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「神舞神事」が盛大に執り行われました
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台風で大きな被害
今年は日本への台風上陸が記録的に多く、全国各地に多くの被害をも
たらしました。祝島も何度か台風の被害を受け、中でも台風18号は、祝
島に大きな爪跡を残しました。９月から10月にかけては、島民の皆さん
はもちろん、祝島出身の皆さんもたくさん帰ってきて、傷んだ家の修理
や片付けに追われました。

台風18号で学校の窓が壊れた

台風23号で西波止が崩れた

祝島の昔の遊び「ターザンごっこ」
絵・しげむらみちこ

＜連載＞ 祝島の歴史を探る（11） ～古代航路と荒神のつながり～

蛭子 葉子

会報８号で村上磐太郎氏のことを「歴史の先生でも
なんでもない伊陸（正しくは伊保庄）に住むお百姓さ
ん」と書きましたが、集めた資料の中に同氏の調査し
たものがいくつかあり、略歴を見つけ大変失礼な紹介
をしていることに気づきました。村上氏は柳五の市史
編纂委員として活躍された人で伊保庄には資料館（※
注）まであるそうです。さらに当事務所のクライアン
トの叔父にあたる人だというこということもわかりま
した。姪御さんのお話では村上家は昭和の初め（※
注）頃まで伊保庄で村上酒造という造り酒屋を営んで
いて、その蔵を資料館（※注）にしているとのことで

三浦・荒神山の祠

した。杜氏として祝島から村上酒造へ行かれ、ご存知
の方がいるかもしれませんね。

ものと推測している学者もおり古代日本は高句麗・百

今回はその８号で書いた古代航路に表れる祝島の歴

済・新羅・伽耶との関係がとても深かったようです。

史についてさらに具体的に考えてみたいと思います。

さらに早稲田大学名誉教授の水野祐氏は「新羅系帰化

当会のメーリングリストで國弘君が書いていた熊毛王

人集団」がスサノオノミコトをその氏神として祀った

朝にも繋がる話です。村上氏は熊毛半島を中心とする

ものであるとしており日本神話にも朝鮮の影響がおよ

周防地区を魏志倭人伝に書かれた邪馬台国と丌和・抗

んでいたようです。

争をおこしていた狗奴国（くなこく）と推定し、岩城

村上氏はそのスサノオノミコトの登場する日本神話

山の神籠石が狗奴国防備のために築造されたものと考

に古代航路と陸路の繋がりが表れているとし「出雲降

えています。岩城山といえば祝島中学校では１年生の

臨の神話に現れるスサノオノミコトは高天原から宇佐

ときに訓練所へ行くのが恒例でした。訓練所のしんど

を通って姫島祝島線を経て中国沿岸を東航して出雲へ

かったオリエンテーリングのことしか覚えていなくて

ぬける経路をとっている。その道しるべとなるものが

（ゴリラ踊りも思い出しました！）残念ながら肝心の

業祠でありその祠をつないでいった線が九州の高天原

神籠石を見た記憶がありません。村上氏はこの山城を

から周防灘を渡って出雲に入る経路つまり、古代の主

入念に調査していますがその詳細はここでは省きま

要幹線である。」とのべています。さらに「宇佐から

す。最初は日本人創作の築造法で造られたが大変非効

大田川の河口に至るまでの道のりは海路なので直接そ

率な工法であったので後に朝鮮式山城にと手を加えら

こに遺跡（祠）を見つけるのは難しい」とのべていま

れたと説明しています。一方「日本の中の朝鮮文化」

すが、その海路の中に含まれる祝島の祠はどうでしょ

を調査されている金達寿氏は岩城山の神籠石は朝鮮式

う。

山城と断定し高地性遺跡の後身が朝鮮式山城であると

業祠とは「土地を最初に開墾した時に祀る神様」つ

述べています。その朝鮮式山城や鉄の文化を日本に伝

まり荒神です。多くは河内社・河内神とも言われ、後

えたのは天日槍（あめのひぼこ）に象徴される新羅系

に淫祠廃止の政策により地方小祠の神名の混乱がおこ

渡来人集団であり、その代表選手が秦の始皇帝を祖先

り、神名、縁起も推し曲げられたものが多いようで

に持つといわれる秦氏です。天日槍は新羅の王子で适

す。祝島でもその影響があり三浦荒神山の荒神も荒神

げた女房を追って日本までやってきました。その女房

山から宮戸八幡宮、また荒神山へと移されています。

とは例の比賣許曽神社に祀られる赤留比売です。秦の

村上氏がここで重要視している業祠とは"氏神とされる

始皇帝→徐福→鉄の集団（秦氏）→比賣許曽神社・・

後に中世武士たちが祀り遺した八幡神の類ではなく古

なんだか祝島に関わりのありそうな話ですよね。比賣

代氏族の集団が移り住んだ里山に祀り残されたもの"で

許曽神社を次々につないでいった線が、朝鮮からの帰

小祠と呼ぶにふさわしいものとしています。神舞の伝

化人が卙多湾に上陸し各地に移っていった行程を示す

承では祝島の荒神はそれまで神様を祀ることを知らな
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かった島民に地神と荒神を伊美別宮社人が祀ったのが

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

始まりとなっています。八幡神に絡む荒神の言われや

これを私の両親に見せたところ｢十夜｣は｢当夜｣のこ

先日発見されたイワクラはこれよりまだ古い時代のも

とではないかということでした。｢当夜｣は荒神の中で

のであることからもまだ祝島には忘れさられた祠があ

も火の神様を祀ったものだそうです。10月というの

るのではないでしょうか。余談ですが祝島日記で木村

も両親が子供の頃は11月か12月に行われていたと記

先生が荒神山に祀られた祠を見つけて写真を掲載した

憶しています。これがいつから行われるようになった

中に、２つの祠のうちひとつは氏本氏が後年祀ったも

のかはわかりませんが、部落で祀る地荒神、守護神の

のと書いてありましたが、このようにもともと二つで

荒神、火を祀る三宝荒神の三つが全てそろうことにな

あったという文献もあります。

ります。

もうひとつ昭和１０年に結城次郎という人が書いた

村上氏が重視したように、祝島本来の荒神は神舞の

「周防国祝島民俗相」に以下のような荒神に関わる島

八幡信仰に絡む以前に別の場所にあったという可能性

の行事が書かれているので紹介しておきます。

もあります。私の父は当時も三浦以外に人が住んでい

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
十月十亓日
１０月６日から始まる十夜には荒神を祀れる各組の
家では荒神祭りをする。十夜の前夜をお通夜と云い荒

たのではないかと考えており、祝島の起源、本来の荒
神はもう尐し違った別の意味を持っていたのかも知れ
ません。発見されたイワクラも含めもう尐し調べてみ
る必要がありそうですね。

神を祀ってある家の主人はもとより近隣の人も酒肴を
携えて氏神に詣でる。参拝がすんだら通夜堂で酒宴を

注：後に村上さんに聞いたお話では、酒造を廃業し

開き大いに飲み且つ踊り唄う。十二時頃一同は引き上

たのは平成２年で、蔵を資料館としたのではなく私達

げるが主人のみはお通夜する。翌日は神官を招いて賑

が見せていただいた文庨は、蔵書の保管場所としてご

やかに酒宴を開きこれがすむと荒神の御神禮は各組毎

自宅に増築されたということです。

に抽選を行い、あたった家にそれぞれ渡される。そし

＜参考資料＞

て翌年の十夜まで祭祀をする。

村上磐太郎「周防灘国の上代交通路と邪馬台国」

註：ここにいう荒神と三浦との連携の至区別が明瞭で

金達寿「日本古代史と朝鮮」

ない。

結城次郎「周防国祝島民俗相」（重村定夫氏提供）

出石の象徴"辰鼓
楼"を象った時計台の
ある弘道小学校。こ
の学校が建設された
ころから、校舎の設
計も画一的なプラン
から開放され、建築
家がソフト面でも参
加できるようになり
天日槍を「国土開発の祖神」として祀る出石神
社のある出石は、大阪から車で3時間ほどの距離
ですが訪れる価値のある街です。私も年に1､2回
は皿そばを食しに出かけます。その街道沿いには
こじんまりしたお寺が多く、紅葉の穴場がたくさ

ました。
生徒もこんな校舎
だったら学校に行く
のが楽しいでしょう
ね。

んありお勧めです。
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＜連載＞魚・さかな・肴（11）

木村 力

～ タチ ～

刀に似ているから「太刀魚」
、立って泳ぐから「立
ち魚」
。どちらもそれらしい名前で、銀色に輝いてい
る長い形は「太刀魚」で、海の中で立ち泳ぎをしてい
る姿は「立ち魚」と呼んでもふさわしいようにおもい
ます。海の中を見るのはほんの一部の人でしょうか
ら、「太刀魚」が一般的だと思います。
じつはこれを書きながら、タチは上を見て立ってい
たのか、下を見て逆立ちしていたのか思い出せないで
います。タチ用の釣り道具に釣れる時を想像したり、
海面を飛びはねる様子からは上を見て立ち泳ぎをして
いると考える方が納得しやすいのですが、頭の方が重
タチの刺身（右側は皮付きです）

いので下を向いていて、エサなどにはそれ相忚の動き
を見せるのかも知れない、と両方の姿が思い浮かんで
きます。
子供の頃、祝島でもイワシ網をやっていて、イワシ
と一緒に獲れていました。あの頃は煮るか焼くかだっ
たと思います。子供の頃から印象に残っている魚の一
つです。
この頃のタチの釣りは、延縄のように枝を50本く
らい付けて底を引っぱります。エサはデンゴがいいよ
うですが、疑似餌も使います。穴子のしっぽがデンゴ
よりも保ちがいいのですがなかなか手に入らないよう
です。引き上げるのは専用の電動モーターです。
朝晩の暗いときなら疑似餌で海面近くを引っ張って
釣れます。昼間は砂泥底の方にいるのが、朝晩は表層

タチの焼き魚

に上がってエサを摂るようです。港の中まで入る事も
あります。

で擦り落としてもいいのですが、そのままでもいけま

味の方は、白身で淡白ですが脂も沢山あってうまい

す。南蛮漬け、唐揚げ、ムニエルなどもいいです。背

魚です。調理もしやすく食べやすく重宝です。煮る・

鰭、尻鰭（退化して骨だけ）の骨を切りだしておくと

焼くは、はらわただけ出してぶつ切りにすればいい

食べやすいと思います。

し、刺身でも三枚に下ろして皮付きのまま切っても大

歯は太刀と言うよりカミソリのように切れます。

丈夫です。勿論皮をとっても、皮の鱗粉をカナダワシ

タチ
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会員リレーコラム（11）

～内山 留美さん～

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11回目は、今年４月に祝島の住民になられたばかり
の内山留美さんの登場です。

ネット21会員の皆様、初めまして。新入会員の内
山留美と申します。このたび、急遽コラムコーナーの
執筆を依頼され、晴れてこちらに登場することとなり
ました。國弘さんからは、「いつか、登場してもらう
かも・・・」と言われていたものの、自分の中ではも
う尐し後になると思っていたので、お話があった時は
尐し焦ってしまいました。人助けと思ってお引受しま
した。
それではまず、簡単な自己紹介から・・・
私は今年の４月から祝島に在住しております。年齢
はかろうじて二十代です！職業はと申しますと、今、
世の中で尐し話題になっている、郵便局員をしており
ます。そうです、４月より、祝島郵便局に転勤となっ
たのです。といってもはるばる、遠方から来た訳では
なく、実家は上関町のとなり平生町なので、祝島の存
在は昔から知っていました。近くに住んでいながら、
祝島情報といえばほとんど持ち合わせてなく「丌老長
寿の木の実がある？！」といった丌思議な島のイメー
ジ、まさに私にとっては未知なる島でした。
その、祝島での生活もはや7ヶ月が過ぎようとして
います。住んでみての感想はといいますと、やはり島
全体のんびりした雰囲気がありますね。仕事柄、早さ
を要求されることの多い毎日を過ごしていたので特に
感じました。それと、島民のみなさんが優しいという
こと。もちろん島民以外の私の周りの人々も優しい人
が多いですよ。ですが、やはり、他人を思いやる気持
ち、島を大切に思う気持ちがみなさんとても強いなと
感じました。おかげで、初めての土地での生活、仕事
も丌安はすぐに消え、慣れるのも早かったと思いま
す。あとは、風の強さにはびっくりしました。台風の
祝島ネット２１会報 第１１号

甚大な被害は皆さん知ってのとおりですが、その前か
ら月に一回くらいは強風が吹き、見晴らしの良い私の
住まいは、その分風当たりも強いという弱点を思いし
らされました。
私が住み始めてからの、島の大きな出来事といえ
ば、やはり神舞と台風襲来です。神舞は仕事の都合も
あり、ゆっくり見ることはできなかったのですが、私
の中では島民一丸となって作り上げていく誯程が、と
ても印象的でした。島民でありながら、何ひとつお手
伝いができなかったことを、とても後悔している今日
この頃です。何も関わっていないながらも、いつもよ
りにぎやかな島で、いつもよりウキウキした人々を見
て、率直に「祭りっていいな」と感じることができま
した。四年に一度の、海を渡る貴重なお祭りを、実際
に見ることができたことを、とても嬉しく思います。
神舞も終わり、猛暑といわれた夏の暑さも落ち着き
かけた頃、島が大変なことになってしまいました。大
きな大きな台風に襲われたのです。半月前には神舞小
屋が建ち、賑わっていた場所は、落ちた瓦などが集め
られ、瓦礫の山と化してしまいました。老若男女、片
づけ作業におわれました。行き交う人々を見て、この
時は島民の皆さんのたくましさを目の当たりにしまし
た。自分自身も一生懸命だったことでしょう。です
が、何日かして落ち着きかけてくると、今度は何もす
る気がしないというか、無力感におそわれてしまいま
した。やはり、この台風体験にはショックを受けまし
た。自分でさえ、こんな思いをするのだから、家や物
を壊された方々、お年寄りの方々などはもっともっと
ショックだっただろうなとあらためて思いました。ま
だまだ落ち着いてない所もありますし、元通りにはな
らない場所もあります。その後の全国各地の被害報道
も、目を覆いたくなるような光景ばかりです。自然災
害とは本当に恐ろしい。
こうした、いろんな体験をしながら、今のところは
平穏に暮らしております。島内を歩いていると、いか
にも｢こりゃあ、どちらさんじゃろうか？｣と言わんば
かりにながめられていた私も、尐しは皆さんに知って
いただけるようになりました。あたたかく迎え入れて
くださった島の人々に、感謝の気持ちでいっぱいで
す。地域の人々に甘えてばかりで、過ごしてきたの
で、何か尐しでも役に立つことがあればなぁと考えて
おります。何かあれば声をかけてくださいね。祝島郵
便局はATMもあり、新しくきれいな局です。帰省や
来島の際は是非お立ち寄りください。こんな私です
が、縁あって祝島住民となり、ネット21の一員とな
りました。これからもどうぞよろしくお願いいたしま
す。最後になりましたが、皆様が心身ともに健康に過
ごされることを心よりお祈りいたします。
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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（７）

祝島・食べてみ隊

～あおさ汁～

祝島で“よばれ”の時に必ず出てきた「あおさ汁」
が今回のテーマです。

今回、母に教わりながら作ったのですが、丌精をし
て尐し離れた所で「酒粕どれくらい入れるのぉ？」と
叫びながら袋ごと見せたら、
「その１枚ぐらいは入れた
方がいいねぇ」という返事。それを鵜呑みにして出来

★「あおさ汁」の作り方

あがったものは、ほっぺたがぽっぽっとするものでし
た。遠くから聞く方もさることながら、どれぐらい

＜材料＞
石豆腐、あおさ、酒粕、みそ、砂糖、みりん、

作っているのか分量を見もしないで教える方も「祝島

昆布、いりこ、水

で作るときにはたくさん作るから」と、まさにどんぶ
り勘定ならぬ鍋勘定？
みりんとお砂糖にびっくりしたのですが、確かに尐

＜作り方＞
（１）昆布といりこでだしをとっておく。

し甘味があった方がおいしいようです。

（２）乾燥あおさを水に戻す。
（３）石豆腐を小さな賽の目切りにする。

子供のころ「あおさ汁」を時々食べていたのに、大

（４）あおさを細かく切る。（包丁でたたく）

人になってからずっと食べたことがありませんでし

（５）
（１）に（３）の石豆腐を入れる。

た。あおさは祝島にしかないのかと思っていたのです

（６）酒粕を溶き、みそを漉して入れる。

が、最近スーパーなどで見かけるようになりました。

（７）
（４）のあおさを入れる。

因みに２つ買ったのですが、1つは沖縄産、もうひと

（８）みりん、砂糖を尐々加え、甘味をつける。

つは鹿児島産でした。
祝島独特の石豆腐とあおさの組み合わせ、懐かしさ
と共に自然の恵みに感謝して。

だしをとる

あおさを水に戻す
石豆腐は賽の目切りに

あおさを細かく切る

酒粕を溶く

はい、出来上がり！

完成！
みそを濾して入れる
祝島ネット２１会報 第１１号

あおさを入れ、みりん、
砂糖で甘味をつける
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祝島大好き人間 （2）

祝島野外活動ファン みっち＆哲ぼん

前号から突然始まったこのコーナー、２回目の今回は広島からちょくちょく祝島にビールを飲みに？来られ
る「みっち＆哲ぼん」さんにご登場願いました。
６月６日、予定の朝便は、予報に逆らう雤の祝島に
着いた。
「ようこそ万葉の島へ」を３回目、くぐる。
・・・実は３月に２回目をくぐっている。中学生ふた
りを連れて来て、シラサキにある『平さんの石垣』を
見せたのだ。おいらには、立派で美しく、じっと見て
いると背筋のあたりからナニカ『スゴミ』を感じる
『石垣』を、ふたりはどう感じたのか、知らない。そ
の時は、平さんはじめ島の人たちは、ビワの袋かけで
大変忙しそうだった・・・。
祝島のKさん宅にて宴会中の「みっち＆哲ぼん」のお二人。
ビールさえあれば、いつもご機嫌なのだ。

さて、６日早朝の雤で、とりあえずやむをえず、K
さんのお宅で雤やどりということになり、そうなると
必然的に再会を喜びあう乾杯となるわけで、これはも

「ビワが熟れたので来ませんか？」祝島に住むKさ

う大変な事態になりかねない。朝から宴会に突入して

んから、うれしいメールが届いた。みっちもおいらも

いては、帰れなくなってしまうではないか。幸い、い

ビワは大好きだ。しかし広島で果物屋をやっている者

つの間にか天気が回復したので、東の波止に釣りに出

として、ビワをいただける、ということよりも、祝島

た。大きなカサゴが４匹釣れたので、そこでまたビー

へ行ける、Kさんたちと会える、ということが、何よ

ルで乾杯。祝島の海は、やはりいい。空も緑も空気も

りもうれしいのだ。さらにメールの最後に「ソーズイ

いい。東の波止で、ビールを飲みながら全身で祝島を

でいっしょにビワをもぎましょう。
」とある。そうい

感じていた。この島へ来るといつも思う、時間の流れ

うことであれば、なおのことふたつ返事だ。「行きま

方が尐しチガウ・・・と。

す。行きます。ビワもぎのお手伝いをしましょう。
」

おっ、今回はビワの話であった。前日に、もいでき
たというKさんのビワはとても甘かった。今年食べた

去年（2003年）の12月、中国新聞『平さんの石

中でいちばん美味かった。青果市場関係者として、か

垣』の記事を読んで、生まれて初めて祝島へ行った。

なりショックだった（ということが理解してもらえる

石の練塀の路地をブラブラ歩いたり、『石垣』を自分

でしょうか）
。たくさんのビワを土産にいただき、
「ま

の目で見てみたい、と思ったからだ。（それまで祝島

た来ませえ」をくぐった。別れを惜しんだあと、晩便

の存在すら知らなかったのだ。広島に30年も住んで

「いわい」の中で思った。今朝の雤は何だったんだろ

いながら・・・なんたることであろうか・・・）

う。結局、シラサキの向こうにあるKさんのソーズイ

おだやかな天気の中、山の中腹の道を、道草を食い

のビワ畑には行けなかったけれど、それはそれで楽し

ながら島の南側・シラサキまで歩いた。ずーーーっと

い、いい一日だったな。次に来れるのはいつだろう。

海が見える景色のいい道で、都会人？は、たまにこう

神舞かなぁ。神舞に来れるといいなぁ・・・また来ま

いう所を歩くとたまらなくうれしい気分になる。時々

せえだな・・・、横を見ると土産にもらったたくさん

島人に出会うと、
「どこから来たのか」、「みかんを

のビワが、じっとおいらを見ていた。

持っていけ」と声をかけてくれる。島の斜面はかなり
急で、きびしい地形を切り開いて狭い段々畑を作った

お二人のことをもっと知りたい人は、みっちさんの

島の人たちは、とてもやさしかった。その段々畑に

ホームページ「自遊人」をご覧下さい。

は、黄色く色づいたみかんや伊予柑、そしてビワの白

URL http://www.megaegg.ne.jp/~micchi/

い花が満開だった。

祝島ネット２１会報 第１１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』

祝島中学校教員・松村文彦

～ 第３話 戸惑いのシーズンオフ ～
柳五近郊大会は二回戦敗退、熊毛郡の新人大会は

方から老夫婦が登って来られるではないか。二人は

一回戦敗退に終わった上関中・祝島中合同ティーム

「ようがんばるねぇ。負けんさんなよ。
」と優しい一

は、長いシーズンオフに突入した。祝島中野球部員

言。いつもならごく自然な声掛けかもしれない。け

にとっては野球の試合が初めての体験なので、シー

れども階段駆け上がり練習で四苦八苦していた部員

ズンオフという期間も初めての体験になる。我々は

にとってはかなり勇気付けられる一言だった。部員

二人三脚でオフ期メニューに取り組んだ。

が一人という状況のメリットは個人に向いているメ

オフの捉え方は指導者それぞれであるが、私は部

ニューを用意することが出来るということだ。一

員が高校で野球をしていく上で（部員は高校で野球

方、野球という競技から考えると一人の練習は非常

をすることを希望していたため）必要丌可欠な要素

にやりにくいのも事実である。野球の専門的な練習

から優先的に行っていくことにした。やはり小学校

もさることながらティームとしてのコミュニケー

時代に運動をしていなかったリスクは大きく、身体

ションを学ぶ機会が全くといって良いほどないの

を形成する上で決まった時期に取り組んでおかなけ

だ。いつも一人の練習で好敵手もおらず、励ます相

ればならない運動能力分野が発展途上であった。中

手もいない。ましてや忚援してくれる人などはなお

でも敏捷性（素早さ）や平衝性（バランス感覚）の

さらだ。誮かに励まされるということは人間の潜在

分野は形成の余地が十二分にあり、我々はまずこの

能力を確実に導き出す。老夫婦の有難い励ましのお

分野から取り組むことにした。敏捷性の分野ではま

言葉で、改めて気付かされた人間の本質だった。

ず階段ステップに取り組んだ。中学校のグランドに

階段ステップをなんとかマスターした部員は敏捷

上がる階段を一段ずつ上っていくという単純なト

性もすこぶる向上し、他の分野の能力も徐々に向上

レーニングである。頭で考えると単純なトレーニン

していった。このままの調子でオフトレーニングを

グのように感じるが、実際に行ってみると思うよう

積み重ねていくと３月のシーズン開幕戦が非常に楽

に足が動かない。一段飛ばしをしてみたり、一段に

しみではないか。そんな手ごたえのあるオフシーズ

両足で踏んでみたり。頭で理解していることが単純

ン期であった。

なだけにもどかしさは半端ではなかった。タイムも

上空はすっかり冬将軍。我々は３月中旬の田布施

なかなか伸びずに自分に対する苛立ちはすこぶる

近郷大会に全ての標準を合わせて雥解けを待ちわび

募ってくる。

ていたのだった。

そんなある日の練習日だった。いつものように苛

＜第３話

完＞

立ちながら階段ステップをしていると、階段の下の

捕球練習

ピッチング練習１

ピッチング練習２

※写真は２月に早稲田大学のキャッチャーが指導に来てくれた時のものです。
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橋部 好明

＜連載＞花*花クイズ（10）
前回の花・花クイズの答え

さて、今回の花は？ 祝島には、なぜか、シソ科の

は、ムラサキカタバミです。

植物が多い。つい最近まで、軒下につるしていて、い

南アメリカ原産で、北アメリ

ざというとき煎じて飲んでいた薬草です。

カ、熱帯アジアなどに広く帰
化している多年生草本。ハー
ト形の３小葉を付ける葉を数
本出し、最初は観賞用に栽培されていました。日本に
は江戸末期に観賞用に渡来したといわれますが、今で
は庩、畑、空き地、樹園地など関東以西に広がり、害
草化しています。
ちなみに、祝島には、ながいさんという方が持ち帰
られたとかで、
「ナガイサー」と俗称されています。子
供時代に、茎を折り、細い芯を出し、絡ませ引っ張り
合って、勝ち負けを競ってあそんだ、「ケンカボー」を
覚えてますか？

Let’s Learn English in Iwaishima !

岸本 智恵美

Part1. Dennis’s first visit to Iwaishima (10)
Chiemi-san is now unbelievably busy, so she couldn’t
finish this cartoon.
She apologizes to everyone !

Ah! But we were all looking
forward to it so much.
（みんなこの漫画を楽しみにせちょった
のにねぇ。
）

（智恵美さんは仕事が忙しくて、今回
は原稿が間に合わなかったんだって。
みんなにゴメンねって言ってたよ。
）

Well, she’s not in the first bloom
of youth, so she shouldn’t overdo it, right . . .
（あれもはあ若うないんじゃけえ、あんまり
無理をせんな言うちょかんにゃあのう。）

Toju-saa
Dennis
（デニス）

Hashibe-san

（藤樹さあ）

（橋部さん）

※（今回に限り）絵：岸本智恵美 物語：國弘秀人 英訳：マーティン
祝島ネット２１会報 第１１号
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祝島史跡めぐり （平家塚） Part2
ちょうど1年前の会報第7号に掲載した平家塚の紹
介記事のつづきです。なかなか機会がなくて延び延び

際の調査データを、上関町郷土史学習館の五上美登里
さんがまとめられたものです。

になりましたが、ようやく掲載する機会ができまし

平家塚周辺の磐座（いわくら）が円墳形の古墳では

た。前回掲載時にも書きましたが、この記事は、柳五

ないかという推測がなされていますが、もし本当な

市文化財保護審査会会長の松岡睦彦先生をはじめとす

ら、またまた祝島に新名所が登場することになります

る調査団ご一行が、平成15年3月に祝島に来られた

ね。今後の調査に期待しましょう。

祝島ネット２１会報 第１１号
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東京で「祝島の神舞」ビデオ上映会が開催されました
10月23日に東京・池袋の東京芸術劇場において、
全日本郷土芸能協会主催の「祝島の神舞」ビデオ上映
会が開催されました。定員80名の会場が満員になっ
たようで、「大成功でした！」と、協会の西田さんか
ら感謝の言葉が届いております。当日は関東に住む祝
島関係者もたくさん会場に来られていたようです。
祝島ネット21は、この上映会の後援団体として、
いろいろと協力させていただきました。特に、わざわ
ざ東京まで行って特別講演をやっていただいた橋部さ

ビデオ上映の前に橋部さんの特別講演が行われた。

ん、ご苦労様でした。また、東京在住ということで協
会の方とのパイプ役・ガイド役をやっていただいた花
田さん、ありがとうございました。ビデオ撮影の小松
崎さん、6日間に渡る撮影と30時間分ものビデオテー
プ素材からの編集、大変だったと思います。ご苦労様
でした。（小松崎さんには、祝島に撮影に来られた折
に当会の会員になっていただきました。）そして、上
映会の企画・運営・営業を根性で切り盛りされた全日
本郷土芸能協会の西田さん、本当にご苦労様でした。

満員の会場。窓側には切り飾りも飾られている。

●「祝島の神舞」ビデオ上映会アンケートより
全日本郷土芸能協会の西田さんより、ビデオ上映

人の手と日頃からの練習と、部落の皆で参加するこ

会参加者の皆さんの感想が送られてきましたので、

と、大変な労力を感じました。どんどん次世代へつ

いくつか紹介させていただきます。

ながることを祈ります。
（40代 女性 公務員）

●神楽の衣装がとても気品のある色あいで、とても
印象深かった。又ビデオの途中に解説があったので
とてもわかりやすかった。いつか祝島へ行って自分
の目で神楽を見てみたいと思いました。（50代

女

性）
●流れが一貫していて良かった。祝島という島自体
が初めて知った島名であり（ドラマを予想させる呼
び名、別名かと思ったら）徐福（名前は知ってい
た）が訪れていたとは・・・・平安時代から続いて
いる神事、神舞は島民にとってそれだけ大切なもの
だったのでしょう。お神楽は神様に奉納する為の踊
りなのですね。町々村々にある日本のお祭りも源を
たどっていくとひとつひとつ意味あいがあるので
しょう。
（50代 女性）
●神様に対する思いが生活の中に生きているのが良
かったです。人生の中に神舞が大きな位置をしめて
いると感じました。これだけの行事をやることは、
祝島ネット２１会報 第１１号

●祝島ホームページで今回のイベントを知り、主人
と一緒に参加させて頂きました。二人共、祝島出身
なので・・・・・とてもなつかしく見る事ができま
した。映像で見ると、また違った感じでした。又、
31年ぶりの、同級生との再会もできました。これか
らもこういう機会があり・・・もっともっと、祝島
の事をたくさんの人達に知ってもらいたいと思いま
す。
（40代 女性 会社員）
●舞台裏を見ることができてよかった。東京で神楽
を見ることができ感激でした。私自身子ども時代か
ら通算６回経験しているはずですが、初めて見る神
楽が、いくつかありました。子供時代はただ、ただ
お祭りとして楽しくて、大人になってからはその時
だけ帰島する客として、前準備の大変さを知らずに
この年になってしまいました。今回、島の人たちの
準備のご苦労を初めて映像で見ることができ有意義
でした。私たちも今後、何らかの方法でお手伝いで
きるとよいと思います。
（40代 女性 主婦）
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活動紹介

お知らせ ＆ 募集

■祝島イラストマップを活用し

■「祝島フォトコンテスト」に133点の忚募がありました
第１回祝島フォトコンテストは、10月15日で作品の忚募を締め切りました。

ましょう！
昨年製作した「祝島イラスト
マップ」、このたび東京で開催

「神舞」部門で58点、
「自由作品」部門で75点、合計133点の作品忚募があり
ました。ご忚募いただいた皆さん、本当にありがとうございました。

された「祝島の神舞」ビデオ上

10月18日に１次審査を行い、

映会でも参加者の皆さんに配ら

各部門の金賞・銀賞、そして審査

れましたが、このように祝島を

員特別賞が決まりました。なかな

アピールできる機会がありまし

かの力作ぞろいで、審査の方はか

たら、どんどん活用していきた

なり難航しました。10月31日の

いと思います。同窓会で配りた

祝島万葉祭の会場（中学校体育

いとか、友人の結婚式で配りた

館）にて、２次審査を行い、島民

いということでも結構です。イ
ベント名と必要枚数をお知らせ
いただきましたら、会員の皆さ
んのご要望には、予算がなくて
もできるだけ対忚しますので、
ぜひご一報ください。

特別賞が決まる予定です。受賞作
品は11月初めにホームページ等で
発表いたします。
１次審査会の様子

また、忚募いただいた作品は、

学校での展示をはじめとして、祝島郵便局や近郊の銀行ロビーなどでも展示させ
ていただき、祝島のアピールに一役買ってもらおうと思っています。もし、皆さ
んの方で展示できる場所などありましたら、ぜひご連絡ください。
尚、受賞作品は次号にて紹介させていただきますので、お楽しみに！
●祝島フォトコンテスト・ホームページ
http://www.iwaishima.jp/photocon/

編集後記
皆さん、いかがお過ごしでしょうか？ 今年は夏から秋にかけて台風・噴火・地震と、日本列島は各地で大きな
自然災害に見舞われて大変な状況ですね。一日も早く復旧されることをお祈りいたします。祝島でも台風18号で
は大変な被害が出ました。８月の神舞は大変な賑わいでしたが、９月にも台風の被害のために家の修理などで帰省
された人が多く、週末ごとに妙な賑わいでした。
さて、今年の神舞では、私は初めて櫂伝馬の太鼓を叩きました。入船で海を回っている時に、岸壁からの拍手を
受けると、櫂伝馬に乗っている方も“せえ”が良くてとても力が入ります。港に入っていく時は興奮して本当にド
キドキしました。まさに晴れ舞台です。祭りは見るよりも参加する方が、やはり面白いですね。ただ、参加してい
ると写真が撮れないのが、ちょっと困りものです。できればもう一つ体が欲しかったです。
このところ会報のページ数と部数が増えてきて、印刷にとても時間がかかっていたので、今回からプリンタを変
えました。今まではプリンタ２台に半日つきっきりで印刷していましたが、今度のは自動で両面印刷でき、スピー
ドも格段に上がりました。ただ、物事にはやはり一長一短があって、写真の画質は前の方が良かったですね。その
点はご容赦願いたいと思います。 次号は来年1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/
台風にもめげず、実をつけた三浦のコッコー

