの話題が次々に出て

た方が何人もいらっしゃる。今は

て、一人の方の周りに亡くなられ

られた方の人数が並大抵ではなく

方とお話ししたんですね。亡くな

した。

ない街のほうが撮りやすかったり

記憶の中に残っている場所そのも

況を初めて経験しました。そうい

震災の時に、石巻でいろいろな

します。仙台はあまりにも身近す

のでしたから、衝撃というか、我

う中で、亡くなられた方もここに

ロサンゼルスにいて、地震

ちに自信を持って良い世界だよと

由からでしょうか。

会場：ウェスティンホテル仙台

が身を削られる思いで、直接的な

震災の時はどのような状況
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一緒にいると思ったほうが自分の

ではあるけれども、撮影する街と

18

痛みを実感しました。５月頃に帰
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にわたる。新作「Last Letter」では、
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ばかり描いていまし

所で撮影されましたが、街の変化

本当にふとした景色なんで

周年という

は感じましたか。

めるような、そういう人柄の人が

の呼吸でいろいろなことを包みこ

ようなこともない。でも、あうん

いし、あまり前にしゃしゃり出る

市長

文化への関心が高まっているのを

登録される方が増えていて、映像

コミッション」でもエキストラに

をした「せんだい・宮城フィルム

動したようです。撮影のお手伝い

の作品に関わることができて、感

えたり、あるいは仙台に帰りたい

人や仙台に住みたいという人が増

新たに仙台を好きになってくれる

に通じるところがあると思います。

れいに撮るだけじゃなく、何か魂

ういう魔力というか、ただ街をき

いかと思っています。映画ってそ

ふさわしい映像が撮れたんじゃな

の街だなと思うような、杜の都に

観た全国のお客さんが仙台って緑

映像ばかりでした。きっと映画を

映画になりました。本当にそんな

岩井

今回は、すごく緑の美しい

の北極星になっているんですね。

ります。仙台の原風景が自分の中

いうもの。それが仙台の街にはあ

ば、もうそれで迷いなく作れると

石のような、そこに向きさえすれ

あらゆる創作をするときの方位磁

くなってきていますが（笑）。でも、

ですよ。あのときの感受性はか細

しもそういう体験があると思うん

れいだったとか、

市長

うになれば誇らしいと思います。

して全国の人に知ってもらえるよ

寄り添えるような、そういう街と

合っている気がします。人の心に

すごく仙台の人たちの気持ちにも

いろいろな面で優しい街、それは

たらと思います。福祉の面とか、

懐の広い、優しい街であってくれ

ととして、あらゆる人にとって、

岩井

かせていただけますか。

いということがありましたら、聞

な、こういう街であり続けてほし

のも楽しめる。そんなところが特

いところもありながら、新しいも

監督のおっしゃったように懐かし

市長

と思いながら歩きました。

れしくて、こんな景色で育ったな

景色が残っていたことがすごくう

れたので、子どもの頃に見ていた

り。僕自身、北一番丁付近で生ま

私も、人々の気持ちに寄り

そうですね。自分のふるさ

仙台の街は、自然もあり、

という人が増えたりすると、僕も
市長

んとともに取り組んでまいります。

力がさらに輝くよう、市民の皆さ

添える優しい街として、仙台の魅
んが監督の映画を通して、仙台に

今後とも私たちの心に残る、素敵

うれしいです。

心を寄せてくださるのはとてもう

な作品を届けてくださることを楽

首長としても、全国の皆さ

れしいことです。今から映画の公

とうございました。

しみにしています。本日はありが
このタイミングで一作品で

開が非常に待ち遠しいですね。
岩井

きたのは、自分の人
生においても貴重な
ポイントになったと、
後々感じると思いま
す。また、仙台で繰

それはとても

り返し撮りたいです
ね。
市長

うれしいです！
最後に、これから
の仙台の街が、こう
いう街であるといい
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分が執着していることを不思議に
た。

そのような思いから作られ

市長
思っていた景色が、まさにそこに
大学に入っても風

うのではないかと感

景を描いていたので

じ始めました。自分

ありました。毎日、学校に通いな

めてここに原型があったんだなと
が「じーん」として

がらこういう景色を眺めていたか

思いました。
いたのは風景だけで

ただ、それをどう言い表す

広く皆さんに歌われるようになる
市長
はなくて、そこに人

岩井

とは思っていなかったのですが、
ですか。
間関係がまずあって、

のかということは苦心しまして、

それでも重圧は大きかったです。
岩井
それを囲んでいる景色、それ全体

すが、そのうち自分

個人の創作とは違って、これを出
すよ。仙台で過ごした高校生まで
で「じーん」としていたのではな

ら好きだったんだと。あまり自覚

していいのだろうかという迷いも
は感受性が豊かで、日々景色を見

あまり無理せずに、今書けること

ありました。でも、自分にも東北
ては「じーん」としていました。
市長

が描きたいものは違

の血が流れているので、明るく元
いか。映画は、まさに人がいて景
市になってちょうど

していなかったのですが、今回改

気に「頑張ろう！」というよりは、
雨が降ればその光景に、夕方にな
色がありますから、自分にとって
節目の年を迎え、人口は１０８万

例えば、仙台のどんな景色

し ん み り と「そ う だ べ」
「ん だ」
ればその景色にと、取り立てて何
は原体験を復刻できる一番のもの

気持ちで通じ合う仙台人

という波長で通じるトーンがいい
ということもない景色に胸打たれ
人を超えています。今回、市内各

仙台市は今年、政令指定都

かなと思って作りました。
ですね。
市長
岩井

多いような気がします。そして、

感じます。これからも、撮影にふ

監督にとっての仙台と映画

の関係。とても興味深いですね。
住んでいた当時とは変わったとこ

震災を経て、ご自身の中で

市長
岩井
ろもありましたね。一方で、一番

自分たちのことは自分たちで解決

さわしいような、またロケ地に選

田んぼが住宅地になるなど、

いろいろな変化というのがおあり
がある、例えば文化祭の帰り道に
町に古い街並みがまだ残っていた

例えばどんな感じでしょう。

できるように手をつないでいく人

んでいただけるような街にすると

人がいて、それを囲む景色

だったのではないでしょうか。私
代の頃って誰

今でも中学校、高校の同窓

30

友達と話しながら見た夕暮れがき

創作の原点にあるもの

て。高校では美術部に入り、風景

を書こうと思いました。ここまで

たのですね。

市内での撮影の様子

たちも大きな変化を自分の中に感
じつつ、今につながっていると思
います。改めて、映像を通して仙
台をご覧になられて、どんな風に
今までいろいろな街の風景

感じられたでしょうか。
岩井
を切り取ってきたのですが、その
原風景が仙台だったんだなと感じ
ました。昔、住んでいた西多賀や
八木山のあたりは坂が多くて、久
しぶりにそこを巡ってみたら、自

岩井
会や東京組の飲み会みたいなもの
があって、時間があるときに顔を
出しています。昔話や何気ない話
をしているのですが、お互いに緩
く、のびやかに連帯している感じ
があります。本当にソフトな人柄
の人が多くて、そこは仙台人の良
さですよね。たまに、初めて会っ
た人と話をしていて、仙台人だと
分かるときがあります。ひょっと
してと思って「仙台出身じゃない
ですか」って聞くとやっぱりそう
市長

よそよそしくもないし、は

だって（笑）。
岩井

ソフトで何かこう、ちょうどいい

っきり物を言いすぎる感じもない、
長なのではないかと思っているの

あらゆる人に優しい街に

あんばい

塩梅なんですよね。

本当にそう思います。泉区

ですが。
岩井
でも撮影したのですが、カナダの

市長

今回、撮影には仙台のエキ

景色にも近い、緑に包まれながら

ストラの方も大勢参加され、監督

たちも多い街で、それもすごく魅

いうのも私たちの目標です。

仙台人というのは、我慢強

暮らせる素敵な街だと感じました。

力ではないかと思っています。
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