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 ８月６日（日）に「第５回祝島不老長寿マラソン」を開催しました。夏の

恒例行事となったこの大会、年々申込者が増えてきて、今年は過去最多にな

る160名もの参加申込みがありました。実際に当日走られたランナーは

143名でした。皆さん汗だくになりながらも、島民の声援に笑顔で応えて

いました。また、多くのボランティアの皆さんが島外からも駆けつけてくれ

ました。走る人も、ボランティアの人も、応援する人も、みんなが楽しめる

大会として、これからも続けていけたらいいなと思います。ご協力いただい

た皆さん、ありがとうございました。 

「第５回祝島不老長寿マラソン」 開催！ 

選手宣誓はナツミちゃんとハルカちゃん 

三浦給水所ではスイカのサービスも 

13kmの部のスタート 

祝島小の蛭子みさきちゃんも参加 大きな声援がランナーを元気づける 

小祝島をバックに走るトップランナー 



＜連載＞ 祝島の歴史を探る（1８）  ～盆くどき （その１）～    蛭子 葉子 

  "いつも踊らぬタッケエババアが、あしたはどんだ

～け体重がへっとるか" 

 これ、何だと思いますか。ユミさんがこの夏に唄っ

た盆口説きです。今回はこの｢盆踊り｣、｢盆口説き｣に

ついて考えてみたいと思います。 

 

 もともと盆踊りは念仏踊りの後に踊られたもので庶

民の娯楽の少なかった時代には最大の娯楽として発展

し、社交の場としても大いに賑わいました。祝島の盆

踊りも私達が子供の頃までとても賑やかでした。十六

世紀に盛んになった念仏踊りや風流踊りの流行で日本

各地に伝わっていった踊りは､江戸時代になるとさらに

盛んになりました。旅芸人が地方を廻って唄や芸能を

広め、伊勢参りや江戸への往来からは各地のおどり唄

や座敷唄などが地方に伝えられていきました。 

 

 日本三大盆踊りのひとつ、郡上八幡の徹夜踊りは有

名ですが、そこには祝島の盆踊りに共通するものがい

くつかあります。郡上の徹夜踊りでは十曲の唄と踊り

を朝まで繰り返し唄い踊り続けます。その唄の中に

『ヤッチク』という歌集があり、『白井権八』という

口説きがあります。これは木村先生のホームページで

紹介されていた祝島の盆口説き『平井権八』と似たよ

うなというか、ほとんど同じ歌詞です。初めてこの歌

詞をみたとき、すごい発見！と喜んだのですが、調べ

てみると『平井権八』は実在の人物で、この人が起こ

した人情沙汰が芝居になったり、歌舞伎になったりし

て全国的に普及した唄のようでした。盆口説きは人の

交流により歌い継がれてきた唄が全国各地に普及し、

少しずつ形態を変えていったものも多いようです。橋

部さんの話では祝島で

も『平井権八』の他に

「鈴木主人」「お艶、

清人」「木幡小兵次」

などがあるようです

が、どれも全国的に唄

われている唄です。 

 郡上八幡の盆口説き

の中で唄われる"かわさ

き"は、伊勢参りに関係

していると言われていますが、形態が祝島の盆踊りに

も共通するところがあり興味深い踊りです。この"かわ

さき"や"まつさか"と言った伊勢参りに関係しそうな唄

は他の地方でも唄われているようです。郡上の"かわさ

き"は江戸時代に全国的に流行した伊勢参りをした人達

が伝えたものだと言われています。伊勢神宮に参拝し

た後、伊勢の河崎で精進落としをします。そこで流

行った"伊勢音頭"が形を変えて"かわさき"となったの

ではないかということです。"かわさき"の踊りは手を

ならし下駄を履いた足で地面を蹴るしぐさが特徴で

す。手をならすのは拍手を意味し、下駄を強くふみな

らして地面を強くたたくのは、邪気をはらうという意

味があるそうです。祝島の踊りも手を打ち、地面をけ

ります。少なからず伊勢参りや各地の踊りの影響を受

けているのでしょう。 

 

 今回は調査不足で資料が整わずこれ以上深く掘り下

げて書くことができませんので、今夏唄われた祝島盆

口説きの新作を紹介してお茶を濁したいと思います。

（スミマセン） 

 

 ｢かずまもこんやはがんばってくどけ、いつもおこら

れまいにちすごす。（アラマカショイ）おこられてお

もうのはじぶんだけでござる。（アラヨヤサノセヨヤ

サノセ）じぶんをおもってゆうてることを。（アラマ

カショイ）それをおこられるとおもうのがまちがい。

（アラヨヤサノセヨヤサノセ）かずまもおばちゃんに

いつでもおこられ。（アラマカショイ）それでもいつ

でもゆみちゃん、ゆみちゃん。（アラヨヤサノセヨヤ

サノセ）いちばんかわいいかずまでござる。（アラヨ

ヤサノセヨヤサノセ）つぎにかわいいのはみさきか
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昭和40年代、盆踊りはとても賑やかだった 



りゅうま。（アラヨヤサノセヨヤサノセ）ここでじゃ

んけんしてもらおうか。（アラヨヤサノセヨヤサノ

セ）みさきまけたらいつでもおこる。（アラヨヤサノ

セヨヤサノセ）りゅうまはいつでもがまんのしっぱな

し。（アラマカショイ）こんやははめはずしてぼんお

どりしな。（アラヨヤサノセヨヤサノセ）｣ 

 

 踊子達の合いの手とユミさんの抑揚のある唄声が

マッチして楽しい口説きでしたが、口説きの文句は笑

えるだけでなくしっかり子供達をさとすような重みの

ある言葉です。こんなふうに盆口説きも世相を反映し

て時代と共に変化してきたものなのでしょう。 

 島にはたくさんの口説きがあるとのことですので、

それらがどのように唄い継がれてきたのか今後も調査

を続けていきたいと思います。 

 

 余談ですが毎年太鼓をたたいてくれるイックーサー

が｢三日間たたき続けるのはしんどいので、来年は誰か

替わってくれる人を。｣と橋部さんに泣きをいれていま

した。相棒のたっけーちゃんが亡くなって段々名物人

間がいなくなり、祝島の盆も寂しいものになりまし

た。こういう寂しさを味わうのも歳をとった証拠で

しょうか。誰が最初に唄ったのかわかりませんが｢盆は

二度ある。若いときゃ一度（アラマカショイ）！｣せい

ぜい「がんばってくどけ」デス。 
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 ＜連載＞花*花クイズ（１８）                     橋部 好明 

 前回の花・花クイズの答えはナツメでした。 

 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。よく見

れば若葉を噛み採っています。巣造りに欠かせないの

かも。ひっきりなしにやってきて、葉が完全な形のも

のは少なく、撮影ポジション確保に苦労します。花は

葉腋にびっしり咲きますが、結果はわずかです。 

 中国北部原産です。日露戦争時、乃木希典大将の旅

順攻略の話の中にナツメの木が描かれていたのを見た

ことがあります。 

 裏庭には幹周が98センチある古樹があります。約

2.4メートルの所で枝分かれしていまして、樹高８

メートルくらいあります。父が「自分が子どもの頃か

ら余り大きさは変わってない」と言っていましたか

ら、樹齢は数百年？。 

 ８月末頃から実が色づきだして、10月が食べ頃で

す。果実は長さ２～３センチの楕円形です。私の家の

このナツメは子どもの頃、みんなの人気ものでした。

「昔食べた事がある」とおっしゃられる方が多くて、

ビックリします。 

 

 さて、今回の花の名前は？ 

 蕾の頃は直立してますが、次第に傾いてきて、多く

花が着いた時は、まるでイナバウワーです。普通はも

う少し色が赤みがかってうすいのですが、これは濃

くって、きれいですね。 

 

 

これは何の花？ 

 ア
ラ
マ
カ 

 

 
 
 

シ
ョ
イ 



 

「モイカ」の標準名は「アオリイカ」というようで

す。最近あちこちでモイカ掛けが流行っているようで

す。オカから投げて掛けるエギングという方法で、祝

島で言う「イカガタ」を餌木（エギ）というようで

す。 

綿村の祖父さんの作ったイカ型があります。桐の木

を削って作っていますが、これでまだ掛けたことがあ

りません。そのうちこのイカ型で掛けてみたいと思っ

ています。 

上手な人は明るい時でも掛けるようですが、私は夕

方暗くなり前から掛けます。かなり暗くなるまで掛か

ることもありますから、モイカは暗い中でも見える目

を持っているようです。動きにもかなりこだわってい

るようです。警戒心の強いときはナガテという触覚用

の手がひっかかって上がるときがあります。モイカを

揚げたときはこげ茶っぽい色ですが、もって帰る頃に

は目のまわりが緑色で体は透明なきれいな色になりま

す。祝島では10月１日が解禁日です。 

モイカは旨いイカです。掛けてすぐなら透明な刺

身。冷凍もききます。日を置いて食べる刺身はぬるぬ

るした食感ですが、とてもいい味です。 

また、祝島ではよく干します。この干したモイカを

焼いたのは独特の味で、祝島を想いながら食べるのに

絶好の肴のように思います。 

昔は月夜の晩に押し舟を漕ぎながら自分で作ったイ

カガタでモイカを掛け

たようです。そんな情

景を思い浮かべなが

ら、干したモイカを焼

いてちぎりながら一杯

やるのもまた格別かも

しれません。 

秋には島のあちこちでイカを干している様子が見られる 桐の木で作られたイカ型（餌木） 

祝島ネット２１会報 第１９号 Page 4 

＜連載＞魚・さかな・肴（1９）  ～ モイカ ～            木村 力  

干したモイカ とれたてのモイカ 



会員リレーコラム（1９）   ～原田 博之さん～ 

 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19回目は、上関に在住の原田博之さんの登場です。

皆さんには「鳩子てんぷら」で有名な上関水産の原田さん

と説明した方がわかり易いと思います。原田さんは数多い

祝島の想い出の中から、ご本人が特に想い出深いとおっ

しゃる「総会」のことを中心に書いていただきました。 

     「若き日の私と祝島」 

                 原田 博之 

 

 皆さん、こんにちは。上関の原田です。現在76歳

です。私は生まれも育ちも上関ですが、今回、会員コ

ラムを依頼されて、あらためて自分の記憶を紐解いて

みると、祝島の想い出が大変多いのに驚いています。 

 

 その中でも一番の想い出は、まだ上関村時代の青年

団の「総会」のことです。毎年５月に村内の若者

500名くらいがどこかの地区に集まり、午前中は弁

論大会、午後は体育大会が行われました。（弁論大会

は各地区の代表者だけが出場したので、一般的に総会

と言えば午後の体育大会のことを指します。）競技種

目は、100ｍ、200ｍ、400ｍ、幅跳び、高飛び、

砲丸投げ、リレーなどです。たしか、１回目の総会の

時の上関村青年団長は祝島の氏本久市さんだったと思

います。 

 祝島で総会が開催されるときには、各地区から若者

達が何隻もの漁船に乗り込んで、太鼓をたたきながら

祝島を目指したものです。各地区ごとに趣向をこらし

た大応援団を結成して競技の応援をしていました。そ

れぞれの地区で応援歌もあり、応援合戦は大いに盛り

上がりました。こうやって思い出しているだけでも当

時の興奮が蘇ってきて体が熱くなってきます。 

 当時、祝島小学校の運動場は村内で唯一100ｍの

直線コースがとれましたので、私はそのコースを走れ

るだけでも嬉しかったです。しかし、それ以上に楽し

みだったのが祝島の若者達との交流でした。祝島の選

手は優秀な選手が多くて走り甲斐がありました。中で

も高岡のたーちゃん、石丸のたっちゃん、石丸の太六

さん、唐木くんなどは、競技ではお互いにライバルと

して競い合い、競技が終ったら良き友人として、とて

も仲良くしてもらえました。今でも、当時の友人と出

会って、想い出話ができることが、私にとっては至福

の喜びです。 

 また、祝島は他の地区とは何か雰囲気が違ってい

て、服装でも、他の地区の若者はランニング姿が一般

的だったのですが、祝島の若者はＹシャツに麦藁帽、

腰に手ぬぐいぶら下げて、品のいい格好をしていまし

た。みんな人情味が豊かで、「ひんでー」とか「よっ

しー」とか何か親しみのある呼び方をしていたのが、

他の地区にはなくて珍しかったです。 

 

 私は役場に勤務しておりましたので、教育委員会の

教育映画上映会や、北野の貯め池の工事のときには祝

島に何度も行っていました。「祝島の神舞神事」とい

う県教育委員会の本を製作したときに陰ながらお手伝

いできたことなど、私にとって一生忘れられない想い

出が祝島には数多くあります。 

 会員として、当時のことを皆さんに少しでもお伝え

できればと思います。今後ともよろしくお願いいたし

ます。  
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当時の「総会」の様子。100ｍ走のスタート。 



＜連載＞ 『聞いてみん菜・食べてみん菜』  
   祝島懐かしの料理（１５）   ～ 煮しめ～           祝島・食べてみ隊 

 かなり前に、「煮しめ」を取り上げてほしいという要

望をいただいていたのですが、今回ようやく藤本芳子

さんに教えてもらって作ってみました。 

 煮しめには２種類――ふだん、惣菜として食べる煮

しめと、改まった席での小煮しめとがあります。 

 

（１） ふだん用の煮しめ 

 ＜材料＞ 

 大根、里芋、人参、ご

ぼう、たけのこ、石豆

腐、干し椎茸、煮しめ昆

布、レンコン、こんにゃ

く、ちくわ、油揚げ、板

付きかまぼこ、鶏肉（ぶ

つ切り）、いりこ、だしの

素、砂糖、しょうゆ、

酒、みりん 

 ＜作り方＞ 

 ① 水に戻しておいた干し椎茸を、つけ汁と一緒に

なべに入れる。 

 ② いりこを袋に入れたもの（麦茶など用の不織布

を利用しました）と、石

豆腐以外の上記の材料を

一緒になべに入れる。こ

のとき煮しめ昆布を一番

下にする。だし汁は、材

料がひたひたにつかるぐ

らい。 

 ③ だしの素、砂糖、

しょうゆ、酒、みりんで

味をつけて煮込む。 

 ④ 大体火が通ったと

ころで石豆腐を入れて、

味がしみ込むぐらい煮て

出来上がり。 

（２）小煮しめ 

 よばれ、法事、祝儀、正月用。材料はふだん用の煮

しめと一緒ですが、肉は入れません。また、法事のと

きには、こんにゃくは手綱にはしないこと。 

 ＜作り方＞ 

 だし（干し椎茸、いりこでだしをとるのも一緒）を

とり、味をつけておく。それを一品ずつ煮ていく。 

 また、調味料は、きれいな色に仕上げるために、塩

を使い、しょうゆは控え目にする。 

 目安として、今回使った量を下に書きますが、どれ

も非常にいい加減です。 

   水   3リットル 

   砂糖  小さじ２ 

   みりん 70cc  

   酒   大さじ２～３ 

   塩   小さじ２ 

   しょうゆ 大さじ１（薄口しょうゆがよい） 

 

 じつを言うと、塩を、大さじ山１杯ぐらい入れて煮

ていたらかなりしょっぱかったので、後から水を大分

足しました。だから、多分これぐらいだろうという思

い込みの数字です。ちょっとしょっぱい目のお吸い物

にちょっとみりんを足したぐらいの味加減でちょうど

いいのではないかと思います。 

 

 数年前、我が家では祖母の法事を祝島でしたのです

が、そのとき、テーブルやなべ、茶碗類などを、地区

の共同物ということで、枡屋さんの倉庫からたくさん

お借りしました。倉庫はかなりの広さで、大鍋からや

かん、大小の椀、皿など、一面に所狭しと置かれてい

てびっくりしたのを思い出します。 

 現在、祝島は１～17区に分かれていて、各地区に、

この枡屋さんのように十分な道具を置いてあるんだそ

うです。 

 法事なども、昔は、地区でまとまってお手伝いして

いたのが、最近は人手が少なく

なり、親戚の人などに手伝って

もらって済ますことが多くなり

ました。それでも、通夜、葬儀

の日には、組内の人が総出でお

手伝いするということです。 
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 祝島の石豆腐は外にいるとなかなか手に入りません。と

ころが、最近いろいろな豆腐が出てきて、石豆腐に近い物

を近所のスーパーで見つけました。その名も「鎌倉小町」

というかわいい名前で見た目もとてもしゃれています。 

 石豆腐ほど大豆がぎっしり感はないけれども、まあ代用

にできる舌触りと味でした。 



＜連載＞ イギリスだより  

          ～ 第三話 スコットランドの小さな村と羊たち ～     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、あすかさんのイギリスからのレポート第3弾です。どう

ぞお楽しみ下さい。 

 早いもので季節は秋、と一行書いたのが一週間前

のことです。一週間も筆を休めている間に、いつの

間にか冬のような天候になってしまいました。今朝

もセーターを引っ張り出したところです。今もコン

ピュータの前で少し凍えています。 

 実は、先週、

オックスフォー

ドよりももっと

寒 い 地 方 、 ス

コットランドに

いました。マー

ティンの従兄の

結 婚 式 に 招 か

れ、Inchnadamph（インシナダンフ）という村

に滞在しました。怪獣ネッシーの潜む（？）ネス湖

で有名な町、Inverness（インヴァネス）からさら

に北へ車で進むこと約2時間、大小の湖に囲まれた

小さな集落がひっそりと姿を見せました。そこには

一軒の旅館と数件の民家がまばらに点在するのみ。

村の人口は9名、羊の数は数千匹。さすが羊王国、

イギリス。 

 スコットランドの伝統的な風土といえば、やはり

牧羊はなくてはならないものでしょう。しかし、牧

羊はかなり昔から盛んなのかと思いきや、わりと新

しい産業だということがこの旅行中に分かりまし

た。ドクター・マーティンによると、19世紀の初

頭、数名の領主がスコットランド北方のほとんどの

土地を所有し、小作農からいわゆる年貢を取り立

て、そこから生計を立てていたとのことです。「い

わゆる、日本の中世期の荘園のような役割を果たし

ていたんだよ。」と、いかにも子供向け歴史番組の

お兄さんみたいな

口調でマーティン

が説明してくれま

した。「う～ん、

なるほど、さすが

はドクター・マー

ティンじゃね！」

といつものように皮肉っぽく答えるのは妻のほうで

す。夫が日本人より日本の歴史に詳しいと少しやっ

かみになるときもなきにしもあらず。。。一方で、

英国産の毛糸の輸出が全盛期に入るにつれ、ある領

主は「ここでいっちょ一儲けだ」と言わんばかりに

牧羊業へと手を広げていったのです。牧羊業を営む

には、何万という羊を牧羊する広大な土地が必要に

なります。そこである領主は、多くの地元農民をそ

の土地から追い出し、スコットランドの西海岸へと

追いやってしまったのです。しかし、スコットラン

ドの西海岸周辺の土壌は貧しく、多くの人々は生活

苦に悩まされ、選択の余地なしにカナダやニュー

ジーランドへと移住せざるをえなかったということ

です。ただし、彼らの中には進んで漁師になったも

のもいたということで、今回私たちが訪れた漁村も

その一つだとい

う こ と で す 。

ちょっと予断で

すが、やはり私

も島の子です。

漁村に漂う潮の

香りに故郷を思

い出さずにはい

られませんでした。 

 最後に、マーティンがこの土地の「村興し」につ

いておもしろい話を聞かせてくれました。この地方

は昨年まで特定の地主に所有されていたというので

す。地元の人々はどうにかしてこの土地を自分たち

のものにするため、組合を作り、長期にわたり全英

各地から寄付金を募ってきたそうです。オックス

フォードのある団体はこの活動に一番多くの寄付金

を贈呈したということです。自分たちの土地を手に

した今、村の人々は独自のスコッ

トランド農法を守り、多くの若者

がこの土地に移住してきてくれる

ようこの土地の魅力をアピールし

ています。彼らの挑戦は始まった

ばかりです。 
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イギリスの漁村 

スコットランド 



 ＜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」 

 隊長に離脱を報告した後は、祝島まで漕ぐことが出

来なくなった悔しさが、隊の緊張から開放されるとい

う安堵感によって徐々に薄れていった。しかし、それ

と同時に今までの自分の情けなさがどんどん増幅され

ていった。そうだ、もう隊から離脱したんだ。情けな

い自分をみんなに謝るなら今だ、と。 

 

 艇を友だちの軽トラに運んでもらって山口まで戻ろ

うとしていた俺だったが、ちょうど、そのとき原田さ

んと一緒に陸のサポート班に回れるという話を頂い

た。ん？陸のサポート班？そうか、横断隊はまだ終

わっちゃぁいないんだ。まだ、隊に対して出来ること

はあるじゃないか！海からはもう駄目だけど陸から今

までの俺の不甲斐なさを他の隊員に還元できる！俺は

謝るのをやめた。今、言葉で謝るくらいだったら、そ

の想いを「行動」という陸からのサポートにして表せ

ばいいじゃないか、と。 

 

 ４日目、５日目、６日目と俺は海の横断隊は知らな

い。けれども陸の横断隊なら語れる。陸の横断隊は原

田さんのレガシィと共にあった。上蒲刈島、県民の浜

では広島名物牡蠣を堪能してもらい、俺が残したあ

りったけの食材をバザーした。周防大島では祝島の運

送船に最終日のカヤック運送を頼み、原子力発電所詳

細調査開始に向けてのメンテナンスの情報も得た。６

日目に至ってはその日に東京に戻るラジオ局のスタッ

フと共に事前に祝島に渡り、俺もリポーターとなって

収録に明け暮れた。ホント、この３日間は俺の出来る

全てのことを横断隊のため

に捧げた。他の隊員にかけ

てしまった今までの迷惑を

全て還元するかのように。

そのときの俺にとってはそ

れしかできなかった。と言

うより、陸上から全身全霊

でサポートすることもま

た、瀬戸内カヤック横断隊

なんだと実感するように

なっていたのである。 

 

 瀬戸内カヤック横断隊最終日、俺は思い切って参加

することにした。原子力発電所のメンテナンス現場で

デモンストレーションが出来るというのもあったが、

最後くらいは祝島に漕いで行きたいという想いが左手

の苦痛を忘れさせてくれたのである。 

 

 実際漕いでみると確かに痛いのだが、漕ぎ始めてす

ぐに目の前に現れた祝島がそれを忘れさせてくれる。

田ノ浦のボーリング台座から祝島に向かうとき、リー

ダーの祐治さんからの「まっちゃん、前に行けよ。」

という言葉が全ての使命のように感じた。（正確に言

うと、このときは俺の浅はかな勘違いに過ぎなかった

のであるが）後ろから感じるみんなの気、目の前に広

がる、祝島。今まで遅れていたのが嘘のような漕ぎ方

となってきたのだ。楽だ。しかも速く漕げる。何故

だ？何故こうもノッて来たのだ？ それはおそらく言

葉では説明できない（あるいは説明したくない）何か

なのだと思う。東洋的に言えば「気」をビンビンに感

じたのである。とにかく感慨深いのだ。気持ちを言葉

にするのがもったいないくらい。途中、３日間も漕い

でいない俺でさえこうなのだ。全行程参加者にとって

の感慨は想像を絶するものがある。 

 初参加の瀬戸内カヤック横断隊はこのようにして幕

を閉じた。後から思えばよくもこのような試みに参加

したな、と思えるのだが、それも参加したからこそ感

じられること。原さんに言われた「漕げばわかる」と

いうのはこのことだったのか、と、横断隊が終わって

10ヶ月経ってもまだうずく右手親指付け根のマメを

見ながら、しみじみ感じる。 
牡蠣ですよ～！ 

 ～ 第四話（最終回） ネバーギブアップはしない ～          松村 文彦 
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ゴールの祝島はもう目の前 



   練塀集落保存プロジェクト構想（２）                 橋部 好明 
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 助成決定通知が会報に間に合いました！！ 

 平成18年11月から１年間の事業になります。 

 事業予算100万円で自己資金20万円、会員、その

他からの寄付10万円として70万円の助成申請をして

いたのですが、60万円が認められました。足りぬ所

は、経費削減しなければなりませんが、材料代は減せ

ませんので、人件費しかなく、ボランティアでの協力

に頼らざるを得ません。具体的な作業日程はこれから

ですが、何回かに分けて、集中的にやっていくつもり

です。都合のつく方はそうしたときに、ご協力願えれ

ばと思います。 

 この修復保存事業、やり始めれば２・３ヶ所では済

まなくなります。練塀集落は日本国内の他所にはない

貴重な物ですから、保存の価値は十分にあります。 

 ９月30日に柳井市でありました「伝建（練塀）

フォーラム」でも、建築学的にも高い評価を受けまし

た。広島工業大学との５年余の共同研究もほぼ完遂

し、国指定の伝建地区の指定も視野に学会発表を重ね

てきました。この取り組みを起爆に祝島の地域の皆さ

んとも、練塀集落保存の意識を共有して取り組まなけ

ればならないと思っております。 

 余談ですが、祝島の高齢化はどんどん進んでいま

す。総人口563人のうち、75才以上が268名です。

集落崩壊の危険水準は65才以上が50％を越えたらと

いわれていますから、もうまったなしが現状です。 

 

 

 

 

 

 

 

※「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 

練塀は祝島の貴重な観光資源でもある 

 ～ 「公益信託 大成建設自然・歴史環境基金」の平成１８年度助成金交付が決定 ～ 

 今回俺が海から学んだこと。それは「頑張りすぎな

いこと」だった。 

 

 陸の社会で育ってきた俺にとって、今までの人生、

気合と根性だけでどうにかなると思ってきたし、ま

た、それでどうにかしてきた。でもそれは"対人間"の

とき限定だったのである。"対自然"のときは気合や根

性は比べ物にならないくらい微々たるものだったの

だ。自然は正直。人間の力なんかすぐ見抜く。左手首

の腱鞘炎は「自然界では無理して生きられないの

よ。」っていうメッセージを海が俺に伝えてくれたの

だと思う。 

 

 横断隊に参加したきっかけはどうであれ、海から生

き方を教わった一人の隊員として、海からの視点を社

会に還元していくのが最低の使命だと思う。 

 人類のふるさとに戻って来れた一週間だった。全て

の人、物に「ありがとう。」 

                     ＜完＞ 

瀬戸内カヤック横断隊 祝島に到着！ 
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Let’s Learn English in Iwaishima !       岸本 智恵美 
  

  Part1.   Dennis’s first visit to Iwaishima (17)     

 

 

We used to have a big festival in autumn about 30 years ago. 
We celeblated and thanked for God for a good harvest and prayed for 
our health and peaceful life.  It used to be a big event in autumn. 

（30年くらい昔には秋におっけえ祭りがあったんじゃがのう。 

 五穀豊穣を祝うて健康と平穏な生活を神様に感謝せたんじゃあのんたあ。 

 秋のおおけな行事じゃったんじゃがのう。） 

Yeah, that’s right. 
People used to enjoy watching the fighting between the “Torii” and 
the “Yaasaa”.   A portable shrine also used to be carried by young 
men around the island.  
We really miss the festival … . 

（それいのんたあ。「鳥居」と「ヤーサー」の組み合いを見て楽しんだんじゃがのんたあ。   

「御神輿」も若いしらに担がれて島を練り歩いたもんじゃが。あ～ら懐かしいのや。） 

Hashibe-san 
（橋部さん） 

Dennis 
（デニス） 

Fumi-chan 
（フミちゃん） 

 I wanted to watch it. 
I feel sad that there are less people on the  
island now. 

（僕、見たかったな！ 

 島から人が減っていくのが悲しいですね。） 
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祝島不老長寿パズル  

 前回のモノトーンパズルの答えは「いわい」でした。ちょっと難しかったですが、皆さん解けましたか？ 

今回は祝島名物のあるモノが答えです。またしても難しそうなので、ヒントとして黒の部分を一部塗っておき

ました。皆さん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「いわい」でした。 

モノトーン 

No.３ 

 

出題者：kuni 



■「練塀集落保存プロジェクト」にご協力お願いします！ 

 祝島ネット21の「練塀保存プロジェクト」に対して、大成建設自然・歴史環

境基金の助成金交付が決定しました。（本誌9ページ参照） 

 橋部さんをプロジェクトリーダーとして、11月から具体的な活動が始まりま

す。詳細はメーリングリストやホームページ、そして次号の会報等でお知らせ

する予定です。会員の皆さんに協力をお願いしたい具体的

な内容としては、修復作業のお手伝いとボランティア集

め、そしてプロジェクト遂行のための寄付金集めというこ

とになります。祝島の文化遺産である「石積みの練塀」を

保存するために、どうかご協力よろしくお願いします。 

   

■本誌の感想をお寄せ下さい！ 

 祝島ネット21のホームページに「ご意見・ご感想投稿フォーム」が出来まし

た。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。一人で何回投稿していただい

ても結構です。会員以外の方からの投稿もOKです。また、インターネットが使

えない方は、郵送で事務局宛にお送りください。 

 ご意見だけでなく、祝島に関係する身近な話題（例えば、「同窓会をやりまし

た」とか、「こんなところで祝島の○○を発見しました！」とか）でも大歓迎で

す。皆さんの声で、「いわいしま通信」をもっと楽しいものにしていきましょ

う。  

お知らせ ＆ 募集 

島ネコと練塀 

読者の声 

◎「いわいしま通信」の雑誌化

（１年分を綴じて、欲しい人に

安価で販売するのはどうでしょ

うか？） 

 

◎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

書いて欲しいです。 

 

◎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どうでしょ

うか。 

 

◎郷土料理、祝島の山野草等

もっと知りたいです。 

 

 

 この秋は西日本では気持ちの良い秋晴れがずっと続いていますが、一方で祝島では水不足が心配でもあります。気

温も高くて、10月末でも昼間は半袖で平気なくらいです。私は毎週1回、上関小学校を訪問してパソコンの授業を

やっているのですが、授業中に冬服を着ている子は、まだほんの一部だけですね。先日2年生の授業をやったとき、

祝島小のみさきちゃんも一緒でした。子供たちは元気一杯！とても賑やかな授業になりました。 

 最近は仕事が忙しくて、なかなか自由な時間がとれず、祝島には週に１回帰るのが精一杯、しかも日帰りというパ

ターンが続いています。会報の編集作業はできるのだろうかと心配していましたが、1日遅れでなんとか発行にこぎ

つけました。原稿を書いてくれた皆さん、本当にご苦労様でした。 

 さて、「練塀集落保存プロジェクト」がいよいよスタートします。会報の編集中に「助成金の交付が決まった」と

いう連絡が橋部さんから入りました。次号では、このプロジェクトについて詳しくご紹介できると思います。また、

プロジェクトの遂行には皆さんのご協力が不可欠ですので、よろしくお願いします。 

 次回の会報は来年1月の発行予定です。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 

 《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/ 


