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 神舞の入船・出船神事で、神様船

を先導する櫂伝馬船が、財団法人自

治総合センターおよび山口県のコ

ミュニティ助成事業の指定を受けて

新しく建造されることになりまし

た。新庄造船所で昨年11月から作

り始め、すでに80％程度出来上が

りました。あとは、櫂を造り、ペン

キを塗ったり小物を取り付けたりし

て化粧したら完成です。 

 今ある櫂伝馬船は、現棟梁・新庄和幸氏のお父さん（信一氏）が46年前

（昭和35年）に作った船です。「親父に負けない良い船を造って後世に残

したい。」と一心不乱に製作に取り組む和幸氏の姿は、まさに匠。見事な船

が出来上がりつつあります。 

 新しい櫂伝馬船は、全長11メートル、幅2.1メートル。漕ぎ手20人乗り

の大きさです。出来上がるにつれて、テレビや新聞等マスコミにも次々と取

り上げられています。 

 5月5日（祝）には船おろし（進水式）が行われる予定です。また、船名

は公募されることになりました。応募についての詳細は10ページをご覧下

さい。 

新しい櫂伝馬船を建造中です 

 島ネコ物語  絵・しげむらみちこ 

完成が近づき、お正月飾りの櫂伝馬船 

→7ページにも櫂伝馬船の記事があります 

練り塀からド根性大根現わる！ 

 西方の山本商店横の練り塀から

ヒョッコリ顔を出した葉っぱをよ

く見ると、なんと！ド根性大根！

（じつはカブらしいです） 

 お正月には「今年も良い１年で

ありますように」と、しめ飾りも

飾られました。寒風にも負けず、

今も青々とした葉を付けて、道行

く人々に明るい話題を提供してく

れています。 

 山口放送の「熱血テレビ」にも

登場しました。 近づいて 
よく観ると・・・ 



 年明けすぐに大阪市では初めて認可された新型特別

養護老人ホームの地鎮祭があり出席しました。地鎮祭

は建物を建てる前に土地の神様をお祀りして敷地を清

め工事の安全を祈願する祭です。設計者にとっても実

施設計が完了し、工事監理が始めるけじめのときでも

あり、神主さんからお払いを受けると責任の重さに気

持ちがひきしまります。 

 さて、昨年構造計算書の偽造という想像もつかない

事件がおこりました。この事件を特異なケースと考え

る建築の専門家は多いのですが、建築業界の社会的信

頼は一気に失われ

たような気がして

なりません。しか

し、私の周りの建

築家は、みなその

職務に誇りを持

ち、労力を惜しま

ず日常業務にとり

くんでいます。ま

た、そうした努力

の積み重ねが後世に残る建築物を創り出すのだと信じ

ています。それは古来から伝わる伝統的建築物に携

わってきた棟梁にも同じことが言えるし、その下で学

んだ大工などの職方も同様です。そしてそれらの名も

なき人々が伝承してきたものがここに紹介する民家建

築です。少しでもそういうものに近づけるよう精進し

なければと気持ちを新たにした地鎮祭でした。 

 

 今回は「松屋」と「綿屋」の2軒の民家を紹介しま

す。いずれも私が勝手に任命した島の歴史調査隊員 

唐木正雄氏と私の父に民家の図面を書いてもらいまし

た。久しぶりに見た手書きの図面に感動し、そのまま

ここに掲載することにします。 

 二軒共水廻りが増築・改築されていますが形態や構

造材は建築当時のまま残り興味深い建物となっていま

す。屋根は社会的地位の象徴であるといわれますが、

ふたつの民家の屋根も象徴的です。社会的側面から見

るのも面白いのですがそれはまた別の機会に紹介しま

す。 
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＜連載＞ 祝島の歴史を探る（15）  ～祝島の民家 Part２～    蛭子 葉子 

 特別養護老人ホーム“寿幸苑”地鎮祭   
    写真：㈱田中都市建築事務所 

■綿屋 

 「綿屋」は網元の家で、大正4年に建築されまし

た。北（海）に面して玄関が設置され、規模といい間

取りといい網元としての風格をそなえた立派な建物で

す。構造材は祝島の松、板材は杉板を使用、基礎・土

間には全て御影石が使われ、建築当時の財力が偲ばれ

ます。中庭となっている部分は私達が子供の頃まで

池になっていて迷路のような間取りといい、子供に

とってかっこうの遊び場でした。 

 

 図面作成・調査：蛭子公雄  昭和20年代の「綿屋」 
        写真提供：重村定夫 
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■松屋 

 「松屋」は大正12年に四代から移築された建物で、

建設から70年、移築されてから80年、計150年を経

た建物です。前回紹介した民家と母屋は同じ間取りで

すがこちらは南に向いて開き、「松屋」の象徴である

長屋門が付随しています。主な材料としてはケヤキが

使われています。さらにここでも庭に「蛭子神」が祭

られています。江戸後期に建設されているので、元の

持主は庄屋か名主の家であったのでしょう。 

 図面作成・調査：唐木正雄 
 写真提供：橋部好明 

▲「松屋」遠景 
建物の規模を象徴する大屋根と漆喰のコント
ラストが美しい！ 右側が長屋門です。 

 ▲“えべっさん”の鬼瓦 
鬼瓦は邪気を払う魔よけの意味で設けられますが
ここでは福を呼ぶように設置されたのでしょう。 

▲庭に祀られた｢蛭子神｣ 
これと同じような祠を見かけます。祠の形状に 
ついて調べてみるのも面白そうです。 

▲土間 
床下も収納として有効利用されています。建具 
も含め島にはこの形態が多いですよね。 

▲小屋組み 
材料の特性を生かした組み方をしています。 
梁もケヤキです。 



 

メバルを祝島ではネバルと言います。子供の頃から

親しい魚の一つです。 

ネバル釣りは、冬から春にかけてでした。東の波止

のヒテイシ（捨石―土台）の外側に竿先が出るくらい

の長い真竹を山から切ってきて、タメシて、それで

釣っていました。タメスというのは、青竹をあぶって

真っ直ぐにすることです。 

家の近所にキンジロウさんという私より四つくらい

年上の人がいて、中学生ながらネバル釣りが大変上手

でした。餌は活きているオキエビや、オカエビ（タエ

ビ）でした。オキエビは漁師から貰うしかありません

が、オカエビは、山のツツミ（ため池）にすくいに行

きました。釣り糸や釣り針などは、ナカゴウの「木下

商店」で買っていました。 

釣れるネバルはキンネバル、アオタと言っていたよ

うに思いますが、どちらも同じ種類で、住む場所で色

がちがうということです。キンネバルは藻の中、アオ

タは岩場の穴や割れ目の暗いところを主なすみかにし

ています。アオタは大きくなると黒っぽくなるように

思いますが、普通言っているネバルはこれです。 

ネバルは卵胎生で、春先に、大きいお腹を押すと、

５ｍｍくらいのこどもが出てきて泳ぎ始めることがあ

ります。 

生まれて1～2年たったくらいの小さいネバルをワ

イナと言います。2年目から3年目くらいがワイナぶ

とり、3年目以上をネバルという感じです。 

ネバルは味のいい魚です。煮ても焼いても刺身でも

大変旨い。から揚げも良いですね。煮ると身がやわら

かいのですが、刺身は結構コリコリしています。ワイ

ナはよくセゴシや南蛮漬けにします。 

深いところには、オキネバルやヒノマル（トゴット

メバル）というのもいます。形はほとんど同じです。

ただ、ヒノマルは味も値段も極端に落ちます。 
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＜連載＞魚・さかな・肴（1６）  ～ ネバル ～           木村 力  

 ＜連載＞花*花クイズ（15）                     橋部 好明 

 前回の花・花クイズの答えはトキワススキでした。 

 関東地方以西の太平洋

に面した海に近い草地、

土手などに生える多年

草。大株を作って群生し

ます。 

 冬でも葉が枯れないこ

とから、常磐ススキ、あ

るいは寒ススキとも呼ばれます。穂は銀白色で、とて

も優雅。しかも花期が長く、祝島では７月頃から咲き

始め、今も咲いています。祝島には、二カ所大株があ

ります。 

 

さて、今回の花は？ 

何となく、気品を感じませんか。 

これは何の花？ 

ワイナのセゴシ アオタ（ネバル） キンネバル 



会員リレーコラム（1６）   ～坂本 正幸さん～ 

 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1６回目は、昨年10月から祝島郵便局に来られた新

しい局長さん、坂本正幸さんの登場です。１月に会員にな

られたばかりですが、早々と登場していただきました。 

 

 会員のみなさん初めまして、私は17年10月より祝

島郵便局に勤務しています坂本正幸です。18年間光

市で育ち、高卒で久賀郵便局に就職し、橘郵便局、上

関郵便局を経て、ここ祝島に転勤して参りました。 

 じつは15年4月に上関郵便局に勤務するまでは、

祝島のことと言えば前任重村局長を知っていると言う

だけで島がどの位置にあるのかも知りませんでした。

同年の上関水軍祭りで祝島へ渡る機会ができ、このと

き生まれて初めて祝島の地へ。そのときは急なことで

20分の滞在時間ということもあり一部分しか見るこ

とができませんでした。大きな要塞のような島、石積

みの壁があって、祝島郵便局の局舎が綺麗だなって感

想・・・。（ここにひとり住んで勤務するなんて夢に

も思ってなかった。）帰宅後、祝島のことを知りたく

てインターネットで検索しました。そのとき目にした

のが祝島ネット21でした。（地図で島の位置を調べる

のが当初の目的だった ^_^; ） 高齢化が進んでいる島

だってことは知っていたので、周防大島町（旧：東和

町）のようにたくさん高齢者がいらっしゃるという思

いでした。私は乗り物にあまり強くないのでいつもほ

ろ酔い気分で船を下りると皆さんすごく元気なあいさ

つ！昼間も夕方もいつも島の人は元気！元気！ 

 今、日本では「除け者」意識を持って生きている高

齢者が多い。そんな記事を読んだことがあります。お

金を稼げなくなり、地域や家族に迷惑をかけていると

いう負い目を感じて生きがいがなく、健康に幸せ意識

を持って生きることができない。高齢者のほとんどが

時間を持て余している。それなのに、地域や家庭に貢

献できずにいるから、老け込んでしまうのです。一

方、都市部に比べて逆に過疎化している地域では、自

治会の役員、ゴミ出し場の整理、町内会の集金、地域

の集会の準備、子供たちへの伝統教育、地域の寝たき

り老人の介護などを高齢者が交代でしています。そう

することで自分に自信ができ、地域や家庭も高齢者の

価値を見直し、町を活性化させるのです。ここ祝島で

高齢者の方々が元気いいのは生きがいがあるからだと

思います。私も、「郵便局が地域になくてはならない

存在」と言われるよう島の皆さまに支持され、島の

ほっとな情報ステーションとなるような郵便局づくり

を生きがいにして頑張らなければ。。。。 

 この間、祝島ネット21をアクセスしていたら、

「私、5歳の頃に祝島に３ヶ月いたのよ。おじいちゃ

ん大工だったから小学校を直すのに泊り込みでね。島

の人によくしてもらったわ。」と母親が言いました。

55年前、母がお世話になったこの地で、今は私が島

の方にお世話になっています。仕事を通じてだけでな

く少しずつでも何かしらお手伝いすることができれば

と想い、会員になった私です。 

 

 

 

 

 

 先日行いました役員人事の投票の結果、祝島ネット

21の今年度の役員が下記のように決定いたしまし

た。一年間よろしくお願いいたします。 

 

  ◎会 長  木村 力 

  ◎事務局長 國弘秀人（副会長兼務） 

  ◎会計係  重村通子 

  ◎監 査  橋部好明 

  ◎監 査  内山留美 
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今年度の役員が決まりました 



＜連載＞ 『聞いてみん菜・食べてみん菜』  
   祝島懐かしの料理（１２）  ～ ばあばあちゃんの「いりだい」 ～   祝島・食べてみ隊 

 昔、小さい頃ばあばあちゃんによく作ってもらいま

した。それがおいしくて大好きでした。ばあばあちゃ

んと「いりだい」が重なって思い出せるくらい懐かし

いです。 

 成長するとともに故郷を離れ、日々多忙を極める都

会の生活の中で、あの田舎らしい優しいあったかい味

を、ふと思い出すことがあります。今回、初めて母に

「ばあばあちゃんのいりだいを作って！」と頼みまし

た。何と、いとも簡単に20分ほどでできました。記憶

にあるばあばあちゃんのいりだいとは見た目少し違う

ような気がしましたが、涙が出そうなほど懐かしくて

おいしかった・・・。祝島の味がしました。 

 

＜材料＞ 

牡蠣：（塩水で２回ほど洗うと臭みが違う。） 

（その他、焼き魚の身を入れるとおいしい、ハデンボ

ウとか・・・？） 

ネギ、水菜、白菜（他なんでも） 

かす：150ｇ前後 

みそ：80ｇ弱（祝島のが良いですね） 

水：３カップ弱（野菜を多く入れたら水分がでます） 

卵：（食べる直前に好みで） 

 

＜作り方＞ 

①土鍋（普通の鍋）に昆布だしの水をひたひたに入れ

ます。 

②かすをかき混ぜながら、溶かしていく。 

③かすがとけると材料を入れて、煮えると最後に味噌

を入れます。 

 

 

④食べる前に卵をまぜても良い。 

 

〔感想〕 懐かしいばあばあちゃんの思い出とともに

ずっと心にあった「いりだい」と、久しぶりに出会い

ました（「祝島ネット21食べてみ隊」のお陰です）。 

 こんなに簡単でしかも栄養満点だったのかと改めて

島の人たちの知恵に感動しました。おばあちゃんの知

恵袋とは、よくいったものです。昔の人は賢明です

ね。出稼ぎに行っておみやげに持って帰る「かす」、そ

して島の豊かな魚や野菜、それに手作りの味噌だけで

の味つけ・・・簡単クッキングで栄養満点です！ 

 かすを好きでない夫が「これやったらしょっちゅう

作って」と大変な気に入りようです。昔の懐かしい味

が私のレパートリーになりました。 

 

※今回の料理は、「いりだい」に深い

思い入れをお持ちのC.Ｋさんに作って

いただきました。 
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櫂伝馬船の製作風景  

 表紙のページでも紹介しましたが、現在、新庄造船所で新しい櫂伝馬船を建造中です。46年ぶりという貴

重な機会ですので、その製作風景をご紹介しましょう。 

艫の横板の飾り 

船底部分の製作 

棚板を取り付ける 漕ぎ手の腰掛部分を取り付ける 

舟元に舳先（へさき）を取り 
付ける（舟元を据えるという） 

舟元（かわら：船底）用の板を 
繋ぐために、叩いて固くする 

舟元を据える時はお神酒とタイを 
供えて、船にお神酒をかける 

完成に近づいた 

 狭い板を繋いで広い板にし、捻り曲げて、左右対称に合わせる。

トントンというリズミカルな金槌音。製作現場を見せていただく

と、新庄さんの技術の高さが良く分かります。 

 完成した後は、5月5日の「こどもの日」に船おろし（進水式）を

行います。出来たばかりの櫂伝馬船を漕いで、餅まきもやる予定に

なっています。ゴールデンウィーク中ですので、皆さんぜひ島に

帰ってきて参加してください。みんなで新しい櫂伝馬船の完成を祝

いましょう。 

マキハダ（防水に使う木の皮） 
を打っておく 

艫（とも：船尾）の部分 
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 ＜新連載＞  第三次瀬戸内カヤック横断隊レポート  「いざ！イワイ・シマ」 

 「おみゃ～よぉ、暇してんだったらよぉ、横断隊に

来いよ。」 

 人というものは人生の中でいくつかの忘れられない

言葉に出逢うものだ。 

 2005年10月8日、その日私は祝島にいた。今日は

島で21年ぶりに催されたおめでたい結婚式の日。華

やかな宴のちょっとした隙間に、瀬戸内カヤック横断

隊の話が湧いて出た。ん？横断隊？行きます！行きま

す！参加します！！！ 

 

 人生は人と人との巡り会わせ。俺は今まで出逢う

人、出逢う人との直感の交わりを何よりも大切にして

生きてきた。今の自分に必要なことと感じたら、例え

それがハイリスク・ノーリターンと感じてでも一点集

中でのめり込む。無論、結果としてそれが良いときも

あるし、悪いときもある。要は良いか悪いかではな

く、感性でいかに心のヒダを震わせることができる

か。これが今も昔も変わらぬ、俺の人生観。 

 

 祝島に２年間住んでいたこともあって、横断隊の話

はよく耳にしていた。これは一昨年から始まった企画

で今年が三回目だ。冬の時化る瀬戸内海を祝島から小

豆島までの約300キロを、カヤックで一週間かけて漕

ぎ切るというなんともプロフェッショナルな企画であ

る。参加者もプロのカヤックガイドばかり。元々は彼

らの技術向上のためという意味合いで結成された隊ら

しい。 

 去年は公民館で行なわれた歓迎会に顔を出させて頂

き、何人かの隊員の方々と面識があった。そのため、

各人が横断隊に抱いている想いは多少なりとも私なり

に汲んでいたつもりであった。けれどもその時は、こ

の潮流の激しい瀬戸内海を時化る時期に漕ぎ出そうと

いう男のロマンが、ほとんど理解できなかった。 

 

 しかし、結婚式の二次会で冒頭の言葉を投げ掛けて

もらったとき、不思議と私の頭の中は、横断隊という

ものがこのような先入観で支配されていなかったので

ある。それは何故か？ 確かに海の本当の怖さという

ものを知らなかったという理由もあっただろう。だが

今回の横断隊に対して、"漕ぐ意味"というものが自分

の中で強烈に、しかもしたたかにメラメラと燃えた

ぎっていたのである。それが今回の横断隊参加に対す

る最大の理由である。今ここで人と人とのつながり、

強いては自然と人間とのつながりというものを、意識

しなければいつ意識できるのだ！そんなことが頭の中

でめくりめいていた。それに付け加え、今回は昨年と

逆で小豆島から祝島を目指すコース。２年間お世話に

なった祝島に向かって一週間漕ぐ意義。それだけは、

他の隊員の誰よりも確固たるものだと自負していた。 

 

 横断隊とは自己責任で参加するものだと聞いた。こ

のとき、自己責任＝自分の判断で漕ぐこと。だと解釈

していた俺は後から大変貴重な体験をすることとな

る。実際問題私は、横断隊はもとよりカヤックの経験

がほとんどない。人と人とのつながりで漕ぎ出そうと

決めたので当たり前と言えば当たり前のことだ

が･･･。カヤックと言えば祝島在住のとき凪の夏の海

をレジャー感覚で漕いだことがある程度。横断隊に対

する装備も何も検討がつかなかった。ウェブ上や雑誌

で横断隊のことを目にしても「わぁ～、すげぇ～」と

いった感想しか出てこず、自分が実際に漕いでいる姿

が中々見えて来ない。今思えば既にこのときから横断

隊員は始まっていたのだ。参加者が猛者ぞろいだと言

う事も知らずに・・・。 

      

               ＜第２話につづく＞ 

今までのカヤック体験と言えば・・・ 
    祝島中の授業での祝島一周くらい 

 ～ 第一話 運命の宴 ～                           松村文彦 



 

祝島ネット２１会報 第１６号 Page 9 

Let’s Learn English in Iwaishima !      岸本 智恵美 
  

Dennis 
（デニス） 

  Part1.   Dennis’s first visit to Iwaishima (15)     

Toju-saa Hashibe-san 
（橋部さん） 

（伊美別宮社を訪ねたことありますか？） 

Dennis : 
Have you ever visited Imi-betsugusha? 

（藤樹さあ） 

 

 

（伊美別宮社は国東半島の端にあるんじゃあ。静かな場所で。） 

Hashibe-san : 
Yes, of course. Iwaishima has a long, deep, historical and special relationship 
with Imi-betsuguusha. 
I've told you about the festival "Kan- Mai", haven't I ? 
The model of the ship that was shipwrecked near Iwaishima a thousand years 
ago is displayed there.  It's very old, but very divine. 
（はあはい。祝島は伊美別宮社とは長うて深うて歴史的な特別な関係があるんで。神舞いう祭りの話をせたこ

とがあろうで？千年前に祝島の近くで難破せた船の模型がそこへ飾られちょるんで。古いが神々しいんで。） 

Toju-saa :  
Imi-betsuguusha is at the end of the Kunisaki Peninsula. It's a very quiet place. 

 Dennis : 
I hear that my friend visited there on New Year's Day. She was so impressed. 
She met and talked with Mr. Kirihata who is a chief priest of the shrine. 
Of course, he is also a descendant of the person who was on the wrecked ship. 
I really want to visit. So I can meet him. 
（僕の友達がお正月にそこを訪ねたそうなんです。彼女は感激していました。彼女はその神社の宮司さん

である桐畑氏と会ってお話ししたそうです。もちろん彼は難破した船に乗っていた人の子孫でもあるんで

すね。僕彼に会いに行きたいです。） 

 Hashibe-san :  
Yes, he is a great person. You should visit there some day. 
（はあ、あの人は立派な人で。いつか行きませえよ。） 



■新しい櫂伝馬船の名前募集！ 

 祝島自治会と神舞奉賛会では、新しく出来

る櫂伝馬船の名前を募集中です。 

 ひらがな３文字～５文字で考えてくださ

い。ちなみに、今ある二隻の櫂伝馬船の名前

は「てるつき」と「あきつき」です。 

 下記のホームページより応募できますの

で、ふるってご応募ください。募集期間は3

月15日までです。 

 ◎櫂伝馬名募集専用サイト http://www.iwaishima.jp/kaidenma/ 

（祝島関連の各ホームページからもリンクされています。） 

 

■春の花見を計画中です 

 祝島ネット21の企画で、4月2日（日）（予

定）に花見を計画しています。詳細は検討中

ですが、定期船「いわい」を借り切って祝島

を一周した後、北野方面に登って宴会をする

予定です。「海上吉野」と呼ばれた祝島の山桜

を眺めながら一緒に楽しみましょう！ 

 ※詳細は決定次第お知らせいたします。 

 

お知らせ ＆ 募集 

2006年の初日の出 

 皆さん明けましておめでとうございます。祝島ネット21も6年目の年を迎えました。新たな気持ちで頑張っていき

ましょう。 

 さて、この冬（特に12月）はとても寒くて、祝島でも何度か積雪がありました。練り塀の雪景色もなかなかオツ

なものですが、寒がりの私にとっては厳しい12月でした。でも、寒かったおかげで、毎日のように鍋料理をしまし

たので、だいぶ味付けが上手になりました。今回、誌面に登場した「いりだい」も寒い冬にはピッタリの食べ物です

ね。ぜひ挑戦してみたいと思っています。皆さんも、ぜひ作ってみてください。 

 このところの祝島は、櫂伝馬船、ド根性大根、瀬戸内カヤック横断隊・・・と、相変わらず話題豊富で、マスコミ

にも結構登場しております。こうして、島から明るい話題をどんどん発信し続けられるといいですね。 

 最後にお願いです。「祝島大好き人間」コーナーに登場してくれる人を募集しています。皆さんのお友達、お知り

合いで、祝島によく来られる人がいましたら、ぜひこのコーナーへの登場をお願いしてみてください。 

 次回の会報は４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。  

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/ 

活動紹介 
■2006年版・祝島卓上カレン

ダーを制作しました 

 毎年恒例になりました、祝島

卓上カレンダーが12月に完成

しました。すでに会員の皆さん

には１部ずつ配布いたしまし

た。 

 今年のカレンダーのテーマは

「祝島の海 ～陽光と向き合っ

て～」です。写真は橋部さんに

提供していただきました。祝島

の海と太陽が織りなす光と影の

芸術作品。いかがでしょうか？ 

一年間どうぞご愛用下さい。 


