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「第１回祝島練塀ウォークラリー」を 開催しました！
大会実行委員長

國弘 秀人

10月7日（日）に「第1回祝島練塀ウォークラリー」を開催しました。
8チーム29名の皆さんが参加してくれました。初めての企画なのでどうな
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賞品はミニ練塀や島ネコ。大好評でした

※最終ページに参加者の皆さんからの声を掲載しています。

島ネコ物語

絵・しげむらみちこ

＜連載＞ 祝島の歴史を探る（２２）

～郷土の口説 （その４）～

引き続き、出田政次氏の「郷土の口説」から。

蛭子 葉子

ろうと想定し話をすすめていくことにします。
橋部さんの話では現存する｢照満寺｣｢光明寺｣｢善徳

寺院が古いのは光明寺で、ほめたたえる念仏、老い

寺｣が真宗であるのに対し「長蔵寺」は禅宗のお寺で、

も若きも男女もこころからありがたく感じ唱え、浄土

小学校側から行者堂に向かう道脇にお地蔵さん（写

真宗・光明寺が出来て、禅宗・長道寺の住職さんは、

真）があり､そこを寺の門というのでその場所にあった

没落一途の世をはかなんで、所持のお金の千両を地下

のではないかということでした（ただし、他の場所に

に埋めて一首（歌）を残し、朝日さす夕日輝く木の下

あったという人もでてきて橋部さんが近々に周辺を探

に小判千両埋めて置く、寺院は衰え無くなったが、所

索してみるということです）。写真からもわかるよう

持のお金が惜しくなり、岩国目指して渡海便で夜抜け

にお地蔵さんは蓮の上で手を組んで座禅をしているよ

に逃げた、やがて長道寺を再健し長道寺町まで築いて

うにも見えます。お地蔵さんの台座には"願主 惣連

見せた、寺の運が日をおうごとに盛んになった、真宗

中""六月二十四日" と刻まれた文字が読み取れます。今

を怨んで白酒呑ませ、相続系統を絶やそうと、禅宗

でいう自治会のようなところが建立したようで、愛宕

きっての秘伝の祈願見事当たって、四代も続いたそう

の千日詣で陰暦6月24日に愛宕神社に参拝したら平日

な。

の千度の参拝にあたると言うことから、六月二十四日

明治年間やっとの事で寺院の栄えに頼り来て、和尚

の月日を刻んでいるのではないかということでした。

博仁師第十七世の法名を継ぎ、寺運日毎に盛んになっ

ちなみに長蔵株（小川政一）という株内（カブウチ）

た。

は有りますが、長道寺株は不明だそうです。
現在祝島のお寺は三つですが江戸後期から明治にか

これを私の父と橋部さんに読んでもらったら

けては相浦にある報恩寺を含め4つもお寺があったそ

「？？？」、父は「たいがいショーヤンやのう。」と

うです。そのお寺の歴史については『山口県・寺社由

いうつれない返事でした。島の歴史を書くのに参考に

来』『同・寺院沿革史』『風土注進案』などに記載が

なるだろうと出田さんの原稿を私にくれたのは父なの

ありますが、それぞれ食い違う所がありどこまで信憑

で､もうちょっと言いようはあるだろうと思いつつ、あ

性があるかは疑問です。

まのじゃくの私はショーヤンと言われると俄然闘志が
わき、少し調べてみることにしました。
というのも以前､橋部さんから蓬莱館で「長蔵寺」と

ここでは「長蔵寺」のことが書かれた『風土注進
案』をたよりに話をすすめていきたいと思います。上
関宰判『風土注進案』は天保13年（1842年）藩府の

いうお寺の話を伺ったことがあり､機会があれば調べて

命を奉じて、勘場元で事業を主宰し、島の庄屋から録

みましょうと話をしたことがあったからです。出田さ

進した資料によってまとめられたものです。

んが書いている｢長道寺｣はこの「長蔵寺」のことであ
◎真宗利生山照満寺
石丸左馬頭の次男が開祖で天文21年（1552年）に
本願寺に證如人の弟子となりお寺を創建。
◎真宗遍照山光明寺
石丸左馬頭の七世の孫が元和4年（1618年）真宗
帰入し了通と改めたのが始まり。
◎真宗石原山善妙寺「後筆、平郡嶋妙徳寺ヲ合併善徳
寺と改号」
毛利の家臣石原藤左衛門が大阪籠城のさい本願寺顕
如上人から御剃刀を戴き、法名を教通と改め、帰国後
お寺を創建した。
「寺の門」のお地蔵さん
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「長蔵寺」については"開基教通と申す者富當嶋長

土誌稿』など目を通しましたが残念ながらまだ（？）

蔵寺と申禅宗大破斷絶之砌、彼等門徒教通に帰依仕寛

みつけられません。岩国の町には柳井町や玖珂町など

永年中改宗し真宗一宇建立仕候・・"

出身地の町名が残っていますが、寺社町として新たに

｢長蔵寺｣という禅宗のお寺が大破断絶（よほどのこと

できて現存しない町の名前についてはほとんど記載が

だったのでしょう）のさい、｢長蔵寺｣の門徒は教通に

ないのです。岩国藩の開祖となった吉川家は横山に城

帰依し、寛永年中（1624-1644）真宗に改宗、お

を築き、城下町を整備、錦帯橋を架け、耕地を築き、

寺を創建。その真宗寺の2世が本願寺において得度、

産業を興した文化的な藩主となりました。

6世が開法山報恩寺とし、それが現在相浦にある報恩

「長蔵寺」の断絶したのは4代目藩主あたりでしょ

寺ということになっています。

う。４代目の岩国藩主である吉川広紀は万治元年

また｢八幡宮｣については永禄４年（1561年）の上
棟の棟札に｢大檀那 藤原安穏

石丸治部?則宗｣｢本願

（1658）に生まれ元禄九年（1696）39歳の若さ
で亡くなったのですが、神仏崇拝は格別で藩政の上で

長蔵寺｣という記載がみられ、大内氏の支配下にあっ

は、多くの寺社の復興再建をされているそうです。そ

た当時､禅宗の「長蔵寺」が勢力をもっていたという

ういう状況下の中で「長蔵寺」も再興したお寺のひと

のもうなずけます。｢八幡宮｣（橋部さんは｢宮戸八幡

つではなかったのかというかすかな期待がふくらみま

宮｣と書かれていないことにも注目しているそうで

す。

す）「長蔵寺」の関係がはたしてどのようなもので
あったのかも気になるところであります。

※この件に関してなにかご存知の方があればご一報を

では岩国に"長道町"なるものが存在したのかというこ
とですが、『玖珂郡史』（イワクニは熊毛郡の一部で

◎協力：井上美登里（文書解析・現代語訳）

あった玖珂郡内のムラのひとつであった）や『岩国郷

橋部 好明

＜連載＞花*花クイズ（２２）
前回の花・花クイズの答えはブーゲンビレアでし
た。

さて、今月の花の名は？ 今回は、花からではなく
実から。

南米原産で世界各

2週間位前、山道を歩いていたらひときわ目立ちま

地に植えられていま

した。同じ木があっても、実のなっていない木もあり

す。花は熱帯では夏

ます。調べてみましたら、雌雄異株でした。5月頃花

に咲くといいます。

開く、蜂に大人気の花です。

祝島でも8月頃から
咲き始め11月に
なってもまだ咲いて
います。
花弁のように見え
るのは総苞片で、中
心に有る3本の筒状
の先端に可愛い花
（約5㍉）が開きま
す。紫紅色の総苞片
もあります、南米に
は十種類もあり、園芸品種もいろいろあるようです。
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＜連載＞ 『聞いてみん菜・食べてみん菜』 （最終回）
祝島懐かしの料理（１９） ～ かんころ・かんころ団子 ～
“かんころ”とは、サツマイモを薄い輪切りにして

祝島食べてみ隊

＜かんころ団子＞

カラカラになるまでよく干した保存食で、干しいもと

①かんころを粉にして、芋の粉だけでこねる。

もいいます。11月の寒くなった時期に１週間から10

②耳たぶぐらいの固さになるまでこねたら、団子に丸

日ぐらいかけて干し上げます。サツマイモを栽培する

めて平もちのような

地方では共通し

形にする。

て見られる昔な

③蒸し器でふかす。

つかしい郷土食

それだけで甘いが、

で、主食とし

好みで砂糖をつけて

て、またおやつ

食べたりもする。

として利用され

また、あんを入れて

ました。

作ったらかんころ饅

サツマイモが
瀬戸内地方に伝

頭になる。
祝島・國弘さんちのカンコロ干し

播したのは

と書くととても簡単そうですが、実は、粉にするの

1711年、伊予が最初で、その後急速に瀬戸内の島々

に苦労しました。昔は石臼でひいたり、あるいはもっ

に普及し、享保の大飢饉では大いに力を発揮したとい

と時代が下ると立花製粉所で粉にしてもらったりした

うことなので、あるいはそのころ既にこうした保存食

そうですが、我が家には石臼もなく、製粉所に頼むほ

もできていたのでしょうか。

どの量もありません。

昔はかんころを水で戻してイモの味だけで食べてい

そこで、考えたのが

たものですが、最近は贅沢な味つけをするようにな

大きな封筒にかんころ

り、今でも昔を懐かしむ人のおやつとして喜ばれてい

を入れて金槌でたたい

ます。

て細かくした後、すり
鉢に入れてすりこぎで

＜かんころを使ったおやつの作り方＞

するというものでし

①アズキ（カップ2）をやわらかくなるまで煮る。

た。これが思ったより

②よく煮えたアズキの中に水洗いしたかんころ（150

はるかに難儀な仕事

～180g）を入れる。水はひ

で、石臼でひく大変さ

たひたより多めに。同時にタ

をほんのちょっと体験

ンサンを入れてもよい。

した気分でした。

③かんころが指でつぶれるく

これでは埒が明かな

らいになるまでよく煮る。

い、さて、どうしよう

④かんころがやわらかくなっ

と思っていたところ

たら火から下ろしてポテトマッシャーやレンギ（スリ

に、コーヒーミルかジュー

コギ）などでよくつぶす。

サーでできるという情報が入

⑤つぶれたら砂糖（450～

り、早速安いミルミキサーを

500gくらい――好みで調

手に入れました。こうして、

節する）と塩少々を入れて

どうにか４本のサツマイモか

出来上がり。

らこれだけの粉が出来上がり

⑥このとき水を多めにして

ました。

団子を入れて食べる人もあ
る（ぜんざいのような感じ）。
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のまま団子にしたら、出来上がった団子は見た目がお

今回のかんころ・かんころ団子を作るために、國弘

からのようで、おまけに舌触りもざらざら。やっぱり

さん、藤本芳子さんのご協力をいただきました。あり

不精をするもんじゃないと思い知らされました。

がとうございました。

それに加えて不思議なのは団子の表面が黒くならな
いこと。今回教わったメモにも、
「蒸しあがったら黒

☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

くなる」とあったし、自分の記憶でもたしか黒かった
はずなのに、30～40分ぐらいかけて蒸した我が家の

小さい頃に食べた祝島の懐かしい食べ物を自分たち

かんころ団子はねずみ色がかった薄い黄緑色でした。

で作ってみようと、はるかな記憶を頼りに挑戦してき

サツマイモの種類が違うせいなのか、作り方が悪かっ

ましたが、とうとう種が尽きてしまいました。本当は

たのか、あるいは両方なのか、ちょっとした謎です。

もっともっとあるんだろうと思います。どなたかまた

色のことはともかく、祝島の潮風に当てられたらきっ

祝島の食文化を紹介してくださることを願っていま

とサツマイモの甘みも増すんだろうなと思います。

す。

また、かんころは芋焼酎の原料であるということ

このシリーズを続ける上でたくさんの方々にご協力

を、今回本を調べていて初めて知り、へえ～と思って

をいただき、ありがとうございました。また拙文にも

いましたが、粉をこねているときに、確かに芋焼酎の

かかわらず読みつづけてくださった皆様にも心よりお

匂いがしてきました。

礼を申し上げます。

◎参考文献：「サツマイモの来た道」「甘藷の歴史」

＜祝島食べてみ隊：花田惠美代・藤本三千代＞

「日本の食生活全集」

＜連載＞魚・さかな・肴（２２）

～ ハデンボウ ～

祝島で言う「ハデンボウ」は図鑑では「クラカケト
ラギス」のようです。きっと背中に鞍を掛けたような

上がっています。
住んでいるところは砂
地で、以前は人家の沖な

模様があるからでしょう。
子供の頃は安

らどこでもいたのではな

い魚の代表のよ

いかと思います。キスゴ

うな感じでいま

釣りによく釣れていまし

した。キスの名

た。

が付いています

また、漁師さんのエビ

が、見かけから

漕ぎによくのっていまし

わかるようにキ

た。今は少なくなったよ

スの仲間ではな
いということで
す。

ハデンボウ

たしか、このハデンボ
ウの干したのをすり鉢で
すって、メジロの練り餌

て味噌につけて食べ

に混ぜてやると、よく張

ていました。

り上げると言っていまし

フライ

た。

で、刺身でもテンプ

ハデンボウは懐かしい

ラ・フライでもまあ

魚です。キョトッとした

まあ旨いです。私の

愛嬌のある魚でもありま

中では結構値打ちが

す。
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＜連載＞ 氏本農園だより（２）

～ファームアニマル・ウェルフェア～

氏本農園

氏本 長一

祝島ネット会員にはほとんど馴染みのない言葉で
しょうが、直訳すれば「農場動物（家畜）の福祉」
となり、要するに家畜に不要なストレスをかけない
よう飼育環境に配慮してやることで、物心両面で健
康的に生活させようという取組みです。
その根底には、家畜といえども喜怒哀楽の感情を
十分に持っているので、一つの命として尊重し慈し
もうという視点があります。
いつも優しく可愛がる飼い主の乳牛はたくさん牛
乳を出し、乱暴で怒りっぽい飼い主の乳牛はいつた
たかれるかといつもビクビクして神経質になり牛乳
の量も少ないという事実ひとつとっても人間と同じ

泥浴び

ように感情で生活していることの現れです。
これまで畜産の業界では、特に米国を中心に大規

家畜を生産の道具として人間が徹底的にコント

模で徹底的に生産効率を追求した工業的な飼育方式

ロールしようという発想で、病気についても抗生物

こそがコスト競争に勝ち抜ける優れた経営手法だと

質などを飼料と一緒に給与することで予防しようと

考えられていて、これまでわが国の農業政策もその

いうことになります。（ちなみに現在、抗生物質の

米国を見習おうという方向できています。

使用量が最も多いのは、人間の医療分野ではなく畜

たとえば、牛乳を生産する酪農の分野では、24

産業界です）

時間3交代制で搾乳場を稼動させ、乳牛は自分の寝

しかし、冒頭でも述べたように豊かな感情を持っ

起きするコンクリート床の牛舎と搾乳場を毎日往復

た動物を人間が完全にコントロールしようとする発

するだけです。餌の量などもコンピュータで自動給

想には無理があります。そのことがここ近年の家畜

与され管理されます。養豚や養鶏も同じような状況

インフルエンザなどの感染症の大規模な発生で露呈

で、わが国ではそのようにして育った豚や鶏がほと

してきています。過剰なストレスがかかり感情が極

んどです。それらの家畜たちは一生太陽光を浴びる

度に抑制される環境では家畜の抵抗力が低下し病気

ことはありません。人工照明が擬似太陽として使わ

に感染しやすくなってきています。

れ昼夜の人為操作も行われます。

ほとんどの消費者の皆さんは乳牛について、広々
とした放牧地でゆったりと牧草を食べている光景を
イメージするでしょう。それは正しいのです。乳牛
を飼って牛乳を生産する側も、乳牛を放牧できてい
なくても牛乳パックには牛が放牧されているイラス
トを描きます。これはある種の偽装ではないかと
思ってしまいますが、放牧が牛にとって良い環境だ
というのは飼う側も解っているのです。
そのような米国型畜産に疑問をもった欧州から出
てきたのが「家畜福祉～ファームアニマル･ウェル
フェア」の発想です。
成長促進剤を添加した飼料を食べた米国産牛肉を
欧州側が輸入禁止にする契機となりました。遺伝子

豚は子供たちにも大人気

祝島ネット２１会報 第２３号

組み換え食品についても、積極的に取り入れる米国
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と消極的な欧州というふうに、生産効率優先の米国

なって（健康で元気に生きていたから良質のお肉に

に対し環境や福祉の視点重視の欧州と文化衝突的な

なります。生活習慣病的な元気のない生活をしてい

背景もあるようです。

たらとても安全な美味しいお肉にはなれないこと

私の前職の宗谷岬牧場では20世紀終盤から（と
いえばスゴク聞こえますが、何のことはない10年
前から）国内の肉牛経営では最初にこの家畜福祉の
視点を取り入れた生産に取り組んできました。

は、専門家でなくてもお解かりでしょう。）ちゃん
と人間に恩返ししてくれるのです。
先日試験的に出荷した最初の祝島放牧豚のお肉を
加工してくれた下松市の豚肉専門店グルメロードの

放牧を中心にした飼育方法で、何百頭もの母牛が

安田オーナー（欧州の豚肉加工品コンクールで何度

放牧地のうえで自力でお産をして母乳で子育てをし

も受賞している方）が、肉質には太鼓判を押してく

ます。そして10頭くらいの母牛が集まって、自分

れました。

たちの子牛を母牛が1頭ずつ交代で子守をする保母

動物にも人間にも環境にも全てに恩恵を与えてく

システムを自分たちで工夫します。家畜福祉の根底

れるというのがアニマル･ウェルフェアのエッセン

には家畜自身の意思で自由に行動できることがあり

スといえます。
（次号につづく）

ます。国内では宗谷牧場だけで目にすることができ
た保母システムは家畜福祉に取り組んでいる証でし
た。
同じことを動物園で取り組んだのが旭山動物園の
小菅園長です。動物本来の行動を出せる環境を人間
側が整えると、動物はものすごく魅力的な生態を見
せてくれるようになって観察者を飽きさせない「行
動展示」という発想です。小菅園長は「アニマル・
エンリッチメント～豊かな生活」といっています。
そして今、私が祝島で始めた放牧豚もまさに
「ファームアニマル・ウェルフェア」を基礎に置い
ています。鼻で土を思う存分にめくり返す鼻耕、泥
浴び用の自作のぬかるみ。先日来の冷え込みで早朝
の気温が一桁になったとたん、どの豚も申し合わせ

豚の寝床

たように枯れ草を集めてフカフカのベッドを作りま
した。鳴き声や仕草も実に多彩で表現力が豊かで
す。子供たちが休日になると繰り返し見学に来る気
持ちが解ります。
祝島の放牧豚たちは元気です。昼夜放牧地でホー
ムレスの暮らしをしていますが、下痢や風邪などの
生活病は一度もなく、薬の世話にもなっていませ
ん。
また人間にとって地産地消（地元のものを食べる
ことが健康につながる）が良いように放牧豚たちも
クズ枇杷、クズ芋、オカラなど祝島原料の地産地消
飼料で育ち、輸入原料の購入飼料には全く依存して
いません。

豚の寝相

人間の側が家畜にできるだけ自然なふるまいので
きる環境を用意してあげれば、家畜たちも医者要ら
ずの元気な生活をし、最後に健康で安全なお肉に
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◆ブログ「氏本農園・祝島だより」
http://blogs.yahoo.co.jp/farm_ujimoto
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＜連載＞ 先生、お元気ですか？ （第４回）

～ 上田 義英 先生 ～

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4回目は昭和45年から4年間、祝島中学校に赴任
された上田義英先生にお願いしました。
る。赴任した年は教員住宅が空いていなかったので、
元牛舎を改造したコンクリートの家に入ったが窓が少
なく夏の暑さに閉口した。一年後に教員住宅へ移った
のだが、その年の夏休み中だった。台風が近づき風雨
が強まる中を学校へ行ったが、益々強くなり住宅へは
帰られず宿直室に泊まった。翌朝早く、みさき旅館で
朝食を食べていると消防団長の福本さんが「先生、住
宅がわやぞ」と言って来られ、恐る恐る住宅を見に行
くと、屋根が吹っ飛び青天井となり食器棚が倒れ大き
な紙袋に入っていた煮干しが雨水を含んで大きくふく
れあがり部屋中に散らばって異様な臭いを発散してお
り散々な目に遭った。住宅は住める状態ではないの
で、下の田尾さん方へ引越し大変お世話になり、修理
現在の上田義英先生

された教員住宅へ再び戻った。そこでの糞尿の処理で

「いわいしま通信」の原稿依頼を高松秀義氏から受
け、三十数年前の祝島時代のアルバムを開いた。
今も忘れられない多くのことが走馬燈の絵のように
はっきりと思い出される。四季により海の色が変わ

ある。手洗い水も便槽へ入るのですぐ溜まる。山根喜
美江さんの好意で汲みとってもらったが、耕運機を借
りて台車に肥担桶を積んで三浦方面の処理場へ運んだ
こともあった。

り、山の景色も緑や黄色と変わる。みかんや枇杷など

あの頃は原発問題が起きる前で島には活気があっ

果物がたくさんとれ、魚が新しく妻は動く魚を料理す

た。神舞があり船おろしなど冠婚葬祭が派手で秋祭り

るのに困ったり、岩田へ帰ると当分の間さしみが食べ

には御輿を担ぎ祝宴で食べて飲んで飲んだ。石豆腐の

られないほどであった。

料理は忘れられない。西寺先生が潜ってとった瀬戸貝

何よりも住民がよい。人情が厚い。祝島ことばで大

やクロでのバーベキューも思い出の一つである。

人も子供も少々荒っぽいが、みんな元気に仲良くそし

どれもこれも祝島ならではのことで、いつまでも祝

て楽しく暮らしている。子供たちは純朴で地域環境か

島におりたかった。ただ一つ嫌いなことは冬の出張で

らか競争心は少し足りないが
進学する者も就職する者も目
標のある者はよく勉強した。
字が上手な者が多いのには驚
いた。クラブ活動も熱心で、
柔道部は県体の常連校であ
り、バレー部女子は「山椒は
小粒でもピリリと辛い」を
モットーに合宿もして猛練習
をし県体出場の夢を果たし
た。周南駅伝に初めて出たが
遅くて待つ間に体が冷え白タ
スキとなった。
祝島時代の忘れられないこ
との一つは台風の物凄さであ
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町内駅伝大会優勝の記念撮影。一番右が上田先生。
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ある。寒い暗い中を港へ・・・朝六時十分の便しかな

で初めの住宅の前の山本さんに大変良くして頂いたこ

いので乗り遅れてはと夜はよく寝られず、船は大きく

とである。子供をよく見守ってもらい、食事をし、風

揺れた。

呂に入れてもらったことなど、大変感謝しています。

私は家族で行ったのだが長男は保育園に通い、園や

もう十年近く祝島へ行っていないが、いつか是非

特に伊東先生に大変お世話になり、次男は祝島で生ま

行ってみたい。文珍さんがテレビで島のことを紹介し

れ、嶋下さんに乳母の如く大変よく面倒をみてもらっ

たり、新聞でもテレビでも氏本さんの農業ぶりを放映

た。二人は三十五歳前後となり東京や広島でまあまあ

していましたが、祝島がいつまでも元気のあるよい島

の社会人となり会社務めをしている。

であることを心よりお祈りします。

終わりになりますが祝島で忘れてはならないこと
＜光市岩田在住

に、初めての祝島での家族の生活で何も分からない中

会員リレーコラム（２３）

上田義英＞

～ 國弘 公敏 さん ～

このコーナーは「祝島ネット21」の会員の皆さん

ぺージをめくってみると、専門用語ばかりならんで

に、自己紹介を兼ねて簡単なコラムを書いていただ

いて、サッパリわかりません。
「こりゃあダメだ」と

くコーナーです。第23回目は、今年5月に祝島にＵ

思い、弟の事務所にあるファイルを探していると、

ターンされた國弘公敏さんの登場です。

パソコン講習会のテキストがあり、少しはわかりや
すく説明してあったので、それを読みながら、おそ
るおそる練習しているところです。今は、友達と
メールのやりとりをしたり、いろいろなホームぺー
ジにアクセスしたりしていますが、突然、トラブル
に見舞われる事も多く、そのたびに、弟が帰島する
まで、パソコンにさわれないというありさまです。
いつになったら、会員の皆さんと、まともに会話
（？）ができるようになるかわかりませんが、気長
に見守っていてください。どうぞ、よろしくおねが
いします。
＜祝島・國弘公敏

52才です。＞

祝島に帰ってきたとたんに骨折してしまいました･･･。
（民宿のお客さんと撮影。一番右が著者）

はじめまして、この11月から会員になりました、
秀人の兄の公敏（ただとし）と申します。
私は、パソコンなどが大の苦手なので、これまで
はネット21に入会していませんでしたが、5月に祝
島にＵターンしてきて、すぐに、右ひざを骨折し、
暇な日々をすごしていると、弟が、「暇ならパソコン
でも練習せえ」と言って、自分の使っていた古いパ
ソコンを譲ってくれました。
ところが、
「どうやって

動かすんや？」と私が聞

くと、説明書を出して「読みゃぁ、わかる」と冷た
くあしらわれてしまいました。仕方がないので、
祝島ネット２１会報 第２３号

中学生時代（右）
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Let’s Learn English in Iwaishima !

岸本 智恵美

Part1. Dennis’s first visit to Iwaishima (21)
I went to see the rice field with great stone wall this
summer vacation at the first time. Although it is now one
of the famous places in Iwaishima and many people come
to Iwaishima to see the great stone wall, I've never
visited there before. I have wanted to go there, so
Kimurano Ojin took us there by cultivator.
（わしゃあ今年の夏休みに、初めてあの石積み棚田を見に行ったんよ。今は祝
島で有名な場所の一つになって、よそから人がいっぱい見に来るんじゃが、わ
しゃあ今まで行ったことがなかったんじゃあ。ずっと行きたあ思うちょった
ら、木村のおじんが耕耘機で連れて行ってくれたんよ。
）

Oh, really? What was it like and how was your
impression when you saw the stone wall?
（わあ、どんな感じだったの？ それにその大きな石垣を
見たときにどう思った？ ）

Fumi-chan
（ふみちゃん）

I was deeply impressed with the great stone wall. It
was built by Mr. Taira and his father and his
grandfather. It is 9 meters high, and it is famous as
the largest stone wall in Japan, moreover it was built
by themselves. Can you believe?
By the way, there was the Bunchinsan’s autogragh on
the wall in Mr Taira’s hut. I hear that he visited here
in June.
（う～ら、たまげたわ。平さんとお父さんとおじ
いさんとが造ったんといで。高さが9ｍもあって
日本でも最大級の石垣として有名なんといで、そ
れに個人が造ったんじゃけえねえ。信じられんだ
い！ ほいで平さんの小屋の壁に、文珍さんのサイ
ンがあったんじゃが、この六月にここに来たらし
いんじゃが。
）

祝島ネット２１会報 第２３号

Dennis
（デニス）

Oh, I envy you. I can also imagine
that you enjoyed riding on the cart
of a cultivator.
（へえ、うらやましい！みんなが耕耘機に乗って楽
しんでる姿が想像できるよ。
）
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祝島不老長寿パズル（７）
前回のモノトーンパズルの答えは「テーラーに乗って三浦の道を走る氏本さん」でした。
皆さん解けましたか？ 今回のパズルは超初心者向けですよ。ヒントは東の浜。レッツ・チャレンジ！

モノトーン
No.7
＜出題者＞
たーちゃん

★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。

祝島ネット２１会報 第２３号

前回のパズルの答えは、「テーラーに乗って三浦
の道を走る氏本さん」でした。向こうには小祝島
と小島が見えます。そしてテーラーの荷台には犬
のマキちゃんが乗っていますよ。

Page 11

参加者の声

お知らせ ＆ 募集

今回は「祝島練塀ウォークラ
リー」に参加された皆さんの声
をいくつか紹介します。
◎初めてウォークラリーを体験
しましたが、とても楽しかった
です。地図がとてもよく出来て
いて分かりやすかったです。美
しい海を下に見て石段を下り、
練塀の町中を歩く・・ぜいたく
な時間でした。

■祝島未来航海プロジェクト「一流の離島・地球船祝島丸」が発足
一流の離島・祝島を島民自らの知恵と汗で
作り出そう！という目的で「地球船祝島丸」
プロジェクトが発足しました。11月10日に
プロジェクトのキックオフにあたる進水式が
祝島公民館で行われ、島の内外からたくさん
の人が集まりました。
祝島ネット21も、島外からの視点や、島出
身者の想いを込めた意見収集などの面でプロ
ジェクトに協力していくことになりました。
また、逆に祝島ネット21の企画するイベントなどで「地球船祝島丸」プロジェクト

◎初めての祝島で沖縄のような

に協力を要請することもあろうかと思います。互いに協力・連携し合って、よりよ

家々と風景で、とてもなつかし

い祝島の未来を目指して行ければと思います。

く感じました。祝島の人々のあ
たたかなあいさつがとても心に

■「わくわく・どきどき祝島マップ」貸し出します。
ウォークラリーに子供たちが参加してくれた

残りました。

光市の「光けんじのがっこう」から、「がっこ

◎はじめまして祝島(^_^)v

う祭」のときに祝島コーナーを作って欲しい、

意外に近くに住んでいて、初め

という依頼を受け、祝島の紹介のために「わく

て上陸しました。歩いていて、

わく・どきどき祝島マップ」を作りました。模

静かで、のどかで、すてきな島

造紙2枚を張り合わせた大きさです。せっかく

でした。ぜひ第2回を期待して

製作しましたので、必要な方には貸し出します

おります。

ので、事務局までご連絡ください。

編集後記
この秋は暖かかったですが師走に入ってさすがに寒くなりましたね。年末の忙しい時期になりますが、皆さん風邪
など引かないよう、健康には（飲み過ぎにも）気をつけましょうね。
さて、5年近くに渡って連載してきた人気コーナー『祝島懐かしの料理』が今回で最終回を迎えました。“祝島食
べてみ隊”の花田さん・藤本さんのお二人、長い間お疲れ様でした。いつか今までの連載記事をまとめて本にできた
らいいなと思っております。それから、『先生、お元気ですか？』の４回目は上田義英先生にご登場願いました。お
忙しい中で原稿を書いていただきありがとうございました。僕は奥さんの上田敦子先生に小学3年の時に習いまし
た。家が近所だったので、何度かお宅におじゃましたことがあります。電話で声を聞いてとても懐かしかったです。
最後になりましたが、ウォークラリーのお礼を。いろんな方にご協力いただきましたが、唯一の経験者として何度
も祝島に来てアドバイスしてくれたみっちさん、松葉杖をつきながら(^_^;)コマ図を作ってくれた兄貴、参加賞や賞品
のミニ練塀を作ってくれた重村通子さん、チェックポイントに中庭を使わせていただいた松本さんに特別感謝です！
次号は来年2月末に発行の予定です。では、ちょっと早いですが「良いお年を！」

（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。

《発行》

祝島ネット２１事務局

〒742-1401
ホームページ

山口県熊毛郡上関町祝島
http://www.iwaishima.jp/inet21/
祝島豚の試食会。美味しかったです！

