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 ４月８日、桜の花の咲く中で祝島小学校の開校式と入学式が行われまし

た。島民の皆さんも参加して、大きな拍手の中で新一年生の蛭子みさきちゃ

んが入場。当日は地元のテレビ局や新聞社もたくさん取材に来ていました。 

 休校していた小学校が再び開校したことは、島の人たちにとっては大変な

喜びであり、大きな希望の光です。久しぶりに「海と空とにおおわれて～

♪」と、祝島小学校の校歌が流れ、新たな歴史を刻み始めました。 

 

祝島小学校・開校式＆入学式 

 祝島の昔の遊び「馬とび」 
     絵・しげむらみちこ 

ピッカピカの一年生・蛭子みさきちゃん 

「祝島の神舞」が農林水産大臣賞を受賞！ 

 「祝島の神舞」が、第４回むらの伝統文化顕彰・農林水産大臣賞を受賞

しました。この賞は、農林水産省の外郭団体「都市と農山漁村交流活性化

機構」などが主催するもので、島ぐるみで伝統の神舞を継承し、島の活性

化に貢献している点や、神舞を通じてまちむらの交流を促進していること

などが高く評価されました。 

 ２月２３日に東京・イイノホールで開催された「オーライ！ニッポン全

国大会」に、神舞奉賛会代表の橋部さんが出席して表彰を受けました。 

行
く
ど
ー 

島の人たちも式に参加しました 

賞状と記念のトロフィー 授賞式、島村農水大臣より 
表彰を受ける 



＜連載＞ 祝島の歴史を探る（13）  ～祝島の民家～       蛭子 葉子 

 前回祝島の家屋にふれたので今回は建築的な視点か

ら島の歴史を考えてみたいと思います。 

 木村先生が紹介した平さんの石垣にはとても感動し

ましたが、それ以上に興味をひかれたのが平さんの山

小屋です。内部の詳細な写真と資材の調達の方法が書

かれている記事を読んで、ここには「民家」の原型が

あると感じました。庶民の暮らす建物は「民家」と呼

ばれ各地方の気候風土にあった個性的な形と文化を継

承しています。民家の工法は単純明快で奇をてらうこ

となく四角四面の納まりを組み合わせて構成されてい

ます。伝統的な木割、規格化された部材や仕口の組み

合わせにより空間に秩序が生まれ、プロポーションも

きれいです。残念ながら都心では防火的な制限があり

木造の場合、主要な構造部である柱・梁等の構造材を

そのまま意匠に使うことが難しく耐火被覆のために

ボードやモルタルなどで囲ってしまうことになり、木

造本来の魅力が薄れてしまいます。さらにこの十数年

で多くの木造建築が機械化（プレカット）され、きち

んと在来工法の仕口を刻める人は少なくなりました。

仕事も専門分化し、ハウスメーカーの住宅などは材料

をメーカーから支給され、下請け業者（大工）がプラ

モデルのように組み立てるだけというようなものもあ

ります。これらは「民家」の特徴のひとつである"技術

の継承"という意味をも失っています。   

 山小屋を建てた平さんのお父さんは、大工でもない

のに材料を見極める目とそれを納める総合的な判断力

をもっていて、大工がなくした技量をそなえていま

す。それは平さん自身が自然と向き合いながら農業を

する中で学びとった知恵であり、それを暮らしの中で

活かす能力を身に付けていたからでしょう。祝島の民

家はそういう人達の知識の集積と技術の継承によって

建てられたものなのです。 

 

 初回は別図の家屋から話を進めていきます。間取り

は四間取り・田の字型の典型的な西日本の民家の間取

りです。文化8（1811）年に建てられた建物は幾度

かの改修が行われて200年近い歳月を経た現在も立派

に使われています。文政12（1829）年の大火で残っ

た数少ない建物で上関町内ではもっとも古い家屋にな

るそうです。図の間取りは昭和40年頃のもので納屋等

はなくなっていましたが建物の形態から建築当初は農

家であったのでしょう。「ヘヤ」となっている部分は

建築当時、納屋や家畜小屋であったと思いますが、肝

心の人間の住む部屋が北向きというのは祝島が北に向

いて開けた集落だからでしょうか。三浦から本土側の

現在の集落を形成していく経緯については建築的にも

歴史を考える上でも大変興味があります。 

 この家屋の場合、柱・梁はもちろん板材にいたるま

で全て肥（赤）松です。松は硬いので梁・（見えがか

り以外の）柱によく使われます。硬いということは加

工が大変でもあり板材などには一般的に柔らかい杉が

使用されることが多く、これも祝島建築の特徴の一つ

だと思います。祝島ホームページにもスイサンカの大

きな松の写真がありましたが、昔は海岸沿いにすばら

しい松林があったそうで、切り出しやすい場所に豊富

にあったのでしょう。壁土も島内のもので、一昔前ま

では粘土質のいい土がそこら中にあったということで

す。 

 さらにこの家には島では数少ない蔵があります。蔵
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祝島に残る民家の間取り図 



も文化８年に建てられましたが、大火の時に蔵だけ焼

失してしまい（蔵の役目をはたしていない！）明治

10年に建替えられたそうです。蔵の形は氏本家と同

じで、五重の塔によく似た芯柱から８本の丸太で支え

る木組みとなっていました。棟梁は普賢寺の改修には

必ず参加した宮大工・新庄林左衛門だそうです。面白

いのは蔵の外壁で、通常外壁の腰には「なまこ壁」と

呼ばれる平たい瓦を並べ、目地を漆喰でなまこのよう

な形に盛り上げるのが一般的ですが、ここでは道に面

する部分は練塀となっていました。母屋も防火のため

でしょうか隣地や道に面してはほとんど開口部があり

ません。大火の後、島で最初に瓦屋根となった槌谷家

以降（藁葺・板葺よりも）火災に強い瓦屋根は次第に

島に普及していきました。建築に関わる資材は島内で

調達していましたが、唯一瓦だけは島外から材料と職

人がきていたようです。 

 この標準的な家屋の他にも地形に合わせた建物、家

屋の真ん中に池のある建物、別の地域から移築された

建物など面白い形態の家屋がたくさんありますので、

機会あるごとに紹介していきたいと思います。人間の

知恵で開発した技術により継承されてきた民家の姿に

は、自然と共存してきた暮らしやそこに住む家族の歴

史が現れています。それらを集めて図面化していくこ

とで島の独特の風景を作り出している「屋並」の魅

力、さらには集落としての成り立ちが見えてくるかも

しれません。 

 

 木村先生の妹である看護婦の千枝さんが｢今の若い

お医者さんは人を診ないで教科書を見て診察してい

る｣というようなことを言っていました。はっとさせ

られる言葉です。建築についても同様、現代建築は構

造計算や科学的な根拠に基づいて全てが決定されてい

きます。逆にそれさえ守れば大丈夫というような過信

も生まれます。しかし私達は地震や津波に象徴される

ように、予測もできない出来事に遭遇します。常に

「自然」に対する謙虚さを忘れてはいけません。が、

それと同時に平さん達親子が示してくれたように、人

間には本来、自然と共に生きる能力があり、自然と対

峙する中でつちかってきた私達の潜在能力を、もっと

信じてもいいのかもしれません。その潜在能力を養う

ことの大切さを生死の現場で働いてきた千枝さんは言

おうとしたのでしょう。 

             （取材協力：蛭子公雄） 
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 写真：月刊「左官教室」の表紙を飾る祝島の練塀 
 

 表紙が黄色になっている加減で黄身かかった塀

はイタリアかどこか？と見まがうばかり。このデ

ザイン、是非どこかの建物で使ってみたいです。 

   写真：木の殿堂（清水建設ＨＰより拝借） 
 

 大阪からこれまた遠く、車で3時間くらいの距離

にある「木の殿堂」。常設展示で日本各地、海外の

民家を紹介しています。湯村温泉やハチ北に行かれ

る際は足を伸ばしてみて下さい。 



 

普通タイと言えばこの真鯛です。スーパーなどには

チダイも「タイ」として出ていることが多いと思いま

すが、祝島ではちゃんと区別して呼んでいます。 

タイは底近くを泳いでいる魚で、釣り上げると浮き

袋が膨らんでいます。水圧への調節機能は弱いようで

す。釣り上げたタイが手元ではずれたのが、少しの間

ぷかぷか浮かんでいることがあります。タマ（魚をす

くう網）が届かないところに浮かんでいるのを見る

と、思わず飛び込みたくなります。飛び込みたい衝動

を抑えた後で、きっと「クッソー」とか、「はーっ 

しもうた」とか、繰り返し独り言を言った漁師さんは

多いのではないかと思います。余裕のある漁師さんは

「おー、もっとおっきゅうなって戻って来いよ」と言

う人もいるでしょう。 

釣る前の期待、釣り上げる間の独特の感触、釣り上

げたときの姿、匂い、必ず刺すハリ、逃がしたときの

独り言、やはり祝島ではタイが面白い魚だと思いま

す。 

ハリと言うのは浮き袋をつぶすために尻の近くに差

し込む竹で作った串のような道具ですが、百発百中は

難しいものです。上手な人も当然います。誰が上手か

聞いてみるのもまた面白いと思います。笑い話もきっ

と沢山あるでしょう。 

肴にはどんなやり方でもできると思います。私は刺

身や、焼く、煮るくらいしかやったことがないのです

が・・・。 

自然のタイは尾びれのふちが黒いです。 
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＜連載＞魚・さかな・肴（13）  ～ マダイ ～           木村 力  

 ＜連載＞花*花クイズ（12）                    橋部 好明 

 前回の花＊花クイズ

の答えは、エンドウで

す。 

 この花は改良された

栽培種ですが、祝島で

は露地栽培で、保温し

なくても開花します。

それほど祝島の気象は温暖なんだなあ、ということを

表したくてエンドウをとりあげました。 

 翼を広げた白鳥が舞い降りるような、そんな雰囲気

が寒気の中、レンズの向こうで感じられます。 

 

 さて、今月のこの花は？ 

山路を歩いていたら、突如、黄金の輝きが・・・・。

しかも八重咲き。祝島でも咲くのですね。 



会員リレーコラム（13）  ～浜本 愛子さん～ 

 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13回目は、かつて祝島小学校に赴任されていた浜本

愛子先生の登場です。 

 みなさん初めまして。祝島よりちょっと大きい島

“屋代島（大島郡）”に住んでいる浜本愛子と申しま

す。島を離れて５年ですが、友だちから「今、祝島よ

ね？」と言われるぐらい、友だちには「私＝祝島」の

イメージが強く残っているらしく、そんな「私と祝

島」の関係について自己紹介も兼ねてお話ししたいと

思います。 

 

 あれは９年前の春のこと。私が大学を卒業して初め

ての勤務したのが祝島小学校でした。この３月に祝島

中学校を立派に卒業した木村涼君がピッカピカの１年

生、そして父親同様クリクリとかわいい目をした清水

陽子さんが２年生の時でした。そしてこの２人を担任

することになったのがこの私。そこから私の祝島人生

の始まりです。素直でかわいい子ども達や個性的な

（！？）保護者、心優しい地域の人との出会いがあり

ました。出会いといえば…梅雨時期に小学校に行く石

段で見つけた「巨大ミミズ」や住宅の壁を歩いていた

「巨大ムカデ」は一瞬言葉を失うほど衝撃的なもので

した。あと、ピチピチと飛び跳ねる魚。もちろん大島

でも見かけますが、台所での私と魚の１対１の出会い

は初めてで、「これをどうしたものか…」と考え、母

親の見よう見まねで悪戦苦闘しながらさばいたことも

ありました。 

 そんなこんなで充実した日々を送っていると、あっ

という間に３月。別の小学校への異動が決まり、「わ

かしお」の上から涙・涙・涙…の別れ。紙テープを握

りしめ、見送りに来てくれた人たちが見えなくなるぐ

らいまで手を振り続けました。 

「あぁ、これでお別れなんだな…(涙)」 

 

それから１年… 

また桜が咲く季節になりました。 

「この４月から祝島小学校でお世話になります。浜本

愛子です！」 

そうです、まさかまさかの再着任だったのです。島の

人たちに「ありゃ、先生また戻ってきたんかね。」と

笑顔で出迎えてもらえたことが（私にはそう見えまし

た！）うれしかったことを覚えています。そして結局

３年間祝島で生活し、思い出は数知れず。 

 

 それから、地域の行事といえばなんといっても「神

舞」。恥ずかしながら祝島に行くまで神舞というもの

を知りませんでした。準備に活気づく雰囲気をひしひ

しと感じ、私も公民館で神様の名前が色画用紙に書か

れたもの（正式名がわかりません…）を切り抜く作業

の手伝をしました。（手と同様、口もしっかり動いて

いたといわれそうですが…）そして初めて経験する神

舞は何もかも鳥肌がたつような感動を味わいました。

その感動が忘れられず、少しでも多くの人に知っても

らいたいと思い、現在、神舞ＰＲ大島支部（！？）と

して、神舞の季節になると父が撮った写真やポスター

を飾って近所の人に紹介しています。 

  

 …とまあ、こんな私ですが、祝島が大好きな会員の

一人としてこれからもどうぞよろしくお願いいたしま

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（９）  ～かんぴょう煮～      祝島・食べてみ隊 

 12月末から立春にかけて、祝島の潮風と太陽の光を

たっぷりと浴びた寒干し大根（かんぴょう）。無農薬の

大根を使って手作りされた祝島のかんぴょうは、年々

ファンが増えていくようで、今年は早くも売り切れと

いうことです。 

 今回はこの寒干し大根を使って、かんぴょう煮を

作ってみました。かんぴょう煮は、法事や集まりごと

があると、必ず作る一品だそうです。 

 ところで、このかんぴょう煮のミソはゴマ、と思っ

ているので、ぜひとも横山のゴマが欲しいところでし

た。でも、横山さんのおばあちゃんが具合が悪くて、

今は作っていないとのこと。残念！ぜひまた復活して

ください！ 

 

 

＜材料＞   （目安として３～４人分） 

 かんぴょう  半袋   

 里芋     数個 

 こんにゃく  半分   

 早煮昆布   １本 

 ニンジン   半分   

 ゴボウ（小）  １本 

 あぶらげ   １枚  （または厚揚げや豆腐など） 

 ゴマ  大さじ数杯 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜作り方＞ 

①かんぴょうをよく洗い、15

分ぐらい水に漬けて戻す。柔ら

かく戻ったらざるにあげてお

く。柔らかいのが好きな人、あ

るいは時間がないという場合に

は、さっとゆでて使ってもよ

い。どちらにしても、戻し汁は

後で使うので捨てないで取って

おく。 

 

②ダシを取る。しっかりしたダ

シを取りたいので、昆布といり

こを使用。 

 

③その他の材料を食べやすい大

きさに切る。 

 

④かんぴょうと切った材料を油

で炒めた後、だし汁と、先ほど

の戻し汁をひたひたになるよう

に入れる。戻し汁とだしの割合

は半々にしました。 

それと同時に、煎ったゴマをす

りつぶして、分量の半分ほど入

れる。 

 

⑤材料が柔らかくなったら、み

りん、砂糖を入れて弱火で７～

８分ぐらい煮る。砂糖は多めに

して、甘辛くした方がおいし

い。 

 

⑥醤油で味を調え、残りのゴマ

を入れて出来上がり。 

 

 

 左の完成写真の奥は、かんぴょうの三杯酢漬。 

１袋を一緒に水で戻した残り半分を、そのまま三杯酢

に漬け込んで、唐辛子を振ったものです。 
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祝島大好き人間 （４）  祝島ファン（郷土史研究家）  井上美登里さん 

      「優しきトトロの島へ」 

 

 「祝島を一言でいうと、猫バスが通るトトロのいる

ような所･･･」 

新しい祝島支所長の言葉で、ちょっと面白い。 

 坂道を登り、少し遠くへ足を運ぶと、雑木林に囲ま

れた行者堂と周辺の大石群、道端の草に季節の野花が

風にゆれる風景は、確かにどこか郷愁をさそってなつ

かしい。坂を上り下りしながら歩く。石の練塀が異国

風な感をかもしだす町並みに、昭和30～40年代とお

ぼしき家々が目に温かく映る。多くの生活の不便さを

島民同士助け合い補っているであろう日本の古き良き

時代がそこにある。 

 祝島に魅せられて、ここ数年何度も足を運んでいる

（といっても、海の上は歩けないので、船におまかせ

だけど・・・）。新鮮な海産物、加工品（絶品ぞろ

い、中でも枇杷茶と切干大根は特に）、石の練塀、祝

島神舞など々々、魅了されるものは沢山あるが、私が

もっとも心を惹かれているもののひとつに、雑木林に

残る積石塚（つみいしづか）群に磐座（いわくら）が

ある。磐座（いわくら）は古代の祭祀場跡であること

から、古くから祝部（はふりべ）によって祈りを捧げ

ていたことだろう。 

 「何時のころからか、私たちは人の幸せを妬み、人

の幸せを祈ることを忘れてしまった･･･」テレビドラ

マの中に、こんな胸をゆすぶるせりふがあった。人々

が私利私欲や名誉欲を減らして、お互いに許し認め合

う優しい心を持って、人の幸せを祈ることができれ

ば、生きるのに不器用な人も心豊かに暮らせる･･･そ

んな素直な気持ちを思い出させてくれる島でもある。 

 また、祝島は桜の島でもある。春には山が桜色に染

まるほど美しい。神職の方から、「さくら」の「さ」

は神、「くら」はその場所という意味があると教えて

いただいた。このことから、桜は神が居ます所という

。そう聞いて祝島を眺めれば、また違った趣があっ

て、いよいよ美しく島は海に映える。 

 

― 願わくば 花の下にて 春死なん ―  西行 

 

 上空からみればハート（心）形なる祝島は「イワイ

島」、一文字寝かせると「イコイ島」。傷つき疲れた者

の心を癒すには最高のハートの島だ。リフレッシュの

ために、心優しき人々よ！祝島へ行こうヨ。 

 

狸と狸。右の狸が私です。 

 シリーズ第４弾は、上関町室津に在住の井上美登里さんの登場です！ 井上さんは遺跡や古文書の研究をさ

れていて、祝島の平家塚に関する井上さんのレポートは、この会報でも過去に２回ほど紹介させていただきま

した。もしかしたらこれからも記事を書いていただくことがあるかもしれません、よろしくお願いします！ 

昨年の神舞の時の記念写真 

橋部さんの案内で祝島の遺跡調査 
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 祝島の昔の写真をデジタル化しました               國弘 秀人 

 前号のお知らせコーナーに掲載した、祝島の昔の写真のデジタル化作業を、３月にマーティンさんと共同で行

いました。おかげさまで島の皆さんに多くの写真を提供していただきました。この場を借りて御礼申し上げま

す。マーティンさんは、デジタル化した写真データを携えて３月末にイギリスに帰国しました。今後の研究に役

立ててくれると思います。 

 せっかくですので、ここでデジタル化した写真の中からいくつか紹介したいと思います。  

スイサンカには大きな松があった 

現在の大津商店の所に学校があった時代の運動会 

昔の鳥居山はずいぶん大きかった まだ波止がない時代の神舞 

にぎやかだった保育園 

かつては島内に楽団がいくつかあった 
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Let’s Learn English in Iwaishima !      岸本 智恵美 
  

Dennis 
（デニス） 

  Part1.   Dennis’s first visit to Iwaishima (12)     

（フミちゃん） 

  
Yes. We felt very sad, too. I hear Iwaishima J.H.S has just 

closed this March. How sad … !  
（祝島中学校が、この三月に休校になったって聞

いたんだけど。悲しいな・・・！） 

（はあ、わしらも悲しいで。） 

Fumi-chan 

Hashibe-san 
（橋部さん） 

＜おわび＞  祝島中・野球部再創設史 『君の瞳は１００万ボルト』はお休みです。  

 好評の祝島中・野球部再創設史『君の瞳は100万

ボルト』は、著者多忙のため今回はお休みさせてい

ただきます。次号をお楽しみに！ 

 尚、著者の松村先生は４月から田布施西小学校に

赴任されました。 

 

（ほいじゃが他にえいニュースがあるんで。わくわくせるで。祝島小学校に

この四月に新入生が入るんで！） 

But we have some good news. It is exciting.  We have 
a new student at Iwaishima Elementary School this April. 

Everybody on our island feels very happy that the 
school will open again.  We have been waiting for this 
day for a long time.  We can sing the school song again ! 
（島中の人が、また開校せるのを大喜びせようるんで。この日をどれ程長い

間待っちょったか．．．。また校歌が歌えるだい！） 

How  
  cool !! 

 マット松村です。 

次回は必ず書きますの

で、まっとって下さい。 

なーんちゃって！ 



■「第４回祝島不老長寿マラソン」を開催します。 

 昨年は神舞準備のためにお休みしましたが、今年は下記の要領にて開催するこ

とになりました。ランナーとして、大会ボランティアとして、皆さんのご参加を

お待ちしています。今回は開催日がお盆休みとは離れますので、ボランティア不

足が予想されます。お近くの方はぜひご協力お願いします。 

 

［開催日時］2005年8月7日（日） 8:00スタート 

［種目・参加費］13km（3000円）、2km（2000円） 

［参加賞］大会オリジナルTシャツ、祝島特産品等 

［募集人数］約100名 

［参加募集期間］5月9日～7月15日（必着） 

 ※詳しくは下記の大会ホームページをご覧下さい。 

  ◎「祝島不老長寿マラソン」ホームページ 

     http://www.iwaishima.jp/marathon/ 

 ※ボランティアの応募はいつでも受け付けます。ご連絡は國弘まで。 

 

■おくやみ 

 本会の設立当初からの会員であり、祝島郵便局長の重村芝郎さんが4月21日

に病気のため亡くなられました。重村さんには、本会の活動をさまざまな面で支

援していただいておりましたので、とても残念でなりません。 

 謹んでご冥福をお祈りいたします。 

活動紹介 
■会報に関するアンケート結果 

 年末に行った会員アンケート

の中から、会報に関するご意見

をいくつか紹介します。 

  ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ 

◎郷土料理、祝島の山野草等もっ

と知りたい。 

◎連絡がつけば、昔、島の学校に

来ていた先生方にも思い出話を書

いて欲しい。 

◎今ある記事と隔回交替で、①昔

ながらの漁法、②昔の写真を入れ

混ぜながら島のお年寄りの話を掲

載してみては。 

◎皆さんの祝島に対する深い思い

や誇りが感じられて「祝島のすご

さ」を新たにしています。 

◎毎回楽しみにしています。皆さ

んのプロフィールが知りたい。 

◎遠く離れている島出身者にとっ

て貴重な情報源です。編集者権限

で、会員にどんどん指名して原稿

など書かせればよいのでは。 

お知らせ ＆ 募集 

袋掛けの終ったビワ畑。もうすぐ出荷だ。 

 桜の花も散り、初夏の陽気になってきました。２月～４月の３ヶ月間は、嬉しかったこと、悲しかったこと、淋し

かったこと、そして新しい生活の始まり、本当にいろいろなことがありました。嬉しかったことといえば、表紙の

ページでも紹介していますが、なんといっても休校していた祝島小学校に新一年生が入学して開校されたことです。

一年生のみさきちゃんは結構しっかりしていますよ。一方で、残念ながら祝島中学校は休校となり、三年生の清水君

は４月から１年間、上関中に通学することになりました。涼くんは高校生活、木村先生は４月から大島へ赴任、松村

先生は田布施へ、そしてマーティンさんはイギリスでの生活と、それぞれ新鮮な気持で毎日を送られていると思いま

す。私も４月から上関町内の小中学校のパソコンの授業を担当することになり、とてもいい刺激を受けています。ど

の学校の子供達も素直で元気でかわいいですね。そうそう、上関中では三年生の技術家庭の時間にパソコンをやるの

で、祝島から通っている清水君もいます。三年生の中では清水君が一番たのもしく見えました。 

 さて、ゴールデンウィークも始まりました。すでに祝島に帰省されている方もいらっしゃいますね。蓬莱館で飲む

のを楽しみにしています。ゴールデンウィークが明けたら、もうマラソン大会の受付が始まります。また忙しくなり

そうです。お手伝い大募集中です！    次号は７月発行の予定。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。  

編集後記 

 《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/ 

第３回大会 
13km初挑戦の涼くん 


