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今年は神舞の年です！
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馬の漕ぎ手にぜひ立候補してください。みんなの力を合わせて祝島の伝統を
守っていきましょう。
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◎祝島神舞公式ホームページ http://iwaishima-kanmai.jp/
◎櫂伝馬の漕ぎ手に関する応募・問合せは清水（電話0820-66-2206）
まで。

今年度の役員が決まりました
先日行いました投票により、今年度の祝島ネット21の役員が下記のよう
に決定しました。1年間よろしくお願いします。
◎会長：木村力
◎事務局長：國弘秀人（副会長兼任）
◎会計：重村通子
◎監査：橋部好明、氏本長一

島ネコ物語

絵・しげむらみちこ

＜連載＞ 祝島の歴史を探る（２３）

～祝島の食文化～

「人は生きていくためにはまず、食物を必要とす

“祝島食べてみ隊”も

る。食物を手に入れるということは、いつの世にあっ

取り上げてくれました

ても必ずしも容易なことではない。」民俗学者宮本常

が、昔は各家庭で作ら

一氏の言葉です。

れていたようでＴさん

蛭子 葉子

のヨモギまんじゅうは
最近、中国産餃子や賞味期限の改ざんなど食に対す

店で売っているものと

る安全が社会的な問題となっています。しかし、その

少し違います。Ｔさん

原因の一端をになってきたのは他でもない消費者であ

のまんじゅうは葉っぱ

る私達自身でもあるのです。氏本さんのブログに書か

で包み弾力性がありま

れていた「価格の安さを求め過ぎる消費者がふとどき

す。ここでＴさんのフ

な業者を生み、そんなふとどきな業者は結局価格の安

ランス的をもうひとつ

さしか見ない消費者を腹の中では見下していたとの厳

紹介すると、この栗と

しい見方もできます。」という言葉にドキリとしまし

黒豆のグラッセ。渋皮

た。姉歯事件がおこったとき、やすけりゃあよかろう

煮のようにも見えます

買いをした消費者に問題はないのかと思った私自身が

がＴさんは確かに｢グ

食に関しては価格第一主義の価値観をもっていたのだ

ラッセ｣と言いまし

と気づいたのです。飽食の時代と言われ簡単に手に入

た。"もり"で採った栗で

ると思っていたものが実はそうではないと改めて気づ

作ったということですがハ

かされたような気がします。

イカラ！島の栗も丹波産に

よもぎまんじゅう

グラッセ

負けず劣らず美味しい！
そこで今回、歴史は別のコラムに譲り、島の食につ
いて少し書きたいと思います。
“祝島食べてみ隊”がこの会報で郷土料理の一部を

次は｢横山のゴマ｣。風味
が他の商品と比べると全然
違います。祝島の名物料

紹介してくれましたが、他にもすばらしい食が島には

理"けんちょう汁"の最後の

受け継がれ、発展しています。子供の頃に憧れていた

ポイントはこの横山

ハイジや兼高かおるが紹介したヨーロッパの豊かな食

のゴマです。味が引

生活が祝島にも存在しているのです。そう感じるよう

き締まります。その

になったのは、帰省のたびに隣のＴさんが届けてくれ

ゴマを使って焼いた

る美味しい食物と、それにまつわる講釈を聞かされる

ゴマのパウンドケー

ことによります。Ｔさんの食生活はフランス農家のよ

キ。圧倒的なゴマの

うに、ほとんど自給自足のうらやましいものです。Ｔ

迫力。ちなみに"えび

さんは毎朝自分の山にいそいそと出かけて行き、いろ

すや"で売っている祝

いろなものを栽培してあーでもないこーでもないと

島のみそも横山作で

日々反省をします。Ｔさんの日々の反省が生み出す講

す。

釈と改良されていく食物が私の糧（肉）となってます
ます祝島（食）に執着させます。

横山のゴマ

けんちょう汁

島の野菜で美味し
いのはなんといって
も芋！サツマイモも

食物連鎖や循環の難しい話は氏本さんや山戸君へま

ですがジャガイモは

かせるとして、ここではそのＴさんと母から教わった

特にすばらしい。土

ものを紹介しましょう。

の違いなのでしょう

まず一押しはなんといっても｢よもぎまんじゅう｣。
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本農園のジャガイモ

した。ここにも地域性が現れています。

です。いかにも美味
しそうでしょう。

おそらく島のどの家

最後に橋本の

でも同じだと思います

シュークリーム。当

が、私の母も商売をし

時としてはこんなハ

ながら忙しい中きちん

イカラなものも作っ

と節目節目にこういう

ていたのです。写真

氏本農園のジャガイモ

手間のかかるものを作

はその橋本のレシピ

り、忍耐強く子供達に

で作ったものです

手伝いをさせました。

が、さすがにカス

手伝いをさせながら行事の意味を教え、食を通じて知

タードクリームは田

恵や知識を授けてくれました。氏本さんの言う｢美味

舎くさくてコーンス

しさをどう規定するかはその人の知性の問題ではない

ターチの替わりに小

か｣とはそういう経験や知識によって味覚は本来、養

麦粉を使い、バニラ

われるものだということでしょう。

エッセンスもなし、

橋本のシュークリーム

祝島みそ

祝島ではその氏本さんが子供達に「いのちを慈しむ

卵も黄身だけでなく

＝食育」を実践してくださっていますが、私が仕事で

全卵を使用します。

関わる大都市の保育園においても今、食育の大切さは

でも、食べるとやは

さかんに言われています。大げさに言えば食を通じて

り懐かしい味がしま

絶滅寸前の日本文化を若い母親に変わって継承しよう

す。橋本のシューク

と努力しています。私達が受け継いできたものを次の

リームは今流行のぱ

世代にきちんと伝えるためにも、もう一度自分が育っ

りぱりの皮ではなく

てきた環境を思い出してください。失ったものをもう

柔らかいのが特徴で

橋本のカスタードクリーム

一度考えてみましょう。

橋部 好明

＜連載＞花*花クイズ（２３）
前回の花・花クイズの答えはトベラの実でした。実
というよりか、朔果です。

豆を作ります。花は清楚で、4月～6月に咲き、芳香で
蜂がよく飛んできます。

トベラはトビラキ（扉木）ともいいます。暖地の海
岸に多く、高さは2～3mになります。枝や葉、根に臭

さて、今回の花の名は？ 暖地の海岸近くの道ばた

気があります。実にも臭気がありますが、小鳥が好ん

や畑に普通に生える１年草です。祝島にも自生してる

で食べるので、あちらこちらに広く分布しています。

というので

節分前夜、「鬼が来ぬように、家の中に入らぬよう

探していま

に」と入口や窓など開口部に魔よけにと枝葉をさしま

したが、昨

す。この葉を入れて大豆を“ほうらく”で炒って節分

年やっと見
つけまし
た。7～
8mmくら
いのちっ
ちゃな花で
す。
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会員リレーコラム（２４）

～ 北村 陽子 さん ～

このコーナーは「祝島ネット21」の会員の皆さん

ら、私の中に広がる風景には必ず海と子どもたちがい

に、自己紹介を兼ねて簡単なコラムを書いていただく

るのです。そして、そこには何故かいつも光の海、水

コーナーです。第24回目は、昨年入会された北村陽

平線に浮かぶ島がありました。それが祝島でした。遠

子さんに登場していただきました。

くから見ていただけの祝島に私を近づけてくれたのは
子どもたちでした。
まず、昨年4月22日、虹ヶ浜でひらかれたアース
デイ＠瀬戸内。光けんじの子どもたちは、風のステー
ジで、地球、海、平和への祈りをこめて歌を歌いまし
た。それから5月20日。アースデイのご縁でダイ
ドック原さんから「ぜひ子どもたちをホクレア号と出
会わせてあげたい。海の上で。
」と声をかけていただ
いたおかげでした。ホクレア号を祝島沖で出迎えると
いう世紀のドラマを目の当たりに見ることができたの
です。
初めて見る神舞神事の櫂伝馬船は、千年の歴史と伝

昨年のウォークラリーの時の写真。右後ろが著者

統を象徴し、その船上での勇壮な舞は神々しく例えよ
うのない美しさでした。その櫂伝馬船と、自然と人間

私の中にはいつも青い海があり、寄せては返す波の

の叡智が融合した「希望の星ホクレア号」とが、古来

音が潮風の匂いとともにひびいています。私のふるさ

瀬戸内海を旅行く者を見守り、旅の安全を祈りつづけ

とは国東半島です。子ども時代のほとんどの記憶は、

た神宿る祈りの島、祝島で出会う。その時空を超えた

海で遊んだ日々です。

奇跡の瞬間に立ち会うことができた私は、ただ茫然と

祝島ネット21のみなさん、はじめまして。私は北

立ちつくしていました。
「アロハ」「アロハ」の声に

村陽子と申します。縁があって光市に住み、今は田布

ハッと我に返り、けんじのがっこうの庭で育てたアン

施町に住んでいます。5人の子どもを育てながら、海

ネのバラと、折鶴、友達賛歌「世界のともだちあつま

の見える丘に絵本のある遊び場「風文庫」を開き、

れば、何にもおそれることはない・・・・」を、長い

「虹ヶ浜の海で遊ぶ親子のサークル」を作り、20年

苦難の旅をつづけてきたホクレア号に感謝をこめて贈

余り経ちました。現在は子どもたちが希望のもてる明

りました。

るい未来を創りたいと、「ＮＰＯ法人光けんじのがっ
こう」を設立し、様々な活動を行っています。ですか

そのあとしばらく、島で遊ぶ時間がありました。海
辺を歩いた帰り道、「キズものだけど食べる？」とニ
コニコ声をかけてくれた島のおばさん。両手いっぱい
のびわはおひさま色に輝いて、なんと甘かったこと。
以来秋から冬、練り塀ウォークラリーやみかん狩り
にと喜び勇んで、たびたび祝島をお訪ねすることにな
りました。美しい海や自然は勿論、その度ごとに、島
の人たちの持つ、明るさと優しさ、また力強く生き生
きと働く姿に心打たれました。
一個一個たんねんに積まれた石垣が、延々と島全体
を巡り、田畑や道を築いて島の暮らしを守っているさ
まに驚嘆しました。また虹ヶ浜で見た美しい木造船を
作った船大工さんがこの島にいること。そして宮沢賢

アースデイ＠瀬戸内「風のステージ」に出演
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として置き忘れてしまった大切なものを失くさず持ち
つづけているのです。祝島は日本の宝物です。そして
島の人々は未来に美しい海を遺そうと、あらゆる困難
に耐え行動しつづけています。
光けんじのがっこうは、「世界がぜんたい幸福にな
らないうちは個人の幸福はあり得ない」と世界全体の
幸福を願って行動した宮沢賢治の精神を基にしていま
すが、現代はかつてないほど混沌とした暗黒の時代で
す。この暗闇を生きていかなければならない子どもた
ちにとって、祝島はまさに希望の光を放つ宝の島なの
ホクレア号と櫂伝馬船の出会いに感動

です。これからも子どもたちを連れて、一緒に宝探し
に出かけていきたいと思います。これが、国東半島か

家族で築き上げた、高さ約10ｍもある平さんの棚田

ら海を渡ってきた私の人生の仕事かもしれません。ど

の石垣など、尊い人間の仕事と技が磨かれて現在に受

うぞよろしくお願いします。

け継がれていることに感服しました。私たちが日本人

＜連載＞魚・さかな・肴（２３）

＜北村 陽子＞

木村 力

～ グチ ～

祝島で言う「グチ」は所によっては「イシモチ」と

旬は秋で、アキグチと言います。旬とそうでない時

か「シログチ」と言われるようです。頭に大きな耳石

の味が大きく違う魚です。秋に釣ったグチをシメれ

があるので石持ち（イシモチ）と言われるということ

ば、刺身でも煮ても焼いても旨いです。煮付けはきっ

です。

と、さすがアキグチと言うくらいの味だと思います。

キスゴやハデンボウのように砂地に住んでいます。

ちょっと褒めすぎかもしれませんが…。本などには旬

だから瀬の近くで鯛や鰺を狙っての流し釣りで釣れる

が違うように書いています。所によって違うのでしょ

ことはまずありません。釣り上げると、たいてい水圧

うか。

の関係で浮き袋が口から出てきます。その時、ぐー

グチの仲間に「コイチ」というのがいます。15年く

ぐーと音を出します。それを愚痴ととらえて「グチ」

らい前の冬の建網に大量に掛かっていました。この頃

と呼ばれるようになったのではと思います。

は移動のコースを変えたのか掛からないようです。大

釣り上げた魚はみなきれいな色をしていますが、こ

きな魚です。

のグチも銀色できれいです。うろこははがれやすいの
で釣れたばかりのきれいさが残りにくいてす。

釣れたてのグチ

祝島ネット２１会報 第２４号
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＜連載＞ 氏本農園だより（３）

～私と豚、牛をつなぐもの～
氏本農園

氏本 長一

振り返ってみれば、私が現在のように豚や牛など

も遊び相手になってもらって過ごしました。くだん

の家畜を利用した農業（畜産）に携わるきっかけと

のおばさんは「氏本の牛小屋には二本足のベンコ

なったエピソードがいくつか思い当たります。そん

（子牛）がおるで。」と言っていたそうです。一

な出来事を今回は紹介しようと思います。

人っ子の私は、乳母ヤギや保母ウシなど家畜のおか

それを振り返ることは私にとって単なるノスタル
ジアではなく、なにか壁にぶつかったときや新しい

げで育ってこられました。そしてその体験が私の現
在の仕事の原点となっています。

ことに取り組もうとするときなど、前進に必要なあ

あれから半世紀、最近では人間に貢献してくれて

る種のエネルギー補給～初心確認作業のようなもの

いた家畜から狂牛病、豚口蹄疫、鳥インフルエンザ

といえます。

などの深刻な病気が次々と発生し、私たちの生活を
脅かしています。しかし私には、人間から単なる食

乳母ヤギと保母ウシ（エピソード１）

の原材料としか見られず、生産効率という人間側の
都合を強いられた家畜たちが発する、人間への悲痛

父母が農作業に出ると、近所のおばさんがよく私

な訴えに思えてなりません。そのことが生産性は低

の子守りをしてくれていました。そのおばさんがあ

くても放牧を中心とした家畜本来に近い姿で生活さ

る日子守りをしながら私に向かって言いました。

せたいという家畜福祉を優先する氏本農園の原点と

「ほら、あそこにあんたのお母さんがおらぁ。」

なっています。

そこにいたのはモクモクと草を食べている一匹の雌
ヤギでした。泣き叫んで母に真偽を確かめに行った

ライブストック（エピソード２）

ことを今でもおぼろげに憶えている、幼児の思考能
力をはるかに超えた驚愕の発言でした。

脳天気な学生生活を過し、それでもなんとか社会

当時の母はお乳が不足していたので、成分が母乳

に受け入れてもらえて何年か経った頃、畜産行政に

に近いヤギのお乳にずいぶんと世話になり、そのヤ

関わっていたご縁で海外に行く機会がありました。

ギが私の乳母だったのです。

ニュージーランド（ＮＺ）の農家にファームステイ

結局一人っ子だった私は乳母ヤギの次は、当時農
耕用に飼われていた雌の黒牛が保母役として、いつ

した際に、その農場の年配のご夫婦から含蓄のある
話をいくつも頂きました。

祝島小学校の食育授業（ふるさと学習）の様子
自分たちで植えたジャガイモを掘って、そのジャガイモや豚肉を料理してカレーを作っているところです。
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理も含めて大きく影響してきました。
しかし残念ながら、それから数十年たった現在で
も日本全体から見れば、霜降り肉信仰を背景にした
いびつな畜産は変わらず、それゆえに国内のほとん
どの畜産農家は最近の国際的な穀物相場の高騰～家
畜飼料費の高騰に泣いているのが実態です。
家畜は「いのちの蓄え」のとおり、地域生態系の
なかでヒトと自然をつなぐ大切な役割を担いなが
ら、自分自身のいのちは最後に人間の食料として捧
げてくれる、ヒトという生き物のいたらなさを補う
ありがたい存在です。家畜（に限らず農水産物全
おいしいカレー、いただきます！

般）が生きて暮らしているときには、精一杯慈しん
で世話をし、食べるときには「（いのちを）いただ

「農業はいろいろな人々に巡り会えたり、いろいろ

きます」といって感謝するのは、ヒトとして最低限

な 体 験を でき たり する とて も機 会（ オポ チュ ニ

の道義だと思うようになったのも、これらのエピ

ティ）に恵まれた職業であること～ほら、こうして

ソードのおかげです。

日本の貴方と出会えているのも農業をしているか

そしてもう一つ大切なことは、このようにみると

ら。私たち農民にとって機会に恵まれていることが

祝島のような離島は、本来あるべきいのちを蓄える

クオリティ・オブ・ライフなのです。」などなど。

畜産・農業の場として、そして素直に「いただきま

彼らは家畜のこと をライブストック

す」の思いを実感できる場として大きな可能性を

（LIVESTOCK）といいます。つまりLIVE（いの

持っているという事実です。そんな離島や山間僻地

ち）をSTOCK（蓄える）という意味です。そして

を「限界集落」などとしか見ることのできない人び

家畜を飼う農民をストックマン（STOCKMAN）

との知性や感性を薄っぺらく感じてしまうのは私だ

～いのちを蓄えることを担う者と表現します。そう

けなのでしょうか。

表現する彼らからはプライドが感じられました。
ひるがえって、霜降り肉を作るために畜舎に閉じ

（次号につづく）

込めて運動を制限し、人間の食料にもなるトウモロ
コシなどの穀物を大量に食べさせる日本の肉牛農
家、そんな霜降り肉を要求する日本の消費者に目を
向けたとき、「人間の食糧を家畜に食べさせるのは
邪道だ。優秀な農民は牧草（土地）から肉や乳を生
産できる」と語る彼らに、日本の畜産のいびつさを
思い知らされました。
そしてもう一つ、そのときに体験した合理的な技
術が「電気牧柵」でした。棘のあるバラ線で囲い肉
体的な痛みで家畜を制御しようとする日本の放牧技
術と、電気ショックで心理的に牽制して近寄らせな
いことで家畜を制御するＮＺの放牧技術の発想合理

子牛とのふれあい

性や経済合理性の差も衝撃的でした。
この体験は数年後に、担当する稚内市営牧場が国
に電気牧柵を公的に設置させた最初の事例になるな
ど、その後の宗谷畜産開発公社肉牛牧場での家畜管
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＜連載＞ 先生、お元気ですか？ （第５回）

～ 上田 敦子 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５回目は昭和45年から4年間、祝島小学校に赴任
された上田敦子先生にお願いしました。
3年生はひとクラスでしたが、30人以上の一人ひと
りが元気いっぱいの活動的なクラスでした。学力も高
かったように感じていましたよ。1年生担任のときで
した。ある寒い朝、吉村こうちゃんのお母さんが「先
生、うちの子は燃えて燃えて今日はとても行けんけ
え」とおっしゃったのです。朝早くであり、あわてん
ぼうの私は思案しながらも「えっ、昨日の夜火事が
あったっけ」とつぶやいたら、「熱が高くて欠席す
る」と言いに来られたのでした。当時、中四国以西の
方言の研究会が熊本であり、そのことを発表したら、
文部省の国語の指導者が、祝島が『万葉の島』
『万葉
集にも見られる島』であることをご存じで、万葉の祝
島ならではの方言だと誉めていただいたのを覚えてい
現在の上田敦子先生
腹話術の練習をしているところです。

ます。だから祝島の言葉は、日本語の極限の言い方が
多いわけがわかったような気がしたのです。ちょっと
きつく感じるのは、そんなところに語源があるからな

私が祝島小に赴任した昭和45年の頃は、児童数

のかと納得したのです。ですから皆さん、祝島の方言

100人から200人近くで職員も10数人で祝島小は規

を自信を持ってアピールしてください。また、残して

模の大きい学校でした。6年生は2学級あり、学校の

いただきたいなと思っています。

リーダーとして活躍し、学習もしっかりしていまし
た。

1年生は幼稚園からみんな仲良しで表現力が豊かで
した。そのことは幼稚園のお遊戯会を観て分りまし

当時3才の息子を連れて行ったので、学校の職員会

た。体育館いっぱいの観客で、朝からと、お昼を食べ

が遅くまであったり、版画のカレンダーを刷ったりし

に帰って、また昼からも夕方までたくさんの学芸が

て遅くなったりすると、山本智恵美ちゃんはじめみん

あったのでした。その年、親兄弟を招いたので、みん

なが幼稚園までの石積みの練塀のあるかなりクルクル

な祝島の眺めの美しさ、にぎやかさ、お遊戯会、すべ

と歩く通りを私の代わりに息子を迎えに行ってくれた
りしました。みんな有難うね。幼稚園長はじめ先生方
も心配してくださって少し遅くまで観ていただいたり
して助かりました。おかげで学校の方も定刻に終わる
ようになり幸せました。幼稚園の先生方有難うござい
ました。宮本くんのお母さんが時に連れて帰ってくだ
さり、男の子は平くん、槌谷くんと4人で、いつも一
緒にいろいろなことをやっていたようで、女子と一緒
にまとまった幼稚園生だったかなと思います。祝島か
ら帰ってこちらの小学校へ入っての文集に「ぼくの心
のふるさと祝島」と書いていたので、幼いながらも祝
島の想い出は、おかげ様でとても楽しかったんだと思
います。
昭和45年、３年生担任の時の写真
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てに感動し感激して帰ったのが忘れられません。

になった次男の徹は35才、まだ独りで広島に住んで

今年は4年に1回の神舞の年。私たちがいた頃、楽

います。我が家は上関から光への農道沿いです。高い

しませてもらった神舞ですが、その時は親戚などは招

所にあります。こちらにお越しの折は、ぜひ遊びにい

きませんでしたので、今年は「神舞」の素晴らしさを

らしてください。

共に楽しめたら嬉しいなと、今、思っています。
＜光市岩田在住 上田敦子＞
伝統文化のうえにあの当時の児童の皆さん、國弘さ
んはじめ、祝島の方々が新しいことにもたくさん取り
組んでいらして嬉しいです。
いつか『世界遺産の島』として紹介されるよう願っ
ています！
私は退職5年目。今年は少しゆっくりと社会生活を
楽しみたいと思っています。田布施の城南公民館で腹
話術の練習を時にしています。3才だった長男ももう
すぐ39才。埼玉で息子2人（孫）がちょうどあの頃の
祝島時代の息子たちそっくりです。嶋下さんにお世話

会員アンケートより

長男・浩徳さんとその息子さんたち、そして次男の徹さん

祝島ネット21事務局

先日実施しました会員アンケートより、祝島ネット

◎島でのイベントをはじめ、島または近辺に住んでい

21の活動や運営に関する意見をいくつか紹介します。

なければお手伝いできることはないに等しいと残念に

今後の活動の参考にさせていただきたいと思います。

思っていましたが、祝島未来航海プロジェクトとの連
携により、遠くにいてもお手伝いできることがあるの

◎昨年参加したウォークラリーは子供も大人も大変楽

かなとうれしく感じています。

しい行事でした。特に島の方々に歩きながら出会い、
お話しできたことが心に残っています。島の人々の暮

◎島外のイベントに出展する場合に、島の人がイベン

らしにふれることができました。

トが開催される場所に出かけていくのはなかなか大変
だとしたら、その近くにいる人達で出展すれば良いの

◎とても魅力的なみなさんと交流できる場（例えば島

だと思います。ただ一から準備するのはこれも大変だ

の伝統料理を教えてもらう、お年寄りからお話を聞く

と思われますので「祝島出展セット」のようなものが

等）が四季を通してあればうれしいですね。

あると、やってみようと思う人が増えるのではないか
と思います。島側がアピールしたいもの販売したいも

◎ネット21への参加（意見）がどんどん少なくなって

のをまとめていただけたらいいなと。

いると思います。またウォークラリーの時にはほとん
どネット21の中で運営されていないのではないでしょ

◎島の活性化が徐々に進展しつつあるように見受けら

うか？少なくとも催されることは開催日寸前にお知ら

れますが、少しでも若い人が住みつき易い環境作りが

せがあっただけで、するということも知らなかったの

大事だと思います。祝島ネット２１はそういう目的を

ですが。ＨＰで拝見した時にはネット21の主催とは思

持ち、少しでも利に結びつくような活動が求められ

いませんでした。
（見落としであったらすみません）

る。自分もそうであるが、みんなが離れていて活動が
できない状況であり具体的には難しい。その中で水産

◎祝島（長島）の環境保護活動が、ＷＷＦや日本ナ

物・農作物の祝島ならではの特産に目を向け可能性の

ショナルトラストのようなところとタイアップするな

あるものから取り組んでいくべきだと思います。山、

り支援を受けるなり、つながることができたら・・。

海の自然の豊富な祝島にエネルギー・環境分野で取り
組む可能性のある事業があるような気がします。

祝島ネット２１会報 第２４号
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花田 惠美代 編

＜新連載＞ 楽団誕生物語（１）
昭和20年、太陽が焼け付くように照りつける暑い8
月15日の正午頃、ラジオから玉音(ぎょくおん)放送が
流れた。現在の若者に玉音放送と言ってもぴんと来な
いと思うが、太平洋戦争に日本が敗れ、天皇陛下が国
連に対して、無条件降伏いたします、と宣言したラジ
オ放送のことである。
当時祝島に残っていたのは老人ばかり。若者はほと
んどいなくて、島は空っぽの状態であった。若い者
は、出征兵士（軍人）として、それ以外は徴用工員・
乙女挺身隊・学徒動員として、お国のため、天皇陛下
のためにと、みな戦地へ、または軍需工場へとかり出

小桜楽団

されていたのである。
出征軍人は満州・ソ連国境・中国・東南アジアへ送

そんな状況の中、若い衆は昔から祝島にあった若衆

り出され、一方徴用工・女子挺身隊・学徒達は祝島と

宿（わかいしやど）と呼ばれる家に集まるようになっ

目と鼻の先にある対岸の光海軍工廠で軍需用の兵器増

た。若衆宿というのは、未婚の男性が、自宅はあって

産のため、大豆かすの飯を食べながら汗水たらしての

も夜はそれぞれ気の合った者同士寝泊まりする宿のこ

重労働に励んでいた。工員の最年少は島の小学校6年

とで、そこに集まる若い衆はその家の名前をとって○

の男子生徒（14歳）であったが、そんな大勢の人達が

○連中と呼ばれた。例えば自分達は藤本の２階が宿で

それぞれの任務を終えたのが8月15日の停戦放送（玉

あったから「藤本連中」で通っていた。若い女性達も

音放送）である。だが不幸にも、光工廠では停戦放送

上記に同じである。

のあった前日の14日、B29による大空襲を受けてた

また、祝島には大昔から夜這いと呼ばれる風習が

くさんの死傷者を出した。まだやっと目鼻立ちが整い

あった。読んで字の如しでは、よそ者が想像するとい

かけた育ち盛りの子供達が、お国のためにと若きつぼ

かにも人聞きの悪い言葉に取られがちであるが、島に

みの芽を摘まれてしまったのである。戦死した子供た

おいてはこの夜這いは最近の大学でも教えてくれない

ちの親、兄弟、親族達は、せめて停戦がもう1日早

ような若い男女の修行の場であり、先輩達の四方山話

かったら、と悔やんでも悔やみ切れない気持ちでただ

を通じて若い自分達が遊びながらも一つ一つ賢く利口

泣き明かす毎日であった。

になっていくという、絶好のコミュニケーションの取
れる所でもあった。例えば、礼儀作法、料理、縫い

そんな悲しみに明け暮れる祝島にも、各方面から生

物、芸事（三味線や踊り）、人を見る目、すべての生活

き残った人達が帰ってきて、空っぽだった島も一度に

に必要なことがひとりでに身につくという、大変に意

人口4500人くらいの賑やかな島となった。長い間音

義ある貴重な風習だったのである。昔から島では、「嫁

信不通で別れ別れになっていた兄弟、友人、知人が島

をとるならば女中奉公をしてきた娘を嫁にしなさい」

の定期船で夕方帰ってくると、出迎えに出た人と浜の

と言い伝えられてきたが、その女中奉公にも匹敵する

渚で抱き合って泣いている光景がたびたび見られたも

価値のあったのがこの祝島の若衆宿、連中、夜這いな

のである。戦後1～2年の間は、亡くなった人達の家族

のである。

は泣き明かし、生き残って帰った人達の家族は再会を
喜び合い、人情味豊かな祝島も異様な空気に包まれて

戦争の悲惨な爪跡から立ち上がり始めた頃、上関町

いた。しかし、食べ物も少ない時期で、悲しみに明け

でも青年団が出来た。その時祝島青年団も結成され、

暮れているばかりでは生活も出来ないので、一家総出

西の方から、岩本支部、嶋中支部、石丸支部、天草支

で畑を開き、男は鰯網に従事したり沖へ漁に出るな

部、氏本支部と５つの支部に分けられた。そして、昭

ど、再起の気分も出てき始めた頃でもあった。

和22年、
「支部」は改編されて名前も「分団」となっ
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た。つまり、岩本分団、嶋中と石丸が合併した中央分

大変。
「う～ら、あの唄がよかったのや」「あの娘が上

団、天草分団、氏本改め旭分団の4つに統廃合されて

手だったのや」とか、当分の間は祝島雀がピーチク

現在に至っている。そして、これら分団は島内外の

パーチク、巷の評論家たちが品定めをしたり点数をつ

様々な行事の折になくてはならない組織として大活躍

けたりしてはずんだのである。

するのである。
この4つの分団のうち、岩本分団、中央分団、天草

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

分団には楽団もあった。岩本分団には流星楽団、中央
分団につばめ楽団、天草分団に小桜楽団という3楽団

終戦間もないころ、祝島には楽団がいくつかあった

が祝島に存在したのである。よく歌われたのは、当時

ということ、また、祖父の家でも叔父やその仲間が楽

の流行歌（当時は演歌とは言わなかった）、
「帰り舟」

団を結成して練習していたという話を聞いて、いつか

「リンゴの唄」
「大利根月夜」などのような歌であっ

そういったことを詳しく聞いてみたいものだと思って

た。

いました。先日ふとしたきっかけで、そうしたことを

その頃、中郷にある唐木家の岡側に「大洋館」とい

詳しく知っている人に、会報に楽団の話を書いてほし

う芝居小屋兼映画の劇場があった。終戦後の殺伐とし

いと頼んだところ、快く引き受けてくれました。ただ

た時代、テレビもなし映画もなし、何にも楽しみのな

し、万事に謙虚な典型的祝島人のこと、名前を出さん

い頃の島の人達による素人演芸大会は大好評で、大洋

といけんのなら書かんど、ということで、その原稿を

館はすし詰め、宵の口から始まって全部終わるのに朝

もとに、いろいろな人の思い出話を寄せ集めてこちら

の3時頃までかかったものである。演目は流行歌、舞

で編集するということになった次第です。

踊、端唄、漫才、浪曲、芝居まで、島の人達も競って
張り切ってやっていた。
大体昔から祝島は芸所なので歌もうまいし踊りも上
手、プロ顔負けのような人もいて大盛況であった。演

今号では、楽団のできる背景となった当時の祝島の
状況を大ざっぱに記しましたが、次回からは太平洋戦
争時の祝島の様子や、戦後の様子、祝島の風習、出稼
ぎ等、詳しく書き進めていく予定にしています。

芸大会が終わった後も、島のことであるから、それは

（花田記）

「Let’s Learn English in Iwaishima !」 と 「祝島不老長寿パズル」 は今回はお休みです。
英語（マンガ？）ファンの皆さん、パズルファン

★祝島不老長寿パズルの前回の解答

の皆さん、すみません。今回は都合によりお休み
させていただきます。

デニス

前回のパズルの答えは、
「ろくろ」でした。
漁船を海岸に引き上げるのに使います。
東の波止の中ではまだ現役で使われていますよ。
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読者の声

お知らせ ＆ 募集

◎毎号、島の歴史・文化・自然
など写真入りでていねいに紹介
されており、島外に住む者も島
の様子がとても良く伝わりま

■「お花見クルーズ」＆「第２回練塀ウォークラリー」開催のお知らせ
春の恒例行事になった「お花見クルーズ」と昨秋好評だった「練塀ウォークラ
リー」を来る3月30日（日）に同日開催します。
皆さんのご参加お待ちしております。当日のスタッフも募集しています（8名程

す。特に「祝島の歴史を探る」

度）。また事前の準備（参加賞作りなど）も手伝っていただければ助かります。

は何度読み直しても毎回発見が

◎春爛漫お花見クルーズ

あり、面白くてたまりません。

「いわい」に乗って祝島の山桜を眺めながら
島を一周します。ガイド付きです。

◎昨年の秋、会報を初めて手にし

・日時：3月30日（日）
午前11:00（出港）～12:00（帰港）

た時、ほぉ～！！と感激しまし
た。手触りのよい紙質、読みやす

・参加費：大人1000円、小学生以下500円
（飲み物、おつまみ付）

い活字、色の鮮やかさ・・どれを
とっても想像以上でした。もちろ
ん中身も充実、楽しい読み物満

・申込締切：3月28日（金）
◎第2回祝島練塀ウォークラリー

載･･･なにより手作りのあたたか

・日時：3月30日（日）午後13:00～16:30

さがふるさとの香りを運んでくれ

・参加費：大人500円、小学生以下300円

ますね。編集長さんが生きがいを

・申込締切：3月22日（土）

感じていらっしゃるのがわかりま

※申込先はいずれの行事も國弘秀人（電話090-8069-5066、メール

す（笑）少しくらい遅れて発行さ

kunihiro@iwaishima.jp）または國弘公敏（電話090-2865-2096）へ。

れても…楽しみに

※お弁当が必要な方は参加申し込みと一緒に申し込んでください。1人前500円。

待っています☆が

※参加費およびお弁当代は当日の受付で集めます。

んばってくださ

※いずれか一方の行事だけの参加も可です。

い！

編集後記
冒頭の記事にもありますが今年は神舞の年。祝島出身者にとっては特別な年ですね。私が島にＵターンしたのも神
舞の年。早いもので、あれからもう3回目の神舞になります。祝島人としては、こうして今年も神舞に関わっていら
れることがこのうえない幸せに思えます。
さて、今回より花田さんの新しい連載『楽団誕生物語』が始まりました。私の知らない祝島が発見できてとても興
味深いです。氏本さんのコラムでは、氏本さんのルーツに触れることができた気がします。やはり小さい頃の体験と
いうのは、その後の人生に大きな影響を与えるのだなぁ…とあらためて思いました。そういう意味では会員リレーコ
ラムに登場してくれた北村さんの活動は、子供たちの将来にきっと大きな影響を与えるんだろうなぁ…と思います。
『先生…』のコーナーには私が小学3年生の時の担任の上田敦子先生に寄稿していただきました。先生からは当時
「秀人くんは頑張ればもっとできるのに、どうして本気でやらないの？」と叱られたことをよく覚えています。「三
つ子の魂百まで」ということわざがありますが、いまだにそういう性格は直ってないようです。すみません(^_^;)。
次号は5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。

《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/
夜の練塀も独特の雰囲気があります。

