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 ５月５日（こどもの日）に新しい櫂伝馬船「祝島」の舟おろし（進水式）

が行われました。じつに46年ぶりのことだそうです。当日は神舞の本番さ

ながらに海上パレードが行われ、また、お祝いの餅まきも行われました。帰

省された方も多くて、2,000人を超す人出だったようです。祝島はとても

賑やかなゴールデンウィークでした。 

 舟おろしの様子は県内の各テレビ局でも大きく報道されました。 

新しい櫂伝馬船の“舟おろし”が行われました 

餅つきには帰省した子供たちも参加 

製作した新庄さんと完成した櫂伝馬船 

オバサン達も大忙し 

海上パレード 
神舞神事と違って舟おろしでは左回り 

やはり盛り上がった「餅まき」 

みんなで慎重に海まで動かす 



＜連載＞ 祝島の歴史を探る（1７）  ～国木田独歩と祝島～    蛭子 葉子 

 先日､真夜中の

地鎮祭を経験しま

した。神様は夜中

に活動するという

ことで、月明かり

の下5人の神主さ

んが蝋燭の灯をた

よりに行う儀式

はとても神秘的

でした。宇治川のほとりで幻想的な気分にひたりなが

ら久しぶりに夜空を見上げたとき、国木田独歩の『少

年の悲哀』の一場面を思い出しました。ちょうど夏の

最中､月影鮮やかな平生湾での物語です。 

 今回はこの小説を通じて祝島の風土を考えてみたい

と思います。みなさんご存知のように独歩は父親の赴

任先の広島や山口を転々とし､柳井や麻里府に住んでい

たこともあり､周南を舞台にした作品をたくさん書いて

います。この小説の中でも独歩は主人公に"僕は少年時

代を田舎で過ごさしてくれた父母の好意を感謝せざる

を得ない。もし僕が八歳のとき父母と共に東京に出て

いたならば、僕のこんにちは余程違っていただろうと

思う。少なくとも僕の知恵は今よりも進んでいた代わ

りに僕の心はウォーズウォース一巻より高遠にして清

新なる詩想を受用し得ることができなかっただろうと

信ずる。"と語らせています。独歩自身も学制改革によ

り山口中学退学を余儀なくされ、帝国（東京）大学に

進学してエリートコースを歩む可能性を閉ざされた

後、山口を捨て東京に出て行きます。独歩の小説家と

しての出発点はここから始まっていきますが、つねに

彼の心をひきさいてきた都会と田舎、社会と自然、政

治と宗教の相反するふたつの接点を探し求めて苦しみ

ます。その揺れ動く心を素直に表現した独歩の小説は

同じような環境で育った私達に共感を呼びます。 

 小説は主人公の"僕"を徳二郎という下男が近いうち

に朝鮮へ売られていくなじみの女郎のところへ連れて

行った一夜の物語です。その夜のことを大人になった

僕が"その夜淡い霞のように僕の心を包んだ一片の非情

は年と共に濃くなって今はただその時の僕の心持を思

い起こしてさえ堪え難い、深い、静かな、やる瀬のな

い悲哀を覚えるのである。" と思い出します。人生の

別離を少年の目を通して書き、そのせつなさと平生湾

の美しい自然の描写があいまってとても幻想的な物語

となっています。この夜のことを少年が平生湾の美し

い風景と共に記憶していることにも意味があるので

しょうが、ここに書かれた"悲哀"というような言葉を

近頃耳にしなくなったと思うのは私だけでしょうか。 

 今、子供が育つ都市の環境は危機的状況をむかえて

います。自然がどんどん破壊され、無責任な情報が氾

濫する中で、安心して子供を社会に野放しにできる状

態ではなくなってしまいました。が、祝島はどうで

す。その環境の差は歴然たるものがあります。それを

我が家のおかげさまブラザーズが身をもって私に示し

てくれました。島人達の深い愛情と豊な風土に育まれ

て､彼らは随分変わりました。島に帰ってきた当時はハ

エさえも怖がっていた子らが、今では巣から落ちた雀

を拾って帰ったり、山や磯に行って石ころを拾ってき

たり、傷だらけになりながら島中をかけまわっていま
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真夜中の地鎮祭 

田布施町・麻里府にある独歩の詩碑 

詩碑の解説 



す。心配していたひとりぼっちの学校生活も すばら

しい先生方のおかげで毎日楽しくて仕方がない様子、

今このように生徒に知る喜びをきちんと伝えられる先

生が都会の学校にはどれくらい残っているでしょう

か。子供というものが環境によってこれだけ変わるも

のかと驚きました。 

 宮本常一氏は著書の中で「自己の充実が一段と深く

なればなるほど、環境への認識が深まってくるのは意

味の深いことである。人間が他の動物と比べて広い環

境を持っているということが、どれだけ人間社会の発

展の原因になったか知れないのである。驚異とは結

局、子供たちにこの深い広い認識を持たせることなの

である。そしてこの認識を持たせる具体的な媒介にな

るものが郷土だといえよう。」つまり身近な環境（自

然）を知り、自然に自ら親しんでいく。認識できるよ

うになる世界の広がりは自分がいる環境の向上、自己

の変革につながっていくはずだとのべています。 

 さらに彼らが他の子供達と決定的に違う経験をした

のは人との別れです。島ならではの様々な別れを経験

しました。そこで感じたであろうせつなさや寂しさは

彼らを人間的に大きく成長させてくれたことでしょ

う。別離は彼らや島で育った人間が体験するもっとも

特徴的な経験であり、祝島人の素養を育む貴重な経験

ではないでしょうか。島の人は情が深いと言われるの

は､"悲哀"に代表される微妙な感情を敏感に感じるよう

な経験や自然を通じてしなやかな心を養ってきたから

かもしれませんね。 

 独歩は様々な帰郷についても小説を書いています。

そこには私達になじみ深い物語があり前回書いた彼女

達の帰郷感に相通ずるものがあります。けれどここで

は紙面と時間の制約があるのでまたの機会に。次回か

らはまっとうな祝島の歴史に戻る予定です。 
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「定本 国木田独歩全集」  
いくつ祝嶋を発見できるでしょう。 

 ＜連載＞花*花クイズ（１７）                     橋部 好明 

 前回の花・花クイズの

答えはアケビでした。 

 つる性の落葉低木で

す。４月頃新葉とともに

花が咲きます。 

 花は伸びた１本の枝に

雄花と雌花がつきます。

花には花弁がなく淡紫色のがく片が３枚あります。雌

花はやや色濃くて大柄でつるの先端につき、めしべは

円柱形で３本に分かれています。雄花は小さくて花序

の基部にブドウの房状に多数つけます。開花直後は潤

いがあり側の雄花の花粉ですぐ受粉しそうですが自家

受粉はしませんので、別株がないと結果しないようで

す。木があって、花が咲いていたのに実がなってな

い。写真撮りに行ったのですが実がなくて、ガッカリ

しましたが原因はそれでした。 

 アケビの実はムベと同じく甘く秋の山の幸として珍

重されましたが、開け実という欠点のため、高貴な人

の食用にならなかったといわれています。 

 平安時代“あけびかずら”や“あけびづる”として

詠まれていたが、その後、カズラやヅルが無くなり

“開け実”が“アケビ”となったようです。 

 

 さて、今月の花は？ 

 花は５ミリ前後で重なるように並んで６月初旬から

咲き始め芳香で、蜂が特に沢山飛んできます。 

８月末頃から実が色づきだして、10月が食べ頃です。 

 

これは何の花？ 



 

祝島での私の感覚で書きます。人によって違うかも

しれません。違っていたらそれを話題にして話を盛り

上げて下さい。 

よく食べる「ニナ」は「イシダタミ」という貝で

す。「マニナ」は図鑑で見ると「クマノコガイ」とか

をいっていたように思います。この前祝島でおじさん

達に聞いたところによると、私の思っていた「ニナ」

（「イシダタミ」）は「ゴーロメ」と言うそうです。こ

れが一番旨いということです。「イシブタ」も食べま

す。これは「スガイ」というようです。「イシブタ」

は普通のニナに比べて蓋があつくて硬いので付いた名

前だろうと思います。大島の沖浦では「ニナ」（「イシ

ダタミ」）は「ニシ」というようです。祝島での「ニ

シ」は「アカニシ」のことです。この頃少なくなった

のが「モージー」です。これは「レイシ」という貝で

す。子供のころは夏のヨボシで瀬にべったり着いてい

るのを見ましたが、この頃は少ないように思います。

べったり着くのは産卵期なのでしょう。モージーは苦

味があって、それが旨いという人が多いようです。形

がよく似て、小さいのに「イボニシ」というのがいま

すが、これは旨くありません。「モージー」というの

はもじもじ動くからでしょうか。ニナなどももじもじ

動くように思いますが。 

ニナもマニナもイシブタもモージーもゆでるだけで

いい肴になります。尻尾の部分が、黄色がオス、緑が

メスです。 

尻尾の色でオス・メスを見分けられる ニナ 
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＜連載＞魚・さかな・肴（1８）  ～ ニナ ～            木村 力  

イボニシ モージー 

イシブタ マニナ 

ビールのつまみにいかが？ 

美味しいよ～ 



会員リレーコラム（1８）   ～難波 一人さん～ 

 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1８回目は、難波一人さんの登場です。 

 こんにちは、七区の難波一人です。父が亡くなるま

で、衣料品店を営んでいました。 

 現在、広島市の港が近い

「宇品」という町に住んで

います。ＦＰ（ファイナン

シャルプランナー）の仕事

や企業コンサルタントを自

営で行っています。広島を

中心にした異業種交流会に

加入していますが、この会

では祝島は有名であり、有

志たちが来島し、橋部さんや木村先生に大変お世話に

なりました。練塀はじめ島の名所、産物そして景色

に、皆さん、目からウロコでした。最近、秀人君や橋

部さんが撮った写真が大好評、特に猫の写真は女性陣

に大ウケです。曰く「寅さん映画のロケ地にぴった

り」。祝島に寅さんが訪れ、徐福のごとく至福の時を

過ごす。「さくら、お兄ちゃんは今、瀬戸内海の小さ

な島、祝島というところに来てる。人情は厚いし、魚

はうまい。ここにもあそこにも聞こえる笑い声、気負

いもなく幸せそうに暮らしている島の人達。毎日、ど

こかに呼ばれっぱなし、食べませー、飲みませーで、

最高だよここは。」という寅さんの声が聞こえます。 

 

 話し変わりまして、私は昭和45年度小学校卒業

生。真方先生の最後の教え子です。一年生が受持ちの

真方先生でしたが、私たち最後の年は、六年生担任で

した。転任される時に、涙したことを覚えています。

そして、中学に入学、この年から小中合同の運動会が

始まりました。町内では、祝島以外の中学校が統合さ

れ、上関統合中学に。新しい校舎や生徒の多さを見る

につけ、うらやましく思ったものです。町内対抗の駅

伝大会もこの年から始まりました。その後、町内対抗

の運動会があったりで、盛り上がっていましたね。祝

島はスポーツは強かったなあ。あの頃は町内仲良く、

物は豊かでなくとも、みんなで力を合わせ、一つの物

も分け合って生きてゆく田舎の素晴らしい姿が町内に

ありました。 

 原発の話にも触れなければいけません。原発誘致の

話が出て、20余年。「原発誘致への選択が正しかった

のか」を問うことは愚問ではあります。長い歴史は、

自然は、やがて、その結論を出すにちがいありませ

ん。常に損なクジを引かされるのは、住民側であるこ

とだけは紛れもない事実です。そもそも、これ以上、

モノに囲まれた生活が、本当に豊かな生活なのでしょ

うか。これ以上急激な経済成長が望めなくなった今こ

そ、本当の豊かさとは何なのかを考えるべきだと思い

ます。 

 ある方の文章にありました。「心のゆとり」という

輝きに気づいた人は、ふるさとの文化にもう一度恋を

する。私たちは、島民の人達の働く姿を見て、仕事の

基本は汗を流すことと教わりました。困っている人が

いたら助け合い、足らないものがあったら分けてあげ

る優しさを身につけました。 

祝島に感謝、祝島に生まれたことに感謝、大切なもの

を教えてくれる祝島に感謝です。 

                （難波 一人） 

祝島ネット２１会報 第１８号 Page 5 

小祝島をバックに 

「民宿くにひろ」にて 



＜連載＞ 『聞いてみん菜・食べてみん菜』  
   祝島懐かしの料理（１４）   ～ よもぎ団子～      祝島・食べてみ隊 

 蒸し暑い毎日、体も心もだる～い。こんなときには

梅干を一つ。 前回、國弘さんちの梅干を教えていた

だいて、今年はかびさせる

ことなく漬けるぞ、と張り

切って漬けました。それが

右の写真。二段仕込みで

す。上の段の重石は息子の

使ったダンベル（？）の

輪。下の段の重石には最初

に漬けた梅干容器を重石。

というわけで梅雨明けがとても楽しみです。  

  

 さて、今回のよもぎ団子。５月の末、友達を連れて

カタアまでぶらぶら歩いていったところ、道に沿っ

て、柔らかそうなよもぎが一面生えていました。見た

瞬間、「よもぎ団子作ろう！」 その後はわき目もふら

ず、二人でせっ

せと若芽摘みに

励みました。摘

むたび、よもぎ

の草の匂いがし

て、これはおい

しいぞと心わく

わく。手に柔ら

かい新芽を帽子

に入れて帰りま

した。     

 

 団子をつくることはよもぎを見た瞬間に決まりまし

たが、会報に載せることは全く頭になく、したがって

写真も撮らなければ分量もはかっていない。だけど、

あまりにアバウトなものだけでは申し訳ないので、参

考までに本から取ってきた分量を書いておきます。 

 

＜材料＞（４人分） 

 白玉粉    200g 

 水      １カップ 

 よもぎ    100g（両手にいっぱいぐらい） 

 塩      一つまみ 

 きな粉    少々（きな粉餅と同様） 

 

＜作り方＞ 

① よもぎをゆでる。このとき

塩を一つまみ入れる。 

② ゆでたよもぎをよく絞っ

て、すり鉢でつぶす。 

③ そこへ白玉粉と水を、耳た

ぶよりちょっと固めになるまで

入れてこねる。 

④ 適当な大きさに丸めて、沸

騰したお湯でゆでる。 

 

 バリエーションとして、

蒸し器で蒸した物（写真向

こう側）もつくりました。

我が家流で粉とよもぎをこ

ねてから蒸しましたが、一

緒に蒸すとよもぎの色が悪

くなるため、まず粉だけ蒸

してそれからよもぎと粉を

こね合わせ、それを丸めて

ゆでるとしているものもあ

りました。 

 

 よもぎと言えば橋本商店のよもぎ饅頭。そのおいし

い饅頭を思い浮かべながら、実際に作ったのは、あん

こを作る手間を省き、きな粉をまぶしただけの手抜き

団子です。でも、祝島のよもぎの香りが口いっぱいに

広がって、これはこれでなかなかおいしいものでした

よ。 

 では、よもぎ団子とよもぎ饅頭の違いは何か？ 母

が言うには、あんこが入ったのが饅頭で、入ってない

のが団子なんだそうです。祝島の一般家庭では忙しい

ので、団子で済ますことが多かったとか。 

 

 ちなみに、よもぎの新芽

をゆでた後、最近では冷凍

して保存しておくそうです

が、昔はマイラセに広げて

干していたそうです。 
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＜新連載＞ イギリスだより ～ 第二話 田舎町への旅 ～    川口 あすか  

 祝島ネット21イギリス支部のマーティンさんと、奥さんのあすかさんのイギリスからのレポート第２弾で

す。どうぞお楽しみ下さい。 

 イギリスは今夏真っ盛り。と言っても、日本の夏

のように蒸し暑いわけではなく、日向は暑いが日陰

は寒い、また晴れているのに気温は低い、と言った

何とも微妙なお天気なわけです。そのせいで毎朝の

服選びは慎重です。毎朝天気予報を確認してその日

の服装を選んではいるのですが、この天気予報も当

てにならないことが多く、夏だというのに半袖に鳥

肌という日もあります。最近はいちいち天気予報に

頭にくるのもエネルギーの消耗だと悟り、自分の六

感を頼りにその日の服装を決めるようにしていま

す。 

 さて、イギリスの気まぐれ天気についてはこのく

らいにしておいて、今回は先日マーティンと彼のご

両親と行ったコッツウォルズ地方について少しお話

ししたいと思います。最近はマーティンも私も仕事

が忙しく、なかなかゆっくりとイギリスの田舎町を

観光する時間はほとんどありませんでした。ちなみ

に私は留学関係の仕事に就いているため、夏は一番

忙しい時期です。マーティンは研究に没頭して時期

を問わず忙しいようですが。そんな二人にコッツ

ウォルズ地方にあるチッピング・カムデン（英語で

はChipping Campdenと綴ります）という村に行

こうと誘ってくれたのはマーティンのお母さん、

ジュリエットでした。コッツウォルズ地方は、日本

人の観光客の間でも大変人気のある場所です。『地

球の歩き方』を見ても「イングランドでも屈指の美

しさを誇るカントリーサイド、それがコッツウォル

ズ地方だ！」なんて言い切っているほどですから。 

 マーティン、ジュリエット、ビル（マーティンの

お父さん）、そして私を含めた4人は、年季の入っ

たデューゼンベリー家のフォルクスワゴンに乗り、

左右に牛と羊を眺めながらのんびりとした田舎道を

抜け、「王冠の中の宝石」とたとえられた町、チッ

ピング・カ

ムデンを目

指 し ま し

た。チッピ

ング・カム

デンの町に

入ると、そこに

は美しい「はち

みつ色」の家々

が暖かい雰囲気

を醸し出しなが

ら私たちを迎え

てくれます。こ

の「はちみつ

色」の正体、実はコッツウォルズ地方で取れるライ

ムストーン（石灰岩）なのだそうです。日の光を反

射して黄金色に輝く石灰岩の家々、その町並みを歩

いているとついつい21世紀だということを忘れ、

17世紀のイギリスにタイムスリップしたような錯

覚にとらわれてしまいます。「私も一度でいいから

こういう家に住んでみたいな～」と何気にマーティ

ンを意識して独り言を言ってみたのですが、彼は

「僕たちのお給料では到底無理だと思う」と、何と

も現実的な返答をしてくれた訳で、これでは17世

紀から一気に21世紀に引き戻されたという感じで

す。「夢がないな～、だんなさんは。。。」とぼや

きながら、それでもこの町をゆっくりと流れる時空

の余韻を楽しんでいたのでした。 

 チッピング・カムデンに来たもう一つの目的は、

ハイキングを楽しむことでした。ジュリエットの提

案で、私たちはチッピング・カムデンの町が一望で

きる丘に向かいました。丘を登る途中の道の両脇に

は、この春に生まれた子羊たちを含め、何とも数多

くの羊たちが幸せそうに群れているではありません

か。羊の横目を見るのは苦手な私ですが、思わず足

を止め、しばしその光景をじっと眺めていました。

新しい環境や仕事で少し疲れていた私にとって、彼

らは束の間の心のセラピストでした。「あすかちゃ

ん、今年の夏はコッツウォル

ズでキャンプしようね～」と

いうマーティンの声を遠く

に、「今羊たちにまた会う約

束をしたところよ」と心の中

でつぶやいたのでした。 
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 ＜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」 

 ２日目の仙酔島での温泉の帰り、祐治さんと原さん

に今の気持ちを聞かれた。祝島に漕ぎ切って行きたい

という気持ちは揺らいでいないこと、でも、このまま

ではみんなの足を引っ張るだけで終わってしまうの

で、原さんに限界を決めて欲しいこと、を伝えた。し

かし、原さんはあくまでも自分で判断することが必要

というメッセージを俺に伝えた。俺は自己責任が全く

わかっていなかった。俺は今まで経験が浅いという言

い訳にすがっていたに過ぎなかったのである。どのく

らいならもう駄目か、どのくらいならついていけるの

か、それは他人が判断することではなかった。そこ

で、離脱する一つの目安として引っ張ってもらうよう

な離され方というのを設けてもらった。この隊はツ

アーではない。艇を引っ張るなど無駄な体力を使うこ

とは、最初から頭の端にもない気持ちで参加している

隊員がほとんどのはずである。そしてまた、離脱して

も原さんと遅れてキャンプ地に着けば祝島に到達でき

るという選択肢を用意してもらい、心なしか安堵感が

広がった。 

 

 ３日目、背水の陣で挑んだ横断隊。遅れるなら離脱

しても構わないと決意していた俺にとって、たとえ腕

がちぎれそうになっても着いていこうと決心していた

日だった。２日間を通じてカッコいい漕ぎ方だと感じ

ていた尾崎さんに、出艇前パドリングのコツを尋ね

た。着水時のパドルに関するアドバイスを頂いたので

てその日はそこだ

けに気を遣って漕

いだ。するとその

効果が表れたのか

さほど遅れなく

なったのだ。腕は

どうでもいい。遅

れないに越したこ

とはない。そんな

気持ちで一杯だっ

た俺は相変わらず

短距離走法で長距

離を漕いでいた。 

  

 「もう少しでひっくり返りそうだった」と言われた

細島付近の潮流をなんとか乗り切り、隊は大三島に向

けて漕いでいった。午後３時くらいだろうか。本日の

キャンプ地である大三島を目の前のして急に漕げなく

なったのだ。左手が思うように動かないのだ。何故

だ？行動食をもっとたくさん口にしなかったから、力

が出ないのか？それとも俺の気合が足りていないだけ

なのか？ 俺はありったけの気合で漕いでみたけど全

くと言って良いほど進まない。どんどん、離されてい

く。もう限界なのか？？？俺は思い切って原さんに離

脱の打診をしてみたが、もう少しでゴールだからみん

なで行こうと言われて最後まで漕ぐことにした。 

 

 キャンプ地の浜に着いてカヤックを陸に上げてから

原さんに相談してみた。原さんも俺の漕ぎ方から左手

が気になっていたようで、左手首が曲がらないことを

話すと残念そうな顔をしていた。俺の左手首は不自然

に腫れ上がっていて一種の腱鞘炎のような状態になっ

ていた。そんな状態ではあったが、最終的には隊長に

報告するのは俺自身だと言われた。それが自己責任だ

と。そのときの俺の気持ちはもう決まっていた。左手

首が曲がらないのだ。もうこれ以上迷惑はかけられな

い。離脱だ、離脱。志半ばにして。 

 

               ＜第四話につづく＞ 

しまなみ海道・因島大橋を通過 

 ～ 第三話 自己との対話 ～                         松村 文彦 
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瀬戸大橋を通過 



   練塀集落保存プロジェクト構想                   橋部 好明 
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 「これは、１億年前に出来た石だ」と言ったら、目

を丸くした大阪自然教室の子ども達。 

 島を訪ねる人は、練塀を見に来る人が多い。 

 国内で類似の練塀集落は他に見あたらず、四国、九

州にも練塀の家が何カ所かあっても点在で、祝島のよ

うな街並形成はしていない。 

 二つの石を巧く組み合わせて、その空間を粘土で埋

めながら積み上げる。この工法、どこから、何時、誰

が・・・？ 

 この謎は解けていませんが、推察されるコースにつ

いては、次稿にて。 

 

 他に類を見ない、塀を壁にも併用しているこの建築

手法。観光案内して、練塀を自慢すればするほどに、

傷んだ箇所が目にとまり、気になります。主のいない

練塀は急速に傷みます。農林水産大臣の表彰は、石積

み集落を大切に守れという強いメッセージ。 

 ここで、守らなければという思いが今回の練塀集落

保存プロジェクト構想です。このプロジェクトを推し

進めるため、祝島ネット21の事業として「大成建設

自然・歴史環境基金」に応募しました。 

 

 この基金は大成建設（株）が国内外の自然環境の保

全に関する事業及び歴史的建造物等の保存に関する事

業に対し助成金を交付するもので、毎年度総額1500

万円程度とし、15～20件程度を選んで助成するもの

です。基金の目的は、「現在および将来の人類共通の

財産である自然環境や歴史的建造物等の保護に役立つ

事業に助成し、これらを次代に継承することによって

人類の健康で文化的生活の確保に資すること」となっ

ています。 

 応募結果は10月発表。認可されれば、11月から１

年間の活動になります。 

 皆さん、ご協力下さい。 

 ふるさと祝島を守るために･･･。 

 

※「大成建設自然・歴史環境基金」の詳細につきまし

ては、下記のホームページをご覧下さい。 

 http://www.taisei.co.jp/kikin/index.html 

 

 

 

しかし、一方で傷みの激しい練塀も・・・ 

「未来に残したい漁業漁村の歴史文化財百選」 
 に選ばれた祝島の石積み集落 

 ～ 「公益信託 大成建設自然・歴史環境基金」に応募申請 ～ 

こちらの練塀も、傷みが目立つ 
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Let’s Learn English in Iwaishima !       岸本 智恵美 
  

  Part1.   Dennis’s first visit to Iwaishima (16)     

Hashibe-san 
（橋部さん） 

Dennis 
（デニス） 

 

 

May 5th is "Children's Day".  In Iwaishima, we had a big 
event on that day.  
People made a new boat named "Iwaishima" that is used in 
the "Kanmai" festival, and the launching ceremony for the 
new boat was held on May 5th. 
Many people came back and celebrated that. 
（５月５日は子供の日。祝島ではその日に大きなイベントがあったんで。 

神舞で使われる『祝島』という新しい船を作って、その新しい船の「舟おろ

し」が５月５日にあったんじゃあ。人がいっぱい戻ってきて祝うたんじゃあ。） 

It was the first time I have seen a launching ceremony like that. 
I was impressed when I saw the moment that boat was launched 
into the sea. 
I also enjoyed "mochimaki".  It was really interesting. 
Old women in Iwaishima were very aggressive then. 
（僕はあんな舟おろしの儀式を見たのは初めてだったよ。船が海に進水した瞬間を

見たときは本当に感激したよ。『餅まき』も楽しかった。本当におもしろかったよ。 

島のおばさん達はその時はかなりすさまじかったね。） 



祝島ネット２１会報 第１８号 Page 11 

祝島不老長寿パズル  

 前回から登場したパズルコーナーです。祝島にちなんだパズルで楽しみながらボケ防止を！(^_^;) 

 前回のモノトーンパズルの答えは「ハナグリ」でした。皆さん解けましたか？ 今回も祝島に関係する 

あるものが答えです。前回よりかなりレベルが高くなっていますよ。ぜひチャレンジしてみて下さい！ 

★モノトーンパズルのやり方 

①上と左の数字はタテ、ヨコその列で連続して

塗りつぶすマス目の数を示す。 

②二つ以上数字が並んでいる場合は、並んでい

る順番通り、左は左から、上は上から、数字分

だけマス目を塗りつぶす。 

③塗ったマス目とマス目の間は１マス以上空け

る。 

 

※大きい数字のところから手を付けていくのが

コツです。 
前回のパズルの答えは「ハナグリ」でした。 

モノトーン 

No.2 

 

出題者：shin 



■2007年版カレンダー用の写真、イラスト募集！ 

 祝島ネット21で毎年制作している「祝島オリジナルカレンダー」に使用する

写真やイラストを募集します！ 

 テーマは祝島に関連する内容でしたらなんでもOKです。６枚セットでご応募

ください。写真はプリントしたものでも、デジカメのデータでもどちらでも構

いません。 

 11月初めには印刷会社に発注しますの

で、応募は10月中旬までにお願いしま

す。採用された方には、制作したカレン

ダー10部を無料プレゼントします。 

どしどしご応募下さい！お待ちしていま

す！ 

 応募先は、祝島ネット21事務局へ 

  

■本誌の感想をお寄せ下さい！ 

 本誌を読んだ感想や、ご意見をぜひお寄せ下さい。お寄せいただいたご意見

は「読者の声」欄で紹介させていただきます。 

 近いうちにホームページの方に「読者の声」投稿用のフォームを作ろうと思

いますが、当面は編集長のメールアドレス（kunihiro@iwaishima.jp）宛てに

送って下さい。また、郵送で事務局宛に送っていただいても結構です。 

お知らせ ＆ 募集 

練塀には、なぜかリヤカーが似合う 

読者の声 

◎皆さんの故郷に寄せる思いが

満載で、意義深いものだと思い

ます。編集・発送、ご苦労様で

す。出来るだけ多くの人に読ん

で欲しいですね。 

 

◎祝島関係者以外の人が目にす

るようなところに置くのはどう

か？例えば近郊のレストランや

喫茶店、散髪屋さんや柳井港な

ど人の集まるところ。そうする

ことによって島に興味を持った

り、実際に訪れる人も増えると

思う。 

 

◎もっと記事を多く載せて欲し

い。会員紹介

も１回１人で

はなくて２、

３人でもいい

のでは？ 

 

 暑中お見舞い申し上げます。長～い梅雨が明け、暑い暑い夏がやってきましたね。今回はマラソン大会の準備と会

報の編集が重なったため、本当に大変でしたが、なんとか発行にこぎつけました。（もっと早くから準備しておけば

いいんですがねぇ・・。なかなかそれが出来ない。(^_^;)） 

 さて、今週末はいよいよ「第５回祝島不老長寿マラソン」です。今年は約160名の参加申込みがありました。今ま

でで一番参加者が多くなりました。準備の方も急ピッチで進めています。（というか、急ピッチでやらないと間に合

わない・・(^_^;)）なんだか、この大会を始めてから、夏が忙しくてたまらなくなったのですが、それだけ充実感もあ

ります。でも、木村先生のところの涼くんから「青春18キップで旅をする」などという話を聞くと、「あ～、いい

なぁ。僕ものんびり旅をしたい～」という気にもなります。まだまだ気持ちだけは青春なのです・・・(^_^;)。 

 ９ページに掲載した練塀集落保存プロジェクトは、祝島の文化遺産を守るためにはぜひ必要な活動だと思います。

助成金を受けれるかどうか、現時点ではまだわかりませんが、いずれにしても多くの方の支援が必要な活動になりま

すので、ご協力よろしくお願いします。 次回の会報は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。 

  入会ご希望の方は事務局までご連絡ください。  

編集後記 

2006年版カレンダー 

 《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/ 


