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 祝島の夏の恒例行事となった「祝島不老長寿マラソン」を8月12日

（日）に開催しました。第6回目となった今回は参加申込者が200名を越え

て過去最多となりました（当日の参加者数は191名でした）。山口県内や 

近郊の県からだけでなく、関東・東海・関西・九州地区からも多くのラン

ナーが参加され、夏の祝島を満喫されたようです。 

 今回は“少しでもゴミを減らそう”という目的で、本部給水で竹コップに

よるマイカップ・システムを導入、また、スイカの皮などは氏本農園に引き

取ってもらって豚のエサとして利用していただくなど、新しい試みもやって

みました。参加人数が今までよりかなり増えて嬉しい一方で心配な面もあり

ましたが、皆さんのご協力により全体的にはスムースな運営が出来たのでは

ないかと思います。それでも反省点がいくつかありましたので、次回大会

（来年は神舞がありますので、次回大会は再来年）に活かしたいと思いま

す。最後に、協力していただいたすべての皆様に心より感謝いたします。 

 

    ※最終ページに大会参加者の皆さんからの声を掲載しています。 

「第６回祝島不老長寿マラソン」 開催しました！ 

祝島出身ランナーに大きな声援が飛ぶ 家族でゴールイン！ 

元気にスタートする子供たち 

 大会実行委員長  國弘 秀人 

続々と坂道を登るランナーたち 



＜連載＞ 祝島の歴史を探る（２１）  ～郷土の口説 （その３）～  蛭子 葉子 

 前号から引き続き、出田政次氏の「郷土の口説」を

紹介します。 

 

 大風荒波が絶え間なく、それでも代々繋いで栄え来

て、源氏平家の戦いの時に室津・上ノ関海峡を通過の

時に泊まられた範頼卿の宿の亭主が申した言葉に「こ

こから西へ５里へだたった沖に祝嶋という小嶋があっ

てその島の乙女たちは皆々踊りが上手。その上、嶋の

娘は美人が多く御覧なさるも一つのお慰みですよ。ま

た、今の踊子はもっと踊りが上手ですよ」 

 茶臼山という山の神は、平家がこの地にやってきた

時に村の人々は平家の家来になって勇みこんで戦いに

参加したが、壇の浦の戦さに敗れて豊後を抜けて、景

清の首を密かに持ち帰って嶋内へ葬ったとの伝承話。

そのおり景清卿の持参していた名刀こそは天下の剣で

ある。戦い敗れて頼ってきた時、真心を以て尽くした

その甲斐あって感謝の形見に天下の名刀を授けられ受

け取った品である。祝嶋を天下に誇った石丸卿が、そ

のことを知って、歳月経過したある夜に、松んちの長

女でオマという娘を呼び付けて、天下の名剣を持参す

るよう命じた。娘は仕方なく持参はした。石丸卿が受

け取って上の一と間に持ち込んだがいつの間にかこっ

そり偽物とすり替えたとの伝承話。武家の用事で旅立

つ途中、伊保庄般若寺に宿泊した石丸卿は心が咎めて

名剣を持参することが出来ず、和尚へ頼んで預けて旅

立った。歳月経過したある日、帰る途中、般若寺に立

ち寄ったが、和尚は「預っとらん」と言い切った。祝

嶋では天下の石丸卿も仕方なく立ち帰ったとか。 

 その後、火難で焼失したとの伝承があるが、別の話

によれば、般若寺の和尚の留守に寺の小僧に聞いてみ

たら、「あるよ、々々々」と小僧は語った。御堂の一

と間に櫃(ひつ)に納めて縄で縛って保管されとるわい

な」とこっそり聞かせたとの伝承もあるが、また聞き

だが、聞けば真の話のようにもあるが、何時か明らか

になるであろう。当時、世間は源氏の時代であり、平

家残党のことは絶対厳密で決して他言するなと禁じた

ものである。平家没落の悲しい歴史を語る。 

 足利末期の頃、国は戦乱の時代である。皇室皇居は

衰えの極みで、見るに見られぬ有様だった。大内義隆

は皇居を遂に長州・山口へ移そうと京都の街を真似し

て造り、京の童や皇族・公卿衆を招致しようしたが、

家臣の陶晴賢が謀反を起した。そのおり石丸頼磨呂卿

はうつお船（大木の中をくりぬいて造った舟＝うつろ

舟ともいう。空舟(うつおふね)）に乗せられて、三浦

の湾に漂着され､今に残る頼磨呂石も自作人丸御堂など

据えられた跡である。 

 

 宮本常一氏の「瀬戸内海の研究」によると石丸氏来

島について"「風土注進集」によると「武者修行と号

し、応仁年中（1467-69年）に諸国遍歴の途次、こ

の島に来て定住し地士となり、大内氏に仕えた。」と

あり、大内氏滅亡後は帰農して庄屋となった。しかし

同家には今日記録らしいものは残っていない。永禄二

（1559）年七月三日付けで大和和泉というものが石

丸治部小輔のもっている冠落という六寸ほどの守剱が

天国の正銘だという鑑定をしたものがある程度にすぎ

ない。"とあります。 

 壇ノ浦の合戦があったのが元暦二（1185）年、石

丸氏が島にきたのがそれから300年もたってからのこ

となので出田氏の記載には前回の阿蘇山の噴火のよう

に年代的なギャップがあるのかもしれません。 

 まさか影清が松んちのオマに渡した"天国の正銘"が

壇ノ浦の合戦のおり海に沈んだ"宝剱"というようなこ

とはないでしょうが。椎葉村の落人伝説にも"天国"の

銘のある刀がでてくることから"天国"という言葉は落

人伝説のキーワードのひとつなのかもしれません。ち

なみに影清の墓ではないかと言われている「平家塚」

は「墓」ではなく「塚」と呼ばれていることから後世

の人が作った供養塔ではないでしょうか。おそらくこ

の塚の中には何もない可能性のほうが高そうですが、

掘り返したらそ

れこそバチがあ

たりそうですよ

ね。 

 歴史とは空想

をめぐらすうち

が華なのかもし

れませんね。 

 ◎協力：井上美登里（文書解析・現代語訳） 
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平家塚 



        「私と祝島」 

                   原 真紀 

 私が初めて祝島を訪れたのは、昨年（2006年）の

第5回祝島不老長寿マラソン大会でした。選手でエン

トリーして、もちろんボランティアとしてもメンバー

に加えてもらって、とにかく楽しい時間でした。初め

ての島なのに、

なんだか懐かし

く、また、居心

地のいい場所。

それが私の第一

印象でした。も

ちろん島の方が

明るく声をかけ

てくれ、遠慮な

く接してくれる

ことが、嬉しかったのです。 

 次に訪れたのは、11月。瀬戸内カヤック横断隊の

一行が、島に到着するというので、出迎えに行きまし

た。遠く香川県小豆島を出発し、1週間で瀬戸内をカ

ヤックで漕ぎきる。そんな旅を終えた勇士が祝島へ上

陸しました。この日、内田ボブさん（ミュージシャ

ン）も同席で、旅の話をたくさん聞きました。瀬戸内

海の素晴らしさと怖さも。どんな時でも、遠慮なく出

迎えてくれる、島の方た

ちに感謝しました。 

 島を訪れるきっかけを

私に作ってくれたのは、

私のパソコンの師匠でも

ある、國弘さんです。そ

の國弘さんのびわ畑を訪

れたことも、心に残って

います。とても高い場所

にあって、まず、そこに

辿り付く事が大変。4月

のお花見クルーズで、暇つぶしに島を散策した時に、

行者堂まで行ったことがありましたが、まさか、その

まだ奥にびわ畑があるなんて。ちょっとビックリしな

がら、今年の6月下旬。収穫だけを手伝いました。本

当は、草刈やら袋掛けやらを手伝う予定だったのです

が、うまく時間が合わず。おいしいところだけとなり

ました。初めてのびわもぎ。びわの木のしなやかさに

も驚きました。もぎたてのびわの甘さ。市場に出てい

るものとは比べものになりません。とてもおいし

い！！もちろん私の両親にも送り大喜びでした。次回

は、もっとおいしくいただく為に、収穫までのあれこ

れをお手伝いしたいと思ってます。 

 私の中での祝島での出来事で一番は、人との出会い

です。その中でも、ハワイからやって来たホクレア号

と祝島櫂伝馬船の出会いが一番印象に残っています。

いつも大切なことを気付かせてくれる場所が私にとっ

ての祝島なのですが、このホクレア号とのことは、海

に私の心を向かせてくれた人生でも大切な出会いでし

た。 

 のんびりしたい時にもお勧めの場所です。自然がと

てもきれいに残っている場所としても、私は大好きで

す。島のおじいさんおばあさんのような、素敵な笑い

しわができるように私も笑顔を忘れず、また祝島を訪

れたいです。次回はシーカヤックかな？ 

 いろいろな体験をす

るもよし、人に出会う

もよし、自然を満喫す

るもよし。とても素敵

な私の大好きな場所、

それが祝島。 

 そうそう私の同じ名

前の「マキちゃん」

（犬）にも出会える

よ！私よりとてもよく

言うことを聞くすばら

しいワンちゃんです。 
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昨年のマラソン大会（一番左が著者） 

祝島大好き人間（７）            山口県周南市在住  原 真紀さん 

 会報15号以来、約２年ぶりに復活のシリーズ第7弾です！今回は、周南市にお住いの原真紀さんの登場です。

じつは真紀さんは、以前このコーナーに登場していただいたシーカヤッカーの原康司さんと今年２月に結婚され

たのです。以前は山口県少年少女の船の事務局として、子供たちのお世話をされていました。現在は康司さんと

一緒にシーカヤックのショップ経営や、平生町佐合島で冒険学校も運営されています。祝島不老長寿マラソンで

は、昨年から閉会式のジャンケン大会の担当として活躍してくれています。 

びわもぎ作業中です 真紀＆マキ 



 
会員リレーコラム（２２）   ～ 重村 雅之 さん ～ 
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 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2２回目は、祝島出身の重村雅之さんの登場です。  

 祝島ネット21の会員の皆様、こんにちは、重村雅

之です。秀人とは高校も一緒で私が2学年先輩です。

（もう少しで1学年先輩になりそうでしたが・・。）

祝島中学校を卒業し高校は下宿生活で最初は淋しく、

柳井や平生に下宿している友達と集まり勉強？してい

ました。諸先輩方のおかげで祝島出身というと今話題

の『特別待遇生』扱いで、よその上級生から殴られた

りする事はなく（殴ったことは・・・）大事に腫れ物

に触るように扱われていました。私も『神舞』の伝統

を継承する気持ちと同じで秀人たち後輩にやさしく丁

寧に悪い事を教えました。 

 

 現在、防府市の天満宮近くに住んでいますが、年老

いた親が居るにもかかわらず本当の帰省は盆だけであ

とは黒い服を着るときばかりです。（あと何回黒い服

を着なければならないか考えると頭が痛い。たまには

赤い服も着てみたいのだが・・・）。そのぶん親孝行

は注射一本より孫からの電話一本のほうが効き目があ

ると聞き子供達に電話をかけさせていますが、こづか

いを貰ったり効き目は子供達の方にあるみたいです。 

 

 今回、秀人から急に「書け。」と言われ先日帰省し

て感じた事を書いてみます。 

 室津から乗船し、鼻繰の灯台を右舷側に観ると『祝

島人モード』に突入し幼なじみの顔を想い出す。

「戻っちょろうか？」。少し照れながら船を降りて潮

の香りと干物の匂いを嗅ぎながら華やかな迎えの人混

みの中をくぐり抜ける頃はもう完全に祝島人に変身し

ている。 

 

 同級生の親などに会い、道端で「うら、戻ったん

で？」「はあ。」「太いのや。いつまでおるんで？」

「16日。〇〇は戻らんので？」「ありゃあ銭がなあけ

え、よう戻らん。」「よう言うちょいてくりょうよ。」

「はあ、またもどりゃよ。」たったの10秒足らずのす

れ違いながらの会話で友達の仕事や体調まで分かるの

は不思議なものだ。（島では同級という絆が特に強く

帰省すると必ず話題になる。） 

 

 家で寝ていると、道を通る人の足音で何人いるか分

かるほどの静けさと寂しく響く盆太鼓の音は昔とちっ

とも変わらない。島の中を懐かしみながら歩くと、空

き家と解体した家がものすごく増えていたのは残念

だった。うちの家にも、泥棒が見たら喜びそうなほど

空き家の鍵がぶらさがっていた。帰省したくても帰る

ところが無ければどうしようもないし、なんとかなら

ないものだろうか。 

 

 島から帰る人達・見送る人達は、帰ってくる人達・

迎える人達に比べると明らかにテンションが低い。接

客疲れというより別れの辛さだろう。お互いに心配か

けまいと強がり、笑顔で「体に気をつけて頑張りんさ

いよ、また戻りゃ。」「はあ、あんたも気をつきょうよ

で。また戻るいで。」短く小さい声で照れながら目を

合わせず言葉を交わして切符売り場の前で別れる。見

送る側は振り返った瞬間に少しだけ寂しそうな顔を

し、そのままいつもの祝島人に戻る。見送られる側は

船に座ると急に寂しくなり鼻繰までしんみりと考え込

むが左舷側に灯台が観えると『祝島人モード』から脱

皮し『都会人モード』に切り替わる。（田ノ浦の景色

はいただけなかったが・・・。） 

 

 最近の祝島は原発以外でもマスコミなどによく登場

し、広く知られてきたのは嬉しい事だし誇りに思いま

この夏も、家族で祝島に帰省しました。 
（長磯にて。一番右が著者） 



標準名はシロギスということですが、祝島ではキス

ゴです。子供の頃から、夏の魚というとギダ（キュー

セン）やキスゴが思い浮かびます。 

海辺で砂地のところに潜ってみると、よく見かける

のがシマギダとキスゴでした。砂地の上では、シマギ

ダはわかりやすいけど、キスゴはほとんど透明に近

く、ひるがえるときの光や、何となしの気配でようや

く見分けられるような感じでした。 

夏の砂地には必ずいたようなキスゴですが、今は簡

単には見かけなくなったようです。この前、キスゴを

ねらって釣りに出ました。祖父と釣りに出たはずなの

ですが、どこで釣ったのかはっきり覚えていなくて、

まずクドレの沖で釣ってみて釣れず、人家の沖でも釣

れず、西の波止を少し長磯側に寄った辺りでやっと十

匹余り釣れました。三年子くらい（20センチ足ら

ず）のが多く、大きいのは釣れませんでした。どこか

にはいるのでしょうが、この日は出会えませんでし

た。 

えさはムシ（ゴカイ）

で、浜を掘って捕っていま

した。キスゴはえさを食べ

るときは結構吸い込む力が

強いようで、針を飲み込む

ことが多いように思いま

す。 

釣ったキスゴは、刺身と

天ぷらにして食べました。

身には脂肪が少ないので、

テンプラが旨いのだそうで

す。 

ふつう「鱚」と書き、め

でたそうな魚です。姿形、

手触り、味などからだと

「生直」の方が合いそうな

気がします。 キスゴ 

＜連載＞魚・さかな・肴（２２）  ～ キスゴ ～           木村 力  
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す。島の中でできる産業の創出や都会から応援できる

システムなどをみんなで考えて、誰でも何時でも帰省

できることを願ってやみません。歳を取ったり日にち

が経つことは止められないけれど守らなければならな

いものは守り、変えていかなければならないものは変

えて、できるだけ強く長く愛し愛されたいとつくづく

想った今回の帰省でした。 

 

 それではシャイで情け深い愉快な祝島人が一生懸命

に頑張って創る来年の『神舞』でお会いましょう。 

 

追伸 

 『祝島賛歌』を聴きながらビールを飲み、自分の気

持ちを文章にする難しさを実感いたしました。ビール

の量も多すぎたと思いますが・・・ 

                 ＜重村 雅之＞ 

ヤーサーに乗った小学生時代。秋祭りも賑やかだった。 

刺身 

テンプラ 



＜連載＞ 『聞いてみん菜・食べてみん菜』  

   祝島懐かしの料理（１８）                       祝島食べてみ隊 
     ～ おばあちゃんの蒸しパン ～ 「お日様の力を借りて・・・祝島の味」  

 「お日様の力を借りた蒸しパン」とは何のこっちゃ

と思われるでしょうか？  

 こどもの頃、毎年のように夏休みを祖父母の家で過

ごしていましたが、そのときの思い出深いおやつに、

おばあちゃんの手作りの蒸しパンがあります。何にも

入らない、素朴なやさしい味のする蒸しパンでした。 

 この蒸しパンをおばあちゃんが作っていたとおりに

作ってみよう、そう思ってまずは生イーストを探すと

ころから始めました。ところが、これが思った以上の

難題でした。近所のスーパーで売っているのは、「レン

ジでできる、予備発酵不要のイースト」とうたったも

のばかりです。 

 祝島で蒸しパンを作るときには、「出田へ行ってイー

ストを買うてきてくれませー」と妹たちは使いに行か

されたそうです（私は覚えなし）。だから、ここは妥協

せず生イーストでつくらねば、と少し足を伸ばして遠

くの大手のスーパーにも行ったけれども同じこと。結

局４軒目で、ドライイーストではあるものの予備発酵

をしなければならない種類のものを見つけて、これで

手を打つことにしました。 

 

 ＜材料＞ （４個分） 

小麦粉      100g 

ドライイースト  1g 

砂糖       30g 

水       60cc 

 

 ＜作り方＞ 

①上記の材料を全部混ぜ

合わせて 

②粘りつかなくなるまで

よく捏ねて、右の写真の

状態にする 

③発酵 

 さて、お天気のよい日、こうしてパン種を捏ね上げ

ると、おばあちゃんは、「坂井さん、ちょいと塀を貸し

てくれませー」と一声たけって、パン種の上にぬれ布

巾を掛けたボウルを、前の家の練塀の上に置きます。

ボウルはうまいこと落ち着いていましたが、今、この

写真を見ると、よく落ちなかったものだなあと感心し

ます。この塀の上にどれくらいの時間置いていたので

しょう、遊びに

出ていた私が

帰ってきたとき

には、小さな塊

だったパン種は

大きくふっくら

と、ボウルいっ

ぱいに膨らんで

いるのでした。

そうです、太陽

熱によって発酵

が進んだのでし

た。 

 一度、その練塀の上で試してみたいと思いながら、

祝島滞在中は遊ぶのに忙しく、ついついそれを果たせ

ないまま来ました。けれども、今回の蒸しパンづくり

で一番やってみたかったのは、おばあちゃんがやって

いたように、お日様の力を借りてパン種を膨らませる

ことでした。そこで、ベランダのひなたに椅子を持ち

出して、パン種の上にぬれ

布巾を掛け、さらにその上

にラップを掛けたボウルを

置きました。ラップを掛け

たのは、風が強かったた

め、ぬれ布巾を掛けていて

もパン種が乾燥するのでは

ないかと思ったからです。

午後3時から1時間、ひなた

に置いた結果が右の写真で

す。 

④蒸し器で20分ぐらい蒸す 

⑤出来上がり 

 

 出来上がった蒸しパンを

ちぎると、ほんのりイース

トの匂いがして、昔、おば

あちゃんに作ってもらった

蒸しパンそのものでした。

というわけで、今回のお日

様に助けてもらっての蒸しパンづくりは大成功！ 

 おばあちゃんの蒸しパンは祝島の思い出・・・。 
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1992年夏・坂井さん家の練塀の前で 

ここにボウルを

置く 

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 



 國弘編集長から急に会報への寄稿を依頼され、

「頼むのは遅いが締め切りは早いです」と、敏腕編

集長らしい口説きでさっさと話を決めてしまいまし

た。私のブログ「氏本農園・祝島だより」にもタイ

トルのような趣旨のことを書いていますが、祝島

ネット会員の皆さまにはなるべく重複しないように

お話ししたいと思います。 

 祝島に限らず、かつての農業にはどこでも使役用

の牛が不可欠な存在でした。農民は餌の用意や糞尿

の始末という一日も欠かせない労働に縛られました

が、牛糞有機堆肥という資源を活用し、化学肥料に

頼らない資源循環型の環境に優しい（エコロジー）

農業を無意識に展開していました。そのうちに小型

耕運機など便利な農業機械や手軽な化学肥料の出現

で農民は重労働から開放され、牛もお役御免で不要

になりましたが、有機堆肥もなくなり化学肥料や農

薬に依存する非循環型農業に変貌していき、エコロ

ジーが崩れていきました。 

 そのような農業の土俵では、離島は土地条件に恵

まれた本土と競争できるはずもなく、離農した離島

農民は都会の工業労働力として流出していきまし

た。離島は農業だけでなく社会そのものが過疎化し

衰退していきましたが、当時の日本社会全体の欲望

は工業化による社会の豊かさを求め、環境や農業な

どエコロジー自体に価値を見出さず、地方の衰退を

結果的に容認してきました。しかし、日本の工業化

社会の成長が限界に

突き当たり、バブル

や温暖化などの病理

現象が起き、自ずと

環境保全などエコロ

ジー価値への関心が

高まって必然的に

「地方」や「田舎」の再評価の動きが強まってきて

います。 

 そんな状況下で、離島自体や離島棚田の社会的価

値も再評価されはじめてきています。規模は小さい

けれどエコロジー農業の性格が強く、そこからの生

産物もエコロジー的付加価値が高い、と社会（市

場：マーケット）の側の価値観（評価基準）が変化

してきています。ここに祝島農業が再興するチャン

スがあります。そのためにも先ず祝島農業がエコロ

ジー農業へと回帰するとともに、その生産基盤であ

る棚田を再生することが必要です。エコロジー農

業、すなわち家畜を組込むことで家畜に作業をさせ

ながらその糞尿を有機質肥料として活用し、化学肥

料や農薬への依存を止め、環境に優しい良質な農畜

産物を生産するためには、家畜を祝島に呼び戻すこ

とが先決でした。 

 私の考えでは、エ

コロジー農業への回

帰と棚田再生を同時

進行できる家畜が

『豚』だという訳で

す。豚の優れた能力

の一つは、鼻耕（びこ

う）という鼻で土を掘り返す能力を持っているこ

と。耕作放棄になって荒れている元農地の再開墾な

どにはうってつけです。また雑食性が強くて餌の好

き嫌いが少なく、人間の食べ残しから雑草までなん

でも食べます。もちろん単胃動物なので反芻動物の

牛などに比べて植物の栄養消化率は劣りますが、逆

に反芻動物ほど餌の内容に気を使う必要はありませ

ん。豚は泥浴びなどの野外運動が大好きですし、土

を食べて土中のミネラルや微生物を食べて本能的に

体調を整えて健康体を維持し、病気への抵抗力もつ

いてくるので抗生物質などが不要になります。牛は

食肉になるまで2年近くかかりますが、豚だとその

半分以下の期間で済みます。その間の餌の量も身体

の大きさに比例し、農地の広さも必要になります。

妊娠期間も牛の290日に比べ120日と短く、1回

の産子数も牛は1頭なのに豚は8頭近く産んでくれ

ます。出荷時の海上運搬も容易です。 

 豚の生活過程で荒れた農地の再生を手伝い、豚自

身もその風土の風味を体現している、本来の家畜と

してのあるべき姿です。    （次号につづく） 
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＜新連載＞ 氏本農園だより（１） ～今なぜ祝島に豚なのか～  氏本 長一 

鼻耕 



 ＜連載＞ 先生、お元気ですか？ （第３回）    ～ 高松 秀義 先生 ～ 

   「わが祝島奮闘記」 

 

           上関町室津在住 高松秀義 

 

 “あれが祝島の” 

 昭和46年4月1日付辞令をいただき、いざ祝島小へ

着任。前年1年間は、室津小学校で勤務していたので

町内でもある祝島へは、新任地とはいえ格別遠方では

ない。室津小保護者の船に、布団、冷蔵庫、机の三点

を積み込み慣れた転勤である。学校下の教員住宅ま

で、地域の皆さんのお出迎えと共に、あっという間に

引越しは完了。これで、あとは始業式で祝島っ子との

出会いを待つばかりである。 

 始業式前日、室津港から「ことしお」に乗船、4月

の海はめずらしく荒れ模様、四代を過ぎると「ことし

お」が木の葉のように前後、左右へと大きく揺れる。

やや、不安になりながらデッキに腰掛けていると、

「新しい先生げなや、どこから来たんで、祝島はええ

ところで（語尾の音は短く低く）」｢徳山市から来まし

た、高松と申します。よろしくお願いします。｣甲板

員のおじさんとの短い会話を交わしたことで、安心感

が体に拡がる。船着場では大勢の島民の方々が出迎え

てくれ、新参者への歓迎の視線を感じながら、祝島生

活の一歩を踏み出した。 

 始業式で3年生担任を発表され、緊張した面持ちで

子どもたちと対面、26人のちびっこギャングとの戦

いの始まりである。教室での出来事やハプニングもた

くさんあるが、心に残るのはふれ合いの中から生まれ

た出来事であり、島の人たちとの交流である。 

 

 “あんたもたつつのや” 

 着任1年目は、祝島と徳山の自宅を頻繁に行き来す

ることとなった。大学時代から始めたサッカーを教員

になっても続けていたので、月に1、2度は試合で県

外に遠征していた。試合が終わって山口県に帰った時

は、すでに夕方、もちろん「ことしお」には間に合わ

ない時間である。翌朝、徳山の自宅を早く出発し、6

時30分に室津に到着、室津からは海上タクシーで祝

島に帰り、教員住宅であわてて朝食を済ませて学校

へ・・・“サッカー朝帰り”である。サッカーの試合

がない土日が、一番安らぐ時でもある。島に残り、子

どもたちと魚釣りを楽しむのが日課であった。釣り好

きな、K君、Y君、Y君らと１日中釣りをして過ごし

た。40センチ近くあるアイナメを釣り上げたことも

ある。共同住宅での風呂当番の日は、燃えにくい五右

衛門風呂との格闘もいい思い出に。 

 

 “ふかやが出たどよ” 

 新学年が始まり、学校にも子どもたちにもだいぶ慣

れた頃のことである。週番になり、学校入り口の鍵を

開けていると、Sさんが後ろから駆け寄り、「先生フカ

が出たどよ」ええ、「どこに出たん? 東の波戸場か

ね、西の住宅の方かね」いいやのう、「わしの脚ど

よ」・・・? 正しくは、“ふかやが出た”と言うらし

い。ふかや? 昨日の体育の授業で、筋肉痛が起きる

ほど鍛えられたので、今日は朝から痛くて痛くてとい

うことのようだ。うーら先生が知らんことや。 

 

 “横手打ちゃよ” 

 祝島1年目が終わる3月に結婚し、2年目の1月に男

児が誕生した。我が家の長男は、祝島勤務中に生まれ

たこともあり、格別祝島には愛着をもっている。現在

でも、祝島のことは気になるらしく、帰省したら島に

行ってみたいと話す。長男が誕生した年は、6年生を

担任していた。誕生間もなく、参観日に全体懇談会を

開催した。その席で、保護者の皆さんから祝福してい

ただき嬉しかったことを覚えている。あるお母さん
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祝島小学校時代の高松先生（中央） 

 このコーナーには、かつて祝島小学校・祝島中学校で教鞭をとられた先生方にご登場いただき、当時の思い出

や最近のご様子などを紹介していただこうと思っています。第３回目は昭和46年から3年間、そして平成4年か

ら3年間、祝島小学校に赴任された高松秀義先生にお願いしました。 
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が、突然立ち上がり、「あんたら横手打ちゃよ」と皆

さんを催促するように発言した。中には、島のお母さ

んでも分からない方がいるらしく、私はなんですかそ

の「横手打ちゃよ」は、と聞き返すと、おめでたいこ

とがあると、みんなで手をたたいて祝福してあげるこ

とらしい。横手を打つ、すなわち拍手のことである。

祝島の皆さんからは、数え切れない程の横手を打って

いただき感謝している。 

 

 “先生帰ったんで” 

 祝島の子どもたちの人柄が表現されている言葉であ

る。祝島を離れ、何年か振りに親子で島を訪れた。船

着場で久しぶりに島の空気に浸っていると、子どもた

ちが寄って来て、「先生帰ったんで」と口々に歓迎し

てくれる。来たのではなく、帰ったと解釈してくれる

心遣いがとても嬉しい。3年間ではあるが、島の一員

として認めていただいたような気がして、祝島の人情

の厚さに感嘆する。今も心に残っている言葉である。 

 新任教員以来、祝島は私にとってこれ以上ない愛着

のある島となり、こんな祝島であるから、それ以降、

私は祝島に何度も帰ることになる。4人の子宝に恵ま

れ、上関町室津に拠を構え、昭和63年から上関町教

育委員会、平成4年から3年間祝島小学校教頭とし

て、現在は、公民館職員として、祝島の皆さんには格

別なご厚情をいただき勤めさせていただいている。新

任当時のお母さん方とも、生涯学習を通して交流を続

けている。これほど、幸せなことはない。 

 

 “まっちょるげぇなで” 

 島民の恩師・真方先生の次の投稿となり光栄である

が、文才のない私にとって会報に目を通してくださる

皆さんには恥ずかしい限りの文章となり恐縮至極であ

る。子どもたちと勉強した話題を記憶せず、遊んだり

ご迷惑をかけたりしたことばかりが心に残っている。

勉強落第教師だったことをこの際お詫びしたい。こん

な私を、家族を、島を離れても暖かく見守り続けてい

ただいていることに、ただただ感謝あるのみである。 

 当時を思い出していただきたくて、イニシャル入り

の文にさせていただきました。お許しを。 

 最後に、祝島の皆さ

ん、室津から定期船

「いわい」に乗船する

際に、少しでも時間が

許せば、中央公民館に

是非お立ちよりいただ

ければと思います。 

 皆さんと再会できる

ことを念じつつ・・。 

中央公民館にお立ち寄りください 

 ＜連載＞花*花クイズ（２１）                     橋部 好明 

 前回の花・花クイズの

答えはヒサカキでした。 

 山地に生える常緑小高

木の花です。高さ4～8㍍

くらいで樹皮は灰褐色。

葉は互生し、長さ３～

８㌢の楕円形でやや厚く

ふちは鈍い鋸葉。この葉っぱが私たちの役に立ってい

ます。お分かりでしょうか、お墓参りには欠かせませ

んね。水とこの小枝の束を持って墓参するのが祝島の

定番スタイルです。でも、花が咲いてると、すぐ落下

するので、花時は敬遠されます。こんな可愛い花なの

に可哀想ですね。 

 神棚に立てたり神事に使うのが「サカキ」。こちらは

仏壇に立てたりするので、それで「ヒサカキ」と言う

のでしょうか。 

 花は3～4月に束生と言って写真のようにびっしり連

なって咲きます。見た目は白ですが、レンズではピン

ク色でした。 

 さて、今回の花の名は？ 

 祝島公民館の花壇に、今咲いていて満開です。紫紅

の色彩が通る人を魅了しています。 

 

これは何の花？ 
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Let’s Learn English in Iwaishima !       岸本 智恵美 
  

  Part1.   Dennis’s first visit to Iwaishima (20)     

 

 

 I think it's difficult to hold an event like this and I know that it 
requires the support of a lot of people in order for it to be successful.  
I hope you'll be able to continue to provide that support. 

（このようなイベントを続けることは難しいと思うし、それを成功させるためにはたくさんの人

の支えがいることがわかります。みんなが支え合うことを共有できたらいいなと思います。） 

Hashibe-san 
（橋部さん） 

Dennis 
（デニス） 

 I agree.  This year the temperature rose to over 40 ℃ in some places 
in Japan.  Maybe it was hard for the runners to run in such high 
temperatures.  But all the runners, varying in age from 3 and 86 years 
old, did their best.   
I believe that thanks to all the runners and the supporters, it was a 
success. 

（それじゃあ。今年は日本のあちこちで気温が40℃以上になったけえ、走る人らにゃあ

そがいな高温の中を走るのはなんぼうかせんなかったろう。ほいじゃが3才から86才の

走者はよう頑張ったのんたあ。走る人と支える人のみんなのおかげで成功せたんで。 ） 

The 6th Marathon Meet was held on August 12th. 
We are happy that entries for the meet are increasing every year.  
This year about 200 people participated in the race. 
Many people worked together to make this big event successful. 
Before everything, we felt happy that the runners enjoy the race. 
（6回目のマラソン大会が8月12日にあったんじゃが、大会参加者が毎年増ようるのが

うれしいのんたあ。今年は約200人が参加せたんちゅうで。みんながこの大会を成功さ

せるどて協力せたんじゃろうが、何言うても走る人らが楽しめたのが何よりじゃあ。） 

Toju-saa 
（藤樹さあ） 
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祝島不老長寿パズル（６）  

 前回のモノトーンパズルの答えは「ホクレア号」でした。皆さん解けましたか？ 今回のパズルはかなり想

像力が必要ですよ。三浦湾の風景を思い浮かべながら解いてみてください。レッツ・チャレンジ！ 

★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、5月に祝島にもやって

来た「ホクレア号」でした。 

モノトーン 

No.6 

 

出題者：たーちゃん 



■第1回祝島練塀ウォークラリー開催のお知らせ 

 10月7日（日）に「第1回祝島練塀ウォークラリー」を開催いたします。さわや

かな秋の一日、“練塀の島”祝島を歩いて楽しみながら健康づくりをしませんか？ 

参加者およびボランティアスタッフを募集します。 

＜第1回祝島練塀ウォークラリー募集要項＞ 

 ◎開催日時：平成19年10月7日（日）10:45～受付 12:15～スタート 

 ◎集合場所：祝島小学校 体育館 

 ◎歩行距離：約4km 

 ◎参加料：大人500円、中学生以下300円 

  （参加料は当日受付でお支払い下さい。） 

 ◎募集人数：60名（先着順） 

 ◎申込み方法：参加申込用紙に記入して、 

   実行委員会まで郵送またはFAXして下さい。 

  （1チーム5名以内で申込み。個人でも可。） 

 ◎参加申込み締切り：10月1日（月）必着 

 ◎申込先：〒742-1401 山口県熊毛郡上関町祝島 

         祝島練塀ウォークラリー実行委員会 

       FAX 0820-66-5066 

 ◎問合せ先： 

  國弘秀人（TEL 090-8069-5066 Eメール kunihiro@iwaishima.jp） 

 ※参加申込書は祝島ネット21のホームページ等より印刷できます。 

お知らせ ＆ 募集 

島の子も島に帰省した子もみんな仲良し 

ランナーの声 
 今回は「読者の声」に代わっ

て、祝島不老長寿マラソンに参

加されたランナーの声を紹介し

ます。 

◎初参加でしたが、酷なレース

で楽しませていただきました！

たくさんの写真をありがとう。

２年後の大会を楽しみにしてい

ます。（スタート時間を早くし

てぇ～！暑かったよぉ～！） 

     ＜山口県・Sさん＞ 

◎猛暑の中、朝早くから島民総

出での大会運営および応援、本

当に感激しました。ありがとう

ございました。祝島は本当に良

い所ですね。特に13kmコース

の4km地点でしょうか、山の中

腹から垣間見た海の美しさは最

高でした。夫婦で日本全国をマ

ラソン行脚していますが、お世

辞ではなく今までで一番の景色

でした。 ＜群馬県・Fさん＞ 

 夏休みも終わり、2学期が始まりましたが、西日本はまだ残暑が続いています。今年の夏は本当に暑かったです

ね。そんな猛暑の中、第6回祝島不老長寿マラソンが行われました。熱中症で倒れる人が出ないか心配でしたが、皆

さん無事にゴールまで帰ってこられてホッとしました。お盆休みも長かったせいか、たくさんの人が祝島に帰省され

ていて、大会ボランティアも前日になって(~_~;)ずいぶん増えました。それから、今年の大会オリジナルTシャツはと

ても評判が良くて、いつもより多めに製作したにもかかわらず、すぐに売り切れてしまいました。欲しかったけど手

に入らなかった人、すみません。 

 さて、会報の方は、島だけではなくいろいろな所で話題になっている氏本農園の豚の放牧についてのコラムが今回

から始まりました。氏本さんよろしくお願いします。また、久しぶりに「祝島大好き人間」コーナーも復活しまし

た。3回目となる「先生」コーナーには、高松先生に執筆をお願いしました。先生に見せていただいたアルバムに昔

の自分の顔を発見して、ずいぶん変わったなぁ・・と実感しました(^_^;)。 

 次号は11月末に発行の予定です。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。投稿はホームページからも可能 

 になっておりますので、ご意見・ご感想・リクエストなど、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。会費は1年間6000円です。 

 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/ 


