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平成１６年神舞行事予定
■神舞神事
・8月16日（月）
・8月17日（火）
・8月18日（水）
・8月19日（木）
・8月20日（金）

入船神事
岩戸神楽
祈願神楽
夜戸神楽
出船神事

■夜のイベント
・8月16日 PM7:00〜
ゲスト：神田香織（講談師）
・8月19日 PM7:00〜
ゲスト：噂の京太郎（演歌歌手）
※定期船の他に臨時便も運航されます。
※駐車場は室津埋立地が臨時駐車場になります。

「神舞・櫂伝馬」
絵・しげむらみちこ

＜特別寄稿＞伊美別院を訪ねて

㈱田中都市建築事務所 代表取締役

毎年秋口には建築士の祭典である「日本建築士会
全国大会」が日本のどこかで開催される。私は日本建
築士連合会青年委員長を拝命していた関係で毎年参加
するわけであるが、大会終了後、開催県やその周辺を
気ままに見て歩くのは楽しみの一つである。どこを訪
ねても知り合いがいて気軽に案内してくれるというの
は、委員長というボランティア役職にとって、余りあ
る財産でもある。
2003年度は九州宮崎において開催された。その後
の予定は決めていなかったが、大会時に出会った仲間
との成り行きで、別府温泉でふぐを楽しむことになっ
た。ふぐとひれ酒と忌憚の無い交流の翌日、少し我が
侭を言って、現地の人に国東半島を案内してもらうこ
とになった。特に興味があるのはその東端にある伊美
別宮である。
私の事務所に所属するチーフディレクターの蛭子葉
子が祝島出身で、鳩子の海の話や原発、及びそれによ
る島の分断問題、しかしそれらを乗り越えて行われる
四年に一度の神舞の話などを聞かされ、私自身も10年
程前、祝島の蛭子家で3日ほどお世話になったことも
あり、身近な存在に感じていたので、それに深く関わ
る伊美別宮は機会があれば訪れてみたいところであっ
た。
祝島の「祝う」は神にお祈りするという意味があ
る。つまり京都から船で九州に渡るとき、途中、たく
さんの島があるから多少海が荒れても難を逃れること
ができる。しかし瀬戸内海の西の果てで、海流の流れ
の激しい周防灘を越えるための最後の島が祝島で、こ
れまでの道中の骨休めをし、これから先の船の安全を
神に祈願するための島ということで名づけられたのが
祝島である。
翌日、別府八湯を巡り、国東廻りをスタートしたの
は午後2時近くになってからであった。案内してくれ
たのは大分建築士会所属の建築家・三ケ尻氏で、大阪
の大学卒後、大和ハウスに勤めた経験もあり、大阪人
独特のノリを理解してくれたので、初対面とは思えな
い楽しい時間を過ごすことができた。3時間ほどのド
ライブのあと伊美別宮にたどりついたのは5時を過ぎ
ていた。三ケ尻氏は大分大学のある研究室と共同で
「国東の神社仏閣」の調査をおこなった経験の持ち主
であるが、三ケ尻氏にとっても初めて訪ねるところで
あるらしい。
駐車場から中に入ると池があり、池を2分するよう
に通路があり、その通路の中央に太鼓橋が渡ってい
る。通路の先には石で作られた鳥居がある。神社仏閣
のアプローチで池という「水」によって、神域と世俗
界を分ける手法はよく見られるが、伊美別宮の場合、
直線的で幾何学的である。部分的に捉えるとスペイ
ン・グラナダのアルハンブラ宮殿内にある「アラヤネ
スの庭」で感じたのと同じような印象をもった。時代
的・場所的に、イスラ―ムの影響は無いはずではある
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が、池に浮かび上がる中央通路側面に積み上げられた
石が規模に比較して細かいのでモザイク模様にメタ
ファーできるのと、石造の太鼓橋の一つひとつの部材
がシンプルであるが、アールに加工されていたり、橋
梁の積み上げの技術力の高さが推測されること、通路
の先にある狛犬や鳥居の細かい細工などから、このよ
うな印象を受けるのかもしれない。いずれにしても
ヒューマンスケールで威張っていない。
鳥居をくぐって先に進むと瀟洒な山門がある。山門
の左右には回廊がシンメトリーに巡り、宇治・平等院
を代表とする神殿造りの影響を感じる。やはり建物は
全体には小型に作られているが、細工が細かくて上品
である。京都・石清水八幡宮の御分霊が祭られている
と聞いていたが、御分霊の神社を作るということは、
ある種、政治的な権力争い、簡単にいうと陣地取りの
匂いがし、威風堂々とした建物が多いが、伊美別院は
いかめしくなく和みを感じる。伊勢神宮の境内の広さ
に比して「宮」自身の素朴さにほっとするのによく似
た感情である。
山門の奥に拝殿、左手に講堂、右手が社務所であ
る。建物の割に結構広く感じる。境内にある「伊美別
院由緒」を見ると、祭神は「応神天皇」
「仲哀天皇」
「神宮皇后」と記載されていた。仲哀天皇は神宮皇后
の夫で、応神天皇の父親である。九州・熊襲征伐の途
中で亡くなり軍神と崇められているが、一説によると
神宮皇后の新羅征伐に反対して暗殺されたともいわれ
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ている。また、戦後の日本
史学会において、その存在
自身をも抹殺する風潮もあ
るらしいが、私自身は、平
和的・文化的な天皇であっ
たような気がしている。
山門を出て正面向かって
左手に回ると国東塔があ
る。三ケ尻氏によると国東
塔は国東半島のあちこちに
あるらしく、供養・墓標・
納経の目的で作られたらし
い。この伊美別院にある国
東塔は、現存する最大のも
国東塔
のであるらしい。国東塔の
姿は京都・大徳寺にある千利休の墓石に似ている。千
利休は朝鮮文化が好みで朝鮮半島の「あばら家」を移
築するなどしていたから、国東塔を立てる風習は朝鮮
文化の影響があるのかもしれない。
伊美別院の創建者として小深田民部大輔と桐畑左京
大輔はそれぞれ宮重社、今熊社に祭られているが、山
門の右手に回ると覆い屋の中に今熊社と男根が祭られ
ている。桐畑左京大輔は医学に長じており、今熊社は
安産や一般疾病や特に性病平癒に対する信仰の対象と
してお参りする人が多かったらしい。話はそれるが、
梅毒は1492年コロンブスがアメリカ大陸発見と同時
に大陸からヨーロッパに持ち帰ったものである。それ
が日本に伝わるまで一説によると2年であったとか、
少なくとも5年とかからなかったようである。いやは
や人の営みとは恐ろしいものだ。ともかく、その男根
を見て、神舞の「お種返し」とは実は閉鎖的な島でよ
そから血を入れるためにお種をいただくことから行わ
れたのではないか、と疑問が私の頭をさえぎった。
今熊社を見学している時分にはあたりは薄暗くなっ
てきた。近所の人に桐畑宮司の所在を教えていただ
き、お宅を訪ねてみた。桐畑宮司は庭に水遣りをして
おられたが、唐突の来訪のお詫びと、祝島の蛭子に縁
のあるものであることの説明し、神舞に関する話のお
願いをした。桐畑宮司は私の無作法にも関わらず快諾
してくれ、わざわざ社務所まで戻ってくださった。
社務所において伊美別院の縁起・神舞の由来や、社
務所に飾ってある重村定夫氏撮影の写真などの説明を
受け、パンフレットなどの資料を頂戴した。
その際、失礼を承知で先述した私の疑問、
「お種返し
と神舞」のことを尋ねてみた。桐畑宮司いわく「日本
全国でそのような話もあるし、よくそういった推測を
話される人もいる。しかし、神舞については、小深田
民部大輔盛勝が石清水八幡宮の分霊を奉持し、桐畑左
京大輔盛重等が供奉して九州に向かう際、突然のあら
しにあい、祝島三浦に難を逃れ、手厚く介抱されたお
返しに、医業や農業を教えたことが始まりである。
」と
明言された。これにより、血を混ぜる為の「お種返
し」説は完全に否定されたのである。なお、当時三浦

に住んでいたのは諸説があるが「氏友、守友、三野
（後に蛭子）
」の三家であったようだ。
さらに話が進み、上関町の原発問題によって、神舞
が一時取りやめになったことにも言及された。桐畑宮
司のおっしゃるのは「私の立場で、原発問題について
コメントを述べるには、あまりに影響が大きく、肯
定・否定の立場を述べるつもりは一切無い。島の行く
末は島民自身が話し合いで決めるべきだ。だが、島が
二分されている現状は由々しきものである。
「神舞」と
いう祭りが 島民にとってためになり求められるので
あれば、自分の生涯をかけて守っていきたい」といっ
た内容であった。私はその言葉の中に自らの立場を理
解し、いさぎよい生き方と強い決意に感動をおぼえ
た。でしゃばり・目立ちたがり屋の多い今の世で、敢
えて礎石になろうとされている姿は美しくみえた。こ
のような話を聞く中で、私は桐畑宮司にどうしても伝
えたいことがあった。
祝島はご多分に漏れず過疎の島である。島から都会
に出て行った若者の一人に、私の事務所にいる島から
都会に出て行った若者の一人に、私の事務所にいる蛭
子がおり、弟の聡も知っている。その友人によっちゃ
ん、じゅんさん、良子、ケイちゃん、まっすんがい
る。彼女たちとは蛭子を通して会って話をしたことが
ある。その他、チエやヒロシ、ヒデベエ、私が非常勤
講師として勤めている修成建設専門学校卒業でよっ
ちゃんの弟のコウちゃんなど、蛭子の話の中で出てく
る祝島出身者は私にとっては身近な存在で、皆、一生
懸命、真面目に逞しく生きている。その彼らが祝島で
旧交を持つきっかけとして、桐畑宮司の守ろうとして
いる神舞が使われている。しかも、若い世代が中心と
なって、若者らしく賛成派・反対派に関わりなく声を
かけている。まさに桐畑宮司が求めているように、島
民交流のきっかけとして神舞は機能しているのであ
る。
そう告げた私の言葉に耳を傾ける桐畑宮司の目には
うっすらと涙がにじんでいるように見えた。あたりの
静寂と肌寒い空気の中で、社務所の光がひときわ明る
く感じた。
時間も経ち、飛行機の出発時間を気にしながら、桐
畑宮司に別れを告げた。外は既に闇に包まれていた
が、私はすがすがしい気分で伊美別院を後にした。

桐畑宮司（右）と筆者（左）
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＜連載＞ 祝島の歴史を探る（10）

〜神舞・仁和説と仁安説〜

蛭子 葉子

今回は、やはり神舞のことを書かないことにはおさ
まりませんよね。しかし神舞のこととなると書きたい
ことや記録に残しておきたいことがたくさんあって、
とても紙面が足りそうにありません。それでなくても
毎回、國弘君からは長すぎるとお叱りを受けているの
で、ここでは今までみつけた資料の中で特に興味を引
かれることだけ書くことにして、残りはネット21の祝
島日記にでも載せてもらうことにします。
前回まで古代航路における祝島の地理的な特性、姫
島と祝島の相似について書いてきましたが、祝島は中
国地方よりも九州地方と似かよったところが多く、瀬

櫂伝馬・「ホーランエイ」の掛け声の由来は？

戸内海航路の基点となる地域が非常に深い関りをもっ
ていたと考えられます。前回書いた「赤水」の話には

ホーラン・エイと呼ぶそうです。これなどは神功皇后

続きがあって、祝島の赤水は鉄分を含んだ赤い土で覆

三韓征伐に際しても船や衣に朱をぬったことに由来

われ、水が豊富にある所だそうですが､これは九州沿岸

し、丹生に関係する銅や鉄に関わるのではないかと言

に分布する古代の鉄文化圏同様に鉄を作る場所として

われています。同じ灘に面する愛媛県北条市でも

適しているとも考えられます。製鉄に必要なのは豊富

「ホーランエイ」という掛け声があるそうで櫂伝馬を

な燃料（木炭）と強い風（あるいはタタラ）、潤沢な

こぐ時は瀬戸内海沿岸ではこう言うところが多いよう

水であり、すべての条件を満たすのは山の中です。姫

です。祝島でも「赤褌」をして船に乗るとフカに襲わ

島の対岸一帯は砂鉄の産地であり、砂鉄を求めて移動

れないと言いますよね。ケンガイやサイヘイも当初は

した産鉄・産銅族つまりは朝鮮から渡来した秦氏が姫

赤褌いっちょうで踊っていたのではないでしょうか。

島の赤水明神を祀ったものではないかとも言われてお

三つめに神楽の呼び方。祝島では神楽を｢神舞｣とい

り、そういう場所を求めて彼らはこの祝島にもやって

いますが神舞と神楽はどのように違うのでしょうか。

来たのかもしれません。また奈良時代以降に発生した

宮本常一氏と協働で「山口の民俗」を書かれた財前司

山岳密教・修験道は、水銀などの鉱物への関心を強

一氏は「現在では神舞という言葉は周防中央部以東の

め、一種の練金術によって永遠の命を得るという、後

中世の古い舞い方をする一群の神楽に限られており、

にでてくる"朱"に対する畏敬の念がここにも絡んでい

石州系や芸州系の神楽を指して神舞とは言っていな

ます。祝島でいうと行者様にもつながっていく話にな

い。これに対して長門部は全て神楽と言っている。山

るのでしょうがこれはまた別の機会に。

口県は九州の豊前や豊後と関係があり、祝島には伊美
から豊後神楽が伝わっており、その神楽は明治の20年

九州地方とのつながりを具体的な例でいうと（神舞
の話とは関係ありませんが）まず、子供時代に流行っ
た"こっくりさん"。大分の九六位山の麓でも「こっく
りさん」という"占い遊び"があるそうです。「こっく
り」というのは高句麗のことで、あの恐ろしかった元
寇の思い出が、今でもこうして生き残っているとのこ
とです。
二つめは櫂伝馬の特徴的な掛け声「ホーランエ
イ」。「ホーランエイ」とは海上渡御祭のことを指し
たり、別府住吉神社ではその舟祭りの先導船に「赤
褌」をして「赤羽織」をまとったものが乗ることを
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ごろまで防府市の野島にも行っていたという伝承があ
る。牛尾三千夫氏は、この祝島の神舞の特徴を中国地
方の神楽の儀式舞が二人とか四人であるのにこの神舞
では三人とか五人の奇数構成であることにも着目して
いる。祝島の神舞の特徴である二十四型式は山陰沿岸
に伝播している神楽と関係があることを示唆してい
る。」と述べているように、豊後神楽は山口県の瀬戸
内海沿岸に伝わっています。余談ですが、上記のこと
から瀬戸内海のみならず神話の国出雲とも何らかの関
石清水八幡宮

わりがあったのではないかと思われます。江戸時代以
前から呼ばれるようになった「石見島」という呼び名

園のひとつとなりました。神舞の起源は「豊後国国東

は石見地方、つまり出雲との繋がりが感じられ、この

半郡伊美村別宮八幡宮を石清水より勧請の帰途」と言

ことについても今度調べてみたいと思います。

われています。宇佐に近い伊美が、本家本元である宇
佐八幡をさしおき、その分霊を受けた石清水から勧請

次に少し話題を変えて、今回の本題、仁和説・仁安

するというのは、政治的な力関係が作用していると考

説のどちらが正しいかという課題について私の考えを

えられ、石清水と宇佐の勢力が入れ替わってしまった

書いておきたいと思います。

白河天皇以降、つまり仁安説のほうが受け入れやすい

"仁和３（887）年 藤原基経、関白となる。"

のではないでしょうか。

"仁安２（1167）年 平清盛、太政大臣。平氏の時代
が始まる。

最後に古代交通路の中心であった祝島に仁安まで三
浦３軒しかなかったかという疑問。第１回目に書いた

宇佐八幡宮から貞観元年に勧請された石清水八幡宮

ように時代背景を調べていくうち弥生時代、もしかす

が宇佐八幡宮よりも勢力を拡大し皇室との深いつなが

ると縄文時代という非常に早い時期から人が住んでい

りができるのは白河天皇以降です。11世紀はじめご

たのではないかと考えるようになりました。祝島には

ろから荘園獲得にのりだした中央の大寺社は、租税の

はるか昔から人の往来があり、さっさと｢ホボロを

全部又は一部を免除される特権、国使の入部を拒否で

ふった｣女性のように古代祝島人は土地に執着せず、

きる権限を政府に認めさていき次第に荘園を拡大して

自由に海を行き来していたのではないでしょうか。や

いきました。特に石清水八幡の神人は1158年の後白

がて瀬戸内海をまきこんでおこる戦乱によって、いっ

河上皇院宣により"役"をいっさい免除されるという特

たんは島から離れたり高地に隠れ住むようになりまし

権を保証されました。八幡神人は淀川の交通路をおさ

たが、ヤマト朝廷が設立された頃から島に戻ってきた

え、そこを起点に瀬戸内海、さらには山陰にいたる海

人や、山上での避難生活から三浦や平地へ降りてきた

上交通に大きな力を行使していきました。こうして石

人たちがいたということではないでしょうか。

清水八幡宮は全国的な荘園領主となり、伊美もその荘

祝島の歴史について考えると、時代や断片的な知識
が次第に繋がっていき世界がどんどん広がっていきま
す。

伊美別宮・拝殿

祝島ネット２１会報 第１０号
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＜連載＞魚・さかな・肴（10）

木村 力

〜 鯖（サバ） 〜

鯖は祝島ではそれほど沢山は釣れませんが、夏の丸
アジ釣りや、アジ釣り、鯛釣りに釣れることがありま
す。
イケマの中で泳いでいる鯖は、みどりがかったきれ
いな色です。鮮度が落ちやすいので、「鯖の生きぐさ
れ」と言われることがあるようです。その鯖も活きが
良いと、刺身が好きという人も多いです。アジなどに

鯖

比べると口当たりがツルツルと言う感じです。口当た
りだけを言うと、塩水でアジの刺身を作るとこんな感
じになります。
我が家での人気調理法は、しめ鯖です。塩で何時間
かしめて、酢に１〜２時間漬けてできあがりです。昆
布に巻いておくと味がもっと良くなります。数日は旨
い味が保ちます。私のはいいかげんな作り方ですが、
下関の伯母さんが作ったしめ鯖は大変旨かった記憶が
あります。脂ののった鯖（東シナ海の鯖）とたっぷり

しめ鯖

の塩とたっぷりの酢とたっぷりの昆布をちょうどいい
具合に時間をかけて、勘も使って作っていたのでしょ
う。
その他、塩焼きも、ショウガとの煮付け、味噌煮も
旨い魚です。
先日、ウヤシマ（祝島の近くの無人島）で鯖が涌い
ているところに出会いました。
左が鯖の刺身、右がしめ鯖

＜連載＞花*花クイズ（９）
前回の花＊花クイズの答
えは、ドクダミです。
庭の半日陰のところや、

橋部 好明
さて今回の花は？ 石垣の石と石の間。道端の雑草の
中など。どんな悪環境のなかでも、けなげに花ひらく。
清楚な色合いが、心癒してくれます。

山道の木陰で休むとき、見
渡せば目につきます。深緑
色の密集している所に白花
が目立ちます。葉っぱを
引っ張ると強烈な悪臭が出ます。不快な匂いのため、昔
の人は、
「毒を溜めた草」だと想ったようです。毒溜か
らドクダミになったとか。
腫れ物の治療に使われたり、利尿効果もあるらしいで
す。

祝島ネット２１会報 第１０号
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会員リレーコラム（10）

〜津野﨑 英子さん〜

このコーナーは「祝島ネット２１」の会員の皆さんに、
自己紹介を兼ねて簡単なコラムを書いていただくコーナー
です。第10回目は、約30年前の神舞で巫女さん役を務め
た津野﨑（旧姓木村）英子さんの登場です。

氏本・洲本のおじちゃん達、なつかし〜

職場にて。一番右が本人です

暑中御見舞い申し上げます。津野﨑英子です。
祝島で生まれ育ち、高校の時、島を離れ20年以上
経ちますが、年をとるにつれ故郷がありがたく、好き
になります。
厳しい自然の中で、こころ豊かにたくましく暮ら
し、島を守ってくれているおじん・おばん達、又、遠
くから見守る皆様のおかげだと思う今日この頃です。
現在、私は島からそう遠くない下松市に住んでいま
す。笠戸島の「ひらめ」が名物かな？福徳稲荷（法静
寺）の「きつねの嫁入り」は全国的に有名ですけど。
たまに祝島の人に出会うこともあり「うら〜っ！」
と、喜び合います。そうそう、私の勤務先の歯医者に
も、なんと！！國弘秀人くんが患者で来てくれてま
す。
（ありがとう〜）

秀人くんの家で、当時のこだゆうさんと！

さて、もうすぐ神舞がやってきます。初めての方に
もぜひ来て頂き、この祭りの素晴らしさを私達と共感
して欲しいと思っております。
私は小学６年生の時にあった神舞で、同級生４人で
「巫女」をさせて頂きました。当時は入船・出船神事
の手伝いと、大分から来られる神職の人（たいゆうさ
ん）の三度の給仕が仕事でした。日中の神楽の疲れも
どこへやら？たいゆうさん達の夕方はいつも盛り上が
り、唄と踊りの大宴会でした。その中をお盆を持って
運びつつ一緒に楽しく過ごしました。白の着物に赤い
袴でおしとやかに・・・と言いたい所ですが、その年
の「巫女」は特別おてんばだったそうです。本当に懐
かしい想い出です。
今、島では神舞の準備の為に数多くの人の労力と貴
重な時間を費やして頂いている事と思います。私は、
役立ち不足と勉強不足で申し訳ないのですが、感謝の
気持ちで祭りを迎えたいと思います。
皆様との出逢い、再会の日を心待ちにしております！

オマケのお宝写真です！

小学校卒業式。担任はサッカー上手の高松先生
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声をかけられ、
「はい、ポーズ！」
「シェ〜ッ！」
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＜連載＞ 『聞いてみん菜・食べてみん菜』
祝島懐かしの料理（６）

祝島・食べてみ隊

〜やいなりぜんざい〜

一時期祝島ホームページの掲示板を賑わせた「やい
なりぜんざい」
。若い人にはあまりなじみがないようで

行われています。」
また、今年82歳の母が言うことには、昔、棺が今の

すね。かく言う私も覚えがないのですが、年齢的には

ような箱型ではなく、四角錐をしていて、その屋根に

不足はなく、姉妹もいとこも、「おばあちゃんがよく

ヤイナリが吹き付けられていたということです。

作ってくれて食べていた」と言うのですから、忘れて
いるだけかもしれません。

ヤイナリ

こうしたことを考えると、神聖なものとして、葬祭
いずれにも使われていたということでしょうか？

大歳社の鳥居の額

ヤイナリ豆、他の地方では何という豆なのだろうか
と探していたら、『穀物・豆』―真珠書院1994年刊―
という本に「ヤエナリ（八重成）
」という項目を見つけ
ました。すなわちリョクトウ（緑豆）、別名ブンドウ
（文豆）
、アオアズキともいうそうです。リョクトウと
いうのは、もやしだとか春雨になる豆なんだそうで
す。
この本の中では、
「縄文前期の鳥浜貝塚からリョクト
ウの豆が出土しているが、それが当時日本で栽培され

額の一部を拡大した写真

ていたかどうかについては検討を要するとされる」と
あります。また、「マレーシアには日本のぜんざいのよ
うな食べ方があり、中国では、他の穀類とまぜて飯や
粥用にする」とあります。祝島でもお粥にもしていま

黒いのが、大角豆。黄土色の大きいのが、
大豆。あずき色が、小豆。白黄色の小さい
のが、きび。ヤイナリは黒の巴紋の外側の
緑色の豆です。

したね。
ところで、このヤイナリ、神舞の大鳥居にも飾られ
ているのですが、気がついていましたか？「五穀乃由
来」として鳥居に次のような立て札が立っています。
曰く、
「この大歳社の鳥居の額は、粟、ヤイナリ、大角
豆、大豆、小豆の五穀で飾っています。二和三未八
月、大歳御歳神を勧請の際伊美別宮社から授かった種
子が今もこうして実り、種戻し祭事も、絶える事なく
五穀の由来
祝島ネット２１会報 第１０号
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さて、では「やいなりぜんざい」の作り方です。今では原料のヤ
イナリは日常的には耕作されていないということで、前回の神舞で
残っていた豆を分けていただきました。
作り方は普通のぜんざいと全く同じですが、煮え方は小豆より早
いようです。

★「やいなりぜんざい」の作り方
＜材料＞10人分くらい（今回作った量です）
ヤイナリ

２合

水

2．5リットル（ヤイナリの６〜７倍の量）

砂糖

400ｇ

塩

少々

団子の粉

必要分だけ

水にほとしておいたヤイナリを煮ます。
煮えたら砂糖と塩を入れます。

＜作り方＞
（１）ヤイナリと水を鍋に入れ、一晩おいておきます。
（２）
（１）を火にかけて煮ます。約30分で煮えます。

団子の粉をといて団子を作ります

（３）煮えたら砂糖を400g（お好みで増やしたり減らし
たり）と塩を小さじ１杯程度入れて味を付けます。
（４）団子を作って入れます。
（５）団子が浮き上がったら出来上がりです。

夏には冷やして食べる
と、さっぱりして美味
しいですよ。

団子を入れます

団子が浮いてきたら出来上がり

作ってみんさい！

さて、お味はいかが？

祝島ネット２１会報 第１０号
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＜特別寄稿＞ 祝島中・野球部再創設史 『君の瞳は１００万ボルト』
〜 第２話 野球の試合がやってきた 〜

祝島中学校教員・松村文彦

「松村センセ〜、上関中学校からお電話です。
」

りの責任がのしかかる。自分だけの満足で練習をする

季節は早春。外の景色は梅雨模様。この電話が祝島

ことは許されなくなったのだ。メニューは常に合同

中・野球部の歴史を大きく変える一報であったとは思

ティームを意識した設定となり、野球という競技に関

いもよらなかった。

する生徒の甘い認識も急ピッチで修正していかなくて

「先生、合同ティームに参加して頂けませんか。」な

はならない。私は３年後の試合（部員の方に高校で野

んということであろう。一人で野球をしていくつもり

球をしたいという希望があったので）を意識した練習

だった部員にとってこの上ない話ではないか。ことの

メニューを考えてやっていたので、生徒の方にもとま

詳細はこうだ。対岸の上関中学校野球部は少子化や県

どいが生じてきた。けれども試合は待ってくれない。

内の硬式野球クラブティームへの流出により、次期メ

上関中・祝島中合同ティームの初試合になる柳井近郊

ンバー（当時の１、２年生）が７人となり新人戦（毎

新人野球大会まであと少しとなっていた。

年10月に行われる）への出場をあきらめざるを得ない

そうこうしているうちに柳井近郊大会の組み合わせ

状態になった。生徒のモティベーションは最悪で、３

抽選結果が送られてきた。我々のティームが行う一回

年生が引退する２学期からは野球をしたくないという

戦の会場はな・なんと柳井市民球場ではないか！これ

部員もチラホラ。そこで耳に入ってきたのは祝島中野

を知った生徒のやる気は俄然沸いてきた。今までの辛

球部の復活秘話。間髪入れずに合同ティームの打診を

い練習を嘘のように前向きにこなす。やはりモティ

試みた。という話だったのである。我々が拒む理由は

ヴェーションの設定は何をするにつけても大切なこと

どこにもなく、快く合同ティームの打診を引き受ける

だと実感する毎日だ。私はその時、祝島の生徒に対し

ことになった。しかし、ここで思わぬ岐路に立つ。【上

て心からうらやましく思った。なぜなら彼らにとって

関中・祝島中合同野球部】を立ち上げるのはいいが合

人生最初の試合が柳井市民球場なのであり、それに向

同しても８人しかいないのである。今になって考えれ

けて一人で練習することができるのだ。もっとよく考

ばチャンチャラおかしい話であるが、当時はなにはと

えると彼らは９人対９人の野球もしたことがない。つ

もあれまず合同ありきという雰囲気だったからいた仕

まり野球という競技を始めて体験する場所が柳井市民

方あるまい。９人目をどうするかという話で色々時間

球場なのである。私は思った。彼ら祝島の子はこうい

はかかった、結局祝島中学校の野球部外の男子生徒を

う星の下に産まれたのだということを。

臨時野球部員として借りるということで話は丸く収

今後、彼らに起こりうる全ての事象がこのような解
釈で説明がつくということは後々実感することとなる

まった。
合同ティームになったからには部員の方にもそれな

のであった。

＜第２話 完＞

柳井市民球場での記念すべき初試合

祝島ネット２１会報 第１０号
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花田 惠美代

全日本郷土芸能協会を訪問しました
祝島では神舞の準備が忙しくなり始めた６月下旬、

最近の祝島事情、神舞事情をお話するうち、祝島に

社団法人全日本郷土芸能協会の西田さんから、「祝島

行ったら、神舞のことだけでなく、石垣も見てみた

の神舞をビデオに記録して上映したい」というお申し

い、見つかった遺跡にも行ってみたいと、興味を募ら

出が祝島ネット21事務局に寄せられました。そこ

せておられました。

で、７月５日、東京赤坂にある協会事務所を訪問。局
長さんはじめ事務局の皆さんに暖かく迎えていただ

10月の上映会には、神舞に帰った方も帰りそびれ
た方も、こぞって見に行きましょう。

き、いろいろ意見交換してきました。
全日本郷土芸能協会とはどういう活動をしているの
か、詳しくは協会のホームページを見ていただくとし

■全日本郷土芸能協会ホームページ
http://www1.biz.biglobe.ne.jp/~jfpaa/top/top.html

て、かいつまんで説明すると、日本各地に伝承されて
いる民俗芸能の振興と育成を図り、その発展に寄与す
ることを目的とし、郷土芸能に興味がある個人、もし
くは実際に携わっている保存会や団体を会員として、
国内外の民俗芸能イベントや会員向け「民俗芸能ビデ
オ鑑賞会」を開催するなどしています。
この「ビデオ鑑賞会」は毎月協会の事務所で、会員
向けにのみ開催されているのですが、今年10月が第
75回目となるんだそうです。その区切りのよい回に
祝島の神舞を上映したい、しかも会員向けでなく、小
ホールを借りて、一般の鑑賞希望者を募って開催した
いというお話でした。

祝島大好き人間 （1）

協会の事務局にて、笹生（ささう）さん（左）、
西田さん（中央）と

祝島歴史研究家 Martin Dusinberre

イギリスからやって来た「祝島大好き人間」
、マーティンさんをご紹介します。マーティンさんはこの夏、
祝島の浜村さんのお宅にホームステイして、祝島の歴史や神舞の勉強をされています。皆さんが祝島に帰省さ
れたときに会われることもあると思います。気さくな人柄で、日本語はペラペラですので、お気軽に声をかけ
てあげてください。以下、マーティンさんからのメッセージです。

やいなりぜんざい試食中のマーティンさん
祝島ネット２１会報 第１０号

Hi everyone! My name is Martin Dusinberre, and I
come from the UK. I first came to Iwaishima six years
ago, when I taught English once a month in the Junior
High School. At that time I couldn't speak Japanese, but
everyone was so friendly and welcoming that I felt very
comfortable here.
In 2000, I came to the kammai festival. It was very
impressive, so I promised that I would come back in 2004.
I'm now a graduate student at Kyushu University and I'm
studying the history of the kammai and the history of
Iwaishima. I will be in Iwaishima all summer, so if we get
a chance, let's talk a lot!
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Let’s Learn English in Iwaishima !
Part1. Dennis’s first visit to Iwaishima (9)

岸本 智恵美
＊デニスは私の友達です。

Oh, we should tell him about
“Kan-Mai”.
（あ、「神舞」について話さんにゃあ。
）

Dennis
（デニス）

What does ”Kan-Mai” mean ?
（
「神舞」って何のこと？）

Hashibe-san
（橋部さん）

”Kan” means ”God”, and ”Mai” means ”Dance”.
It’s a name of a festival.
（
「神」が「踊る」いう意味じゃあ。祭りの名前で。
）

I want to know the history of ”Kan-Mai”.
（
「神舞」のいわれを知りたいです。）

Let’s me see … I’ll tell you. Listen !
（ええと、わしが話あちゃろう。聞きませえよ。
）

A long time ago, some people were on their way
back from Kyoto to Kunisaki, Kyushu by ship. There
was a big storm in the sea. The ship was blown to
Iwaishima.
（昔、京都から九州の国東へ戻る途中、海で嵐に遭うた人が
祝島に流されたんと。
）

Toju-saa
（藤樹さあ）

There was only three houses there at time. The people
there helped them with warm hearts. Contrarily the
people on the ship taught the people in Iwaishima how
to grow rice. They thanked each other.
（当時、島にゃあ三軒しか家がなかったんじゃが、その人らを心
からもてなしたらしいで。その代わりに、船の人らが米の作り方
を教えたんといで。彼らはお互いに感謝しおうたんじゃあ。）

（あらすじ）

の話ですが、「神舞の話ならわしにもできるど！」と、藤樹さ

祝島に初めてやってきたデニスは、島の歴史に興味を持ち、

あが説明を始めました。その話を聞いたデニスは、神舞が千年

橋部さんにいろいろと話を聞いています。今回は神舞について
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も前から続いていることに、またまたビックリ。
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From then on, people in Iwaishima welcomed
them to the island every four years. Then people
in Kunisaki performed a God Dance.
（それから島の人らが四年に一回、その人らを島に迎えるん
で。その時、国東の人らが神の舞を演じてくれるんじゃあ。
）

Toju-saa
（藤樹さあ）

It has continued for more than a thousand
years.
（こりゃあ、千年以上も続いちょるんで。
）

This festival is special for us.
（この祭りゃあ、わしらには特別じゃけえのんたあ。
）

Many people will come back to Iwaishima.
During O-bon vacation, the population of
Iwaishima will be three times larger than usual.
（人がいっぱい戻るで。盆休みの間、島の人口は普段の
三倍になるんじゃけえ。）

We’ll have the festival soon.
（もうすぐ祭りが来るで。
）

Hashibe-san
（橋部さん）

Wow!! Iwaishima is really a historical and
romantic island, isn’t it ?
（すごい！ 祝島って本当に歴史的で夢のある島ですね。
）

Dennis
（デニス）

祝島ネット２１会報 第１０号
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活動紹介

お知らせ ＆ 募集

■祝島ネット21神舞基金

■「祝島フォトコンテスト」作品募集中です！

祝 島 ネ ッ ト 21 の 創 設 時 よ

■応募部門とテーマ：

り、「神舞基金」として、会費

１．
「神舞」部門 （今年の神舞および過去の神舞で撮影した写真。
）

の一部等を神舞開催時の神舞奉

２．
「自由作品」部門 （練り塀・石垣・山桜・猫など祝島で撮影した写真。

賛会への寄付金として積み立て

島外から祝島を撮影した写真も可。
）

てまいりました。今年の神舞開

■応募資格：特に制限なし（プロ・アマ問いません）

催に際し、７月までに貯まった

■応募〆切：2004年10月15日（必着）

積立金234,876円に、一般会

■入賞発表：11月初旬

計より15,124円を追加して、

■賞：各部門別に金賞１点、銀賞２点、特別賞数点

合計25万円を、祝島ネット21
より神舞奉賛会に寄付させてい
ただきました。
尚、積 立 金 の 内 訳 は、祝 島
ネ ッ ト 21 会 費 の 一 部
（151,600円）、祝島不老長寿
マ ラ ソ ン の参 加 費 収 入の 一 部
（67,270 円）、一 般 か ら の 寄
付 金（16,000 円）、お よ び 貯

※入賞者には賞状および賞品（祝島特産品など）を贈ります。
■作品規格：カラーもしくはモノクロプリント六切サイズ（ワイド可）
。デジカ
メも可（ただし、写真店でプリントしたもので応募してください。
）
■応募先：〒742-1401

祝島フォトコンテスト実行委員会
※規定の応募用紙を写真の裏に貼って、上記応募先まで郵送してください。
■ホームページ：http://www.iwaishima.jp/photocon/
※詳しくはチラシか上記のホームページをご覧下さい。
応募用紙はホームページからダウンロードできます。

金利息（6円）です。
今後も、会費の一部等は、次
回の神舞開催時の寄付金として
積み立てていく予定です。

山口県熊毛郡上関町祝島

■主催：祝島フォトコンテスト実行委員会、祝島ネット21

◆会員の皆さんからの応募もＯＫです！
気に入った写真が撮れたら、どしどしご応募ください！お待ちしております！

編集後記
暑中お見舞い申し上げます。今年の夏は暑いですね。島ではもうすぐ神舞を迎えます。祝島は今、熱く燃えてい
ますよ！ 私も今、櫂伝馬の太鼓の練習をしています。みんなで神舞を成功させましょう！
さて、前号で予告しておりましたが、記念すべき第10号、そして神舞直前ということで、今回の会報「いわい
しま通信」は、各コラムを担当されている皆さんにも努力していただき、「神舞特集」という感じで記事を組んで
みました。田中義久さんの特別寄稿やマーティンさんの特別出演（「祝島大好き人間」はシリーズ化できそうで
す。）などもあり、全14ページと今までで最大のページ数となりました。編集も大変でしたが、なかなか読みご
たえのある会報に仕上がったのではないかと思います。
そして、皆さん気付いておられると思いますが、表紙の「いわいしま通信」のタイトル文字も変わりました。こ
の文字は、上関にＵターンされたイラストレーターの松浦伸一さんが作ってくれました。いろいろな人が祝島のサ
ポーターとして手助けしてくれています。感謝感激です。
それでは、皆さんお盆・神舞には、元気に祝島に帰ってきてください。お待ちしています！
次号は10月発行の予定です。お楽しみに。

（編集長：國弘秀人）

※事務局では会員の皆さんからの投稿をお待ちしております。ご意見・ご感想・
身近な情報など、お気軽に投稿してください。
※祝島ネット２１では随時会員を募集しています。

《発行》

祝島ネット２１事務局

〒742-1401

山口県熊毛郡上関町祝島

ホームページ http://www.iwaishima.jp/inet21/
出番を待つ櫂伝馬

