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 3月30日（日）に、お花見クルーズと第二回練塀ウォークラリーを開催

しました。当日はあいにくの雨模様でしたが、お花見クルーズには57名、

練塀ウォークラリーには12チーム・45名の参加がありました。 

 お花見クルーズは、雨で視界も悪く、桜もまだ少なかったのですが、橋部

さんの名ガイドで、参加者の皆さんは祝島一周の旅を楽しまれていました。 

 ウォークラリーは昨年秋に続いて今回が2回目の開催です。今回は祝島公

民館がスタート・ゴールのコースでした。参加された皆さんは、春の雨に濡

れながらも祝島独特の練塀の道を満喫されていました。 

お花見クルーズ＆練塀ウォークラリーを開催 

後の課題はちょっと難問だったかな チェックポイントの輪投げゲーム 

お花見クルーズの船内 

雨の練塀を楽しむ参加者の皆さん 

今年もガイド役の橋部さん 

◎練塀ウォークラリー 

◎お花見クルーズ 



＜連載＞ 祝島の歴史を探る（２４）  ～かいびき緒～   蛭子 葉子 

 今年も各方面の方々のご尽力でなんとか神舞を行う

ことができるようになりました。祝島の歴史の重要な

部分をしめる神舞については書けばきりがないのです

が、思いついたまま少しずつここに書かせていただき

たいと思います。 

 先日、ここに紹介した柳井の歴史編纂委員をされて

おられた故村上磐太郎氏が残された資料を保管する村

上文庫を拝見する機会を得、橋部さんと訪ね、村上氏

の研究文をまとめた本をいただきました。その中に祝

島のことを書いたものがありましたのでここで少し紹

介していきます。今回は神舞になくてはならない櫂伝

馬の"かいびき緒"について書かれたものを紹介しま

す。 

 

 檝漕船が海の神事に残っていると前に書いたが、私

の地方では安芸の厳島神社の管弦祭の時、御管弦船を

曳漕する漕ぎ船と、周防の祝島の4年毎に国東半島の

別宮社の神輿を迎える神事の漕ぎ船とである。これ等

によって古代漕行の大凡を知ることができるし、両者

その形式は大体相似たものであるけれども古くからそ

の伝統を異にしているので、部分的には異なった様式

があり、之を検討していくことによって種々教えられ

ることがあって面白い。 

檝緒をもって檝を舷に取り付ける方法に二つの形式が

ある。一つは舷に輪型にした緒を作りつけて之に檝を

通して漕ぐ「貫き緒」と、今一つは舷に緒紐をしつら

えて、之で檝を結びつける「結び緒」の方法とであ

る。厳島神事のかじ船は貫き緒であり、祝島神事のは

結び緒である。「貫き緒」「結び緒」と云う名称は現

在残っているわけではないが、これから区別して説明

するため、仮にかく名づけておく。祝島ではこのかじ

緒のことを「かいびき緒」と云っている。 

 中国地方にはホーラン祭と云って檝船が使われる祭

りがある。これらは厳島の管弦祭をうつしたもので船

のかじ緒は何れも貫き緒である。 

 一方結び緒のかじ船をもって神事の行われる祝島と

いうのは、万葉集に歌われた祝島である。この島に古

来豊後の国東半島の別宮社から神輿楽人等えお迎え、

八日間昼夜にわたって祭る神事がある。これは瀬戸内

海の古代航路又九州から本土への民族移動を語る遺跡

である。前記の万葉集の歌なども一般には祝島の島名

から連想した言葉遊びのように解している人が多いよ

うだが、実は万葉集以前は祝島を通って九州に渡る道

は瀬戸内海航路の主道だったので、西に下る船は祝島

から浪荒い周防灘に漕ぎ出すに当たってこの島で祝っ

て発った。島の名もそれによって起こり「幾代ふるま

で斎ひ来にけむ」と歌った実感なのである。万葉集の

時代には既に航路から外れて遥かに沖合いに見える島

ではあるが、都人には耳なれた島名なので取り上げて

歌われたのである。 

 神輿の船は現代では周防灘は機械船で渡って来て、

檝船神事は祝島近海からの行事になっているが、ずっ

と上代は檝船で灘を乗り切って曳航してきたことであ

ろうから、今でも檝船の装備は厳島のより大規模で、

かじ船も数艘でていき、大なるものは 二十八挺立て

の船である。旗幟を飾った出迎えの船が後につづいて

船隊の列は数キロにわたり、孤島の海は壮観を呈す

る。 

 

 ここにも書かれているように「かいびき緒」とは櫂

を船に結び付ける縄の事だそうです。村上氏は神舞の

「かいびき緒」を他の神事とは違う特別のものとして

とらえていたようですが、船大工の新庄さんに聞いた

ら「ヨソのと変わらん！うそばっかり書あちょるん

じゃあなあか？誰がそがいな事を書あたんか」と一笑

されました。 

 そこで橋部さんに確認したところ「私の見解です

が、祝島の櫂伝馬船には船の進行役の櫂と、方向を操

る舵取り役の大櫂（艫櫂（ともがい））とが有りま
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祝島の櫂伝馬船 



す。櫂はむすび緒、大櫂は貫き緒です。櫂は20挺

（丁）大櫂は1丁です。むすび緒を、祝島では、単に

かいびきと言っています。宮島のものは、見たことが

ないのでどうなっているのか、興味があります。」と

いう返事をもらいました。 

 写真は太く編んだ方が大櫂（艫櫂）を通す所で、細

いシュロの木の皮で編んだ縄を通した方が漕ぐ櫂を取

り付ける所です。 

 

 今回は時間がなくて他の地方のものとの比較ができ

ませんでしたが、こうして改めて見ると縄の括り方、

編み方ひとつとってもいろいろあって興味深いもので

すね。機会があれば管弦祭や、大阪の夏の風物詩・天

神祭りのどんどこ船についても調べて比較してみたい

と思います。 

 「結び緒か貫き緒か知らんが、別に意味は無かろ

う・・祝島の櫂伝馬の様に結うだ方が漕いだ時に、え

い音がせるがのう！」と、船造りにはこだわりのある

新庄大工さんですが、こういうことに関してはとても

あっさりしています。  
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 ＜連載＞花*花クイズ（２４）                     橋部 好明 

 前回の花・花クイ

ズの答えはルリハコ

ベです。 

 暖地の海岸近くの

道ばたや畑に普通に

生えるという１年

草。九州、四国、沖

縄、伊豆七島、紀伊

半島に分布してるようです。祝島にも自生してるとい

うので探していました。７～８㍉くらいのちっちゃな

花で昨年やっと見つけました。今年も中腹の道端に

１ヶ所だけ、しかも４㍍くらいに一筋だけでした。他

には…と探したのですが、とうとうそこだけでした。

しかも昨年の半分くらいに減少してました。祝島には

他にヤマハコベ、ミドリハコベなどあります。 

 

 

 さて、今回の花の名は？ 

 「アレ、蝶々が～」と、よく見れば、なんと花でし

た。 

山の道端でよく人の通る所にある木に咲いてました

が、今まで誰も気づかなかったので、ちょっと話題に

なりました。 

櫂は「結び緒」 大櫂（艫櫂）は「貫き緒」 
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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25回目は、千葉県在住の柳川優子

さんに登場していただきました。  

 はじめまして！ 

 アースデイ東京・祝島ブースを担当しました優子☆

です。 

  

  ゆったりとした波のリズムが好きです 

  穏やかにわたしをつつんでくれる海 

  すべてを受け入れてくれる・・ 

  瀬戸内の海が大好きです 

  

 なぜ、祝島人ではないわたしが、ネット21の会員

になろうと思ったのか…実は1年間、考えました。祝

島から遠く離れた千葉にいて、ましてや島を訪れたこ

ともないわたし…「祝島HP」や「祝島フォト情報」

などから島の情報は入ってきても、参加することもお

手伝いすることもできない…それでは会員になる資格

はないなぁ、って思ってました。 

 アースデイ＠瀬戸内の開催計画を聞いたときもそ

う…大好きな瀬戸内の海のために、なんのお手伝いも

できない、って…1000キロの距離をますます遠くに

感じて、すごくさみしかった☆ 

 そんなとき、昨年のアースデイ東京に祝島ブース出

展との話を聞いて、右も左もどころか、何にもわから

ないまま…「祝島が好き！」というだけで、お手伝い

に飛んでいきました。 

  

 まず「地球のために行動する日」というアースデイ

の雰囲気に圧倒されました。規模の大きさ、人の多さ

にも、ただただびっくり…コレだけの人の群れの中に

自分が紛れ込んでること自体信じられませんでした

が、それよりもっと…会場の出展者たちをはじめ、そ

こを訪れる人たちの意識の高さに、圧倒されたんで

す。 

 ただふらっと遊びに来てるのではなく、何かに協力

したい、何かを吸収したい…そんな意思を胸に訪れる

人たち、そういう会場の空気に。「このブースでは何

を訴えたいんですか？」「署名とか募金はないんです

か？」そういうことを出展している側ではなく、いわ

ゆるお客さま側から言われ、驚きました。 

 「祝島が好き！」なだけで、聞かれたことの半分も

満足に答えることができない自分の知識の無さにただ

ただ反省…。曖昧なことを口にすることはできない、

正確に伝えることの難しさなどを痛感…。絶対美味し

いです！と「祝島ひじき」を売ることにだけは自信を

持てた２日間…。 

 大好きな祝島のこと、もっとたくさんの人に知って

もらいたいのに…そんな想いをもどかしく感じなが

ら。それでも、出展者も訪れる人も気持ちは皆おんな

じ、アースデイに参加している人たちの大きな一体感

を目の当たりにして、すっごく感動☆自分の世界も広

がった気がしました。 

 迷いながら、電車を乗り継ぎ、なんとか会場にたど

り着き…お手伝いできてよかったと、帰りは迷わな

かったけど、途中…勝手に涙が出て困りました。来年

も祝島ブースのお手伝いをしたい…そう思ったとき、

わたしもネット

21の会員になれ

るかな…そう思

えたんです。 

  

 待ちに待った

今年のアースデ

イ東京では、昨

年の反省事項を

基に、いろいろ

案を出しあい…

かよわい力？と

大きな想い！

で、準備段階か

会員リレーコラム（２５）    ～ 柳川 優子 さん ～ 

アースデイ東京の祝島ブースで 

アースデイ東京の祝島ブースにて 



『祝島讃歌』 がカラオケに登場  
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らお手伝いさせていただいて楽しかったです。 

 祝島ブースでは、祝島讃歌♪の流れる中、神舞の

PR・募金活動をはじめ、島の特産品の販売、氏本農

園の豚さんの紹介、原発問題…と、盛りだくさんでし

たが、訪れてくださった方々のほとんどが、環境問題

に敏感で、「ふるさとの自然や海を大切にしよう」と

いう想いを話してくださったり、メッセージにして伝

えてくださったり…感動で涙が出そうでした。 

 ふるさとを懐かしむ想いを共有でき、未来に向けて

持つ希望の先にも同じような夢を掲げたみんなの熱い

想いが溢れた祝島ブース…昨年よりも強い手ごたえを

感じました。 

一人とり残されてしまいそうな人の群れの中にいる不

安な感覚とは違って、アースデイ会場の人の群れには

やさしさがある…知らない人同士なのに、つい話しか

けたくなる、笑顔のやりとりができる…そんなとても

あたたかい空間が心地よかったです。その空間の片隅

に陣取ったわが祝島ブースも例外ではなく、いろんな

人との繋がりが広がっていくという、とても幸せな時

間を過ごしました。 

 たった２日間でも、東京の真ん中に祝島ブースが出

現したことは、大きな意味をもち、これからもみんな

が繋がっていける、懐かしくもあり、未来へも向か

う…そんな素適な場所になるといいな、って思いま

す。 

 そして来年そこに、またわたしも居れたらいいと

願っています。 

 いつかきっと…祝島に行きます！ 

 みなさん…末永く、おつきあいよろしくお願いいた

します☆ 

  

心和む写真を前に、言葉もなく立ち尽くす 

ほんのりと潮の香りのただよう風を感じて 

なんともいえずなつかしい・・ 

瀬戸内のおだやかな波音がよみがえり 

ふと耳をすます・・ 

聞こえる言葉の抑揚にやさしいふるさとを思い出し 

ほぅ・・と息をつく 

 

ふるさとの想いを伝えたい 

ふるさとへの想いを伝えたい 

みんなの心がつながる素適な場所 

 

いつまでも 

ここにいれたらいい 

海を感じられるここに・・ 

    アースデイ東京・祝島ブースにて 優子☆ 

高校1年のときは同級生に祝島出身者が3人いました 

 祝島出身の歌手・瀬戸こうじ（本名・河下正信）さんの歌う

『祝島讃歌』（作詞は祝島出身の西山博さん）のCDが昨年10

月5日にキングレコードから発売になりました。 

 そして、5月末からは、この『祝島讃歌』が、カラオケ

（DAM）に搭載されました。カラオケに行

く機会がありましたら、ぜひ歌ってくださ

い。また、有線放送でもリクエストできるよ

うになっているとのことです。皆さんで応援

しましょう！ 



 今回は、氏本農園では初めての豚の出産が間近に

迫っていて、文章の原稿は間に合わないので、祝島

放牧豚ならではの地場餌を画像で紹介します。餌の

違いで豚肉に特色を出せたらおもしろいと思いま

す。             （次号につづく） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆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＞ 氏本農園だより（４）  ～ 豚のエサいろいろ ～ 

                                氏本農園  氏本 長一 

イモ オカラ 

ジャガイモ ビワ 

ミカン 椿の花 



 

祝島ネット２１会報 第２５号 Page 7 

 

Let’s Learn English in Iwaishima !       岸本 智恵美 
  

  Earth Day in Nijigahama on April 20th, 2008 

 

 

 Woo! It's a beautiful day, isn't it? 
（わあい！えい天気じゃあ！） 

Hashibe-san 
（橋部さん） 

I'm interested in the Japan-hosted July meeting of 
Group of Eight leaders.  
Environmental problems should be one of the main 
themes at the G8 summit. 
I hear that Japan is the world's fourth biggest carbon 
dioxide emitter.  
We should make efforts to reduce greenhouse gases. 
Thinking about it is the first step for us.  

（わしゃあ日本が主催する７月のG8サミットが気になるのお。環境問

題はG8サミットの主な議題にならんといけんよのう。日本は世界で4

番目の二酸化炭素排出国らしいど。わしらが温室効果ガスを減らす努力

をせんといけんが、考えることが第一歩じゃぁ。 ） 

To think about the environment is very important. 
In these days global warming is getting a very serious 
problem for all of us .  
So we need to do something to keep a lot of safe and 
beautiful places for children to play around.  

（環境のことを考えるなあ大切どのう。 近は地球温暖化問題がかなり深

刻になってきちょるが、わしらが子どもが遊び回れる安全できれえな場所

を守るために何かせんといけんのう。） 

Toju-saa 
（藤樹さあ） 

And it is warm, too!  
（それにぬくいし！） 

（うん！気持ちえいわ。） 

Yes! It's also very 
comfortable. 

「アースデイ＠瀬戸内」が開催

された光市虹ヶ浜でボートに乗

る祝島の子供たち 



 ＜連載＞ 先生、お元気ですか？ （第６回）    ～ 森重 輝彦 先生 ～ 

      「祝島の思い出」 

 

男性5人で着任 

 初めて祝島に渡ったのは38年の4月3日だったと思

います。この年に着任する5人の男性が室津から船に

乗り出港しました。長島の南側は難なく通り過ぎまし

たが、四代の埼を回ったころから波が強くなり、しぶ

きが船に入ってくるように揺れました。私は船酔いし

てしまいました。これから先どうなる事かと不安にな

りましたが、帰りは心配したほど揺れずひと安心しま

した。10時の船に乗って祝島に行き、12時半の船で

帰ってきたように思います。 

 

一家4人で下宿 

 4月3日に着任して一旦家に帰り仕度をして5日ごろ

に家族4人で祝島に向かいました。この日は柳井から

「ことしお」に乗って行きました。柳井から室津まで

1時間、室津から祝島まで1時間半、合計2時間半の

旅、子供2人(兄(4歳)、弟(3歳))も一緒だったので

初は珍しがってはしゃいでいましたが、降りる頃には

酔ってくたびれて寝てしまいました。祝島の港に着く

と何人かの人に出迎えられたように思います。下宿先

を教えると島の子供たちが連れて行ってくれました。

いろいろと祝島の方言で話しながら急な階段を登って

行きました。荷物持ってくれる子、子供のお尻を押し

てくれる子、もう仲良くなっていました。下宿させて

もらった家は、港から北の方へ行って階段を上った

所、梅本さん(漁協の組合長さんをしておられた)の隣

で村岡祝一さんの家でした。 

 

島で育った二人 

 私は2年生の担任になったのですが、放課後担任の

児童が下宿に遊びに来てくれました。家の子供達も喜

んで遊んでいました。それからもよく遊びに来てくれ

仲良くしてもらって助かりました。3年目5年生の担

任だった時も、担任の子供たち5・6人が一緒に島の

中央部のビワ畑に連れて行ってくれて一日中遊んでく

れたことを覚えています。二人の子供たちは島の保育

園に通わせてもらい、先生方やお友達からも島の子供

たち以上に大事にして頂きました。この子らの人生で

大切な幼年時代は祝島です。お陰で祝島から帰ってす

ぐ兄は城南小学校、弟は城南保育にスムーズに進学・

編入することができました。 

 

耐寒訓練 

 冬季は耐寒訓練で校外を走った記憶があります。高

学年は長磯海岸までの往復約4kmぐらいだったか

な？。校門を下って港の方へ出て海岸通りの道路を北

へ走っていたように思います。海岸から吹き付ける北

風に押し返されそうになりながら、頑張って走りまし

た。行きは何とか先頭について走れましたが帰りは

後尾に置いて行かれたように思います。このころは

30歳近い歳、20歳時代には6年生の先頭に負けずに

走れたものが、と持久力の衰えを感じていました。 
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 このコーナーは、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いて、当時の思い出

や 近のご様子などを紹介していただくコーナーです。第6回目は昭和38年から3年間、祝島小学校に赴任され

た森重輝彦先生にお願いしました。 

現在の森重輝彦先生 

当時の写真。中央が森重先生。 
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研究発表会 

 昭和38年には文部省(現在文部科学省)へき地教育研

究指定校となり、研究発表会をした記憶があります。

指定授業、研究発表を行い、自分は研究発表で道徳の

意識調査の発表をしました。この時は祝島小学校児童

教員PTA一丸となって島外のお客さん先生方をお迎え

したように思います。 

 

4年に一度の神舞 

 祝島と言えば4年に一度行われる「祝島神舞」が有

名であります。ちょうど運良く私も神舞に出会えまし

た。祝島の港に向かって入ってくる大漁旗で飾った勇

壮な船団の姿、櫂伝馬の舳先で白い房を掲げて踊って

いる姿、凛凛しいものを感じたことが私の脳裏に焼き

付いております。神殿で行われた神舞、夜行われた盆

踊りなどなど素晴らしい行事だったですね。その年の

学習発表会では6年生が櫂伝馬の姿や舞を表現力豊か

にまた面白く再現してくれました。 

 

台風襲来 

 3年目の夏休みちょうど当番で泊まりに行っていた

時に台風がやってきました。朝方になって南西の風が

強くなり体育館玄関の開き戸が強風で壊されました。

日直の先生と二人で桟板を持って行って押さえました

が、それもすぐに吹き飛ばされてしまいました。諦め

て体育館は覗かずに本館の見回りだけにしました。昼

間は何が飛んでくるかわからないので恐ろしくて外に

は出られませんでした。夕方風がおさまって体育館に

行ってみると屋根は全部吹き飛ばされて、床も水浸し

でした。祝島の台風の恐ろしさを思い知らされまし

た。  

 

長い人生の一コマに感謝 

 私は現在74歳、妻は71歳二人にとってはほんのひ

と時の3年間でしたが、息子達にとっては人生の基礎

作りの幼年時代の重要な3年間でした。祝島の人にな

らせて貰い、祝島に家族で住み、24時間のお付き合

いをさせて貰ったので、島の温かさ、思いやり、優し

さを目一杯頂きました。今でも家で祝島の話が出ます

と、「もう一度行ってみたい」特に息子達は幼いころ

の体験を再現してみたいと思っているようです。 

 晴れた日に石城山に上ると、南の海に祝い餅を並べ

たような祝島・小祝島がくっきりと見えます。40年

前が懐かしい祝島の勇姿です。 

「ありがとう」祝島のすべての人、物、自然に感謝し

ながら筆を置きます。 

 

        ＜田布施町宿井在住 森重輝彦＞ 

 「ハゲ」は「ウマヅラハギ」のことです。「カワハ

ギ」は「マルハゲ」と言うようです。 

 祝島でハゲは40年くらい前にはよく釣れていまし

た。大群がやって来ていたのでしょう。掛かり釣りで

ハゲを狙って、ハゲ掛けで引っ掛けたり、ハゲ釣り用

の釣り針で釣っていました。傘のようなかごで引っ張

り上げたりもしていました。餌カブレ（クラゲ）が好

きなようです。今時（5月末頃）祝島あたりに群れが

やって来る魚

だと思いま

す。あの頃は

釣れてもそれ

ほどうれしさ

は無かったよ

うに思います

が、旨い魚な

ので、しかも余

り釣れなくなったので、この頃は釣れるとなかなか心

が弾みます。 

 フクの仲間のようで、料理もフクのようにしたら旨

い魚です。刺身も唐揚げも、煮ても、キモ（肝臓）も

旨いです。好きな人は刺身をつぶしたキモにまぶして

食べます。ウロコがないので調理も比較的簡単です。

特にキモの入ったみそ汁は何とも言えない味です。 

 皮は疑似餌に使わ

れていたと思いま

す。紙ヤスリ替わり

にもなりそうです。

ハゲ用のカナツキは

カスミがありませ

ん。皮が独特で無く

ても抜けないので

しょう。  

＜連載＞魚・さかな・肴（２４）  ～ ハゲ ～            木村 力  

ハゲ ハゲの刺身 
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＜連載＞ 楽団誕生物語（２）  ～赤紙～           花田 惠美代 編 

 赤紙といっても、今では戦中派の人しか知らないの

ではないだろうか？ 赤紙とは、お上(かみ)から郵送配

達される赤い紙の召集令状、つまり、あなたは何月何

日までにどこそこの連隊へ入営（入隊）してください

という命令通知書のことである。入隊すると、そこか

ら満州や北支（北京方面）・中支・南支（南京方面）な

どの戦場へ配属が決まり、お国のため、天皇陛下（昭

和天皇）のために一命を捧げる覚悟で戦ってまいりま

すということで各戦場へ赴いたのである。 

 

 祝島で赤紙が来るとすぐに島中に伝わり、人々から、

「おめでとうございます」の祝福の言葉がかけられる。

「まあ～、お宅にはこのたびはおめでとうございます」

「はい、ありがとうございます」といった具合であ

る。赤紙を受けた本人の家にしてみれば赤紙即戦死と

いう観念があるから、おめでたいどころのことではな

かっただろうが……。一人者にしてもそうだろうが、

ましてや子供がいて一家の大黒柱が突然いなくなって

しまうわけだから、残った妻子たちは目の前が真っ暗

になるほどに驚き、途方に暮れたことだろう。私は小

学校２年か３年のころだからまだ子供で、何も大人の

気持ちなどわかるすべもなかったが、多分赤紙を受け

た家はそうだっただろうと推測している。 

 

 当時、祝島の小学校では出征兵士を見送る儀式がた

びたび行われた。全校生徒（五、六百人）が校庭に各

自日の丸の小旗を持って集まり、出征兵士の方が校庭

の壇上に上り勇壮な軍人口調であいさつをした。「本日

は皆々様方いろいろとご多忙中にもかかわらず、かく

も盛大なお見送りを頂きまして感謝感激でございま

す。入隊の暁にはお国のために死ぬる覚悟で戦ってま

いります」と。その肩には自分の名前を書いた白い布

が斜めに掛けられ、手には親族・友人・知人等の寄せ

書きが一面に書かれた日の丸の旗を持っていた。そし

て、それが終わると、祝島の区長さん、校長先生、町

議の方々、出征兵士の皆さん（多いときは5～6名）を

先頭に、全校生徒が二列縦隊に並んで、学校の中門か

ら日の丸の小旗を振りつつ、 

 

 「我が大君（天皇陛下）に召(め)されたる 

  生命栄(はえ)ある朝ぼらけ 

  たたえて送る一億の 

  歓呼(かんこ)の声に送られて 

  いざ！！ 行け 兵(つわもの) 日本男児」 

 

と大きな声を振り絞って出征兵士を送る歌を歌いなが

ら、おともの鼻（現在のみさき旅館沖）まで行進して

昭和20年～30年代の「おともの鼻」は広い浜だった 

赤紙 

定期船は沖に停泊し、乗客は通い船で乗り込んだ 
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神舞の準備の様子  

 神舞まで、あと２カ月半になりました。準備の方は

着々と進んでいるようです。 

 神舞奉賛会代表の橋部さんからの情報によると、 

「切り飾り等の準備は、沢山の人の協力で順調に進ん

でいます。巫女さんも、櫂伝馬船の踊り子もいちおう

確保できました。新しく申し出のあった人がいるの

で、7月に入ったら練習を本格化させます。 

 櫂伝馬の漕ぎ手は、まだ不足していますので、引き

続き募集しています。 

 6月4日には、神舞打ち合わせに伊美別宮社に参拝

します。」 

とのことでした。 

 

◆「祝島神舞ホームページ」 

   http://iwaishima-kanmai.jp/ 

いった。 

 おともの鼻は今は埋め立てられ、大きな波止が出来

ているが、当時は小さな丸い石ころで埋まった広いス

ペースのある浜であった。その波打ち際に祝島中の人

たちが並び、通い船から定期船に乗り込む出征兵士の

方々を見送ったのである。 

 やがて定期船は動き始める……。平常は、定期船は

すぐに沖に向かうが、出征兵士を送るときには、小旗

を振る見送り人の立っている波打ち際すれすれを通

り、２回旋回してから鼻繰の方へと進んでいくことに

なっていた。兵士を乗せた船がすぐ近くまで寄って来

たときには、お互いに日の丸の小旗をちぎれるほどに

振り合いながら名残を惜しんでいた。見送る親や友

人・知人たちは、どうかご無事で帰ってきてほしいと

心で願い、送られる側の兵士の方たちは、船のデッキ

の上に立って、これが 後の見納めになるかもしれな

い親族・彼女・友人・知人、そして故郷の懐かしい

山々を眺めていたことだろう。 

 船の姿が小さくなって、鼻繰の向こうに消えると、

送りに出た島中の人々はそれぞれの想いを胸に秘めな

がら（中には顔で笑って心で泣いている人もあったこ

とだろう）引き揚げていき、おともの鼻は何事もな

かったかのような夕凪の静かな波が打ち寄せる瀬戸に

戻っていった。 

 小学校２～３年ごろのことなので、私は鼻繰から向

こうは見たこともなく、子供心に、あ～あ、行ってし

まった、あの兵隊さんたちはこれからどこをどう通っ

て支那（中国）の方まで戦いに行くんだろうと小さな

胸を痛めていたことがいまだに忘れられないでいる。 

 

  ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

 前回は、桜楽団のことを詳しく知っている人の話を

もとに、祝島に楽団が誕生するまでの流れを大ざっぱ

に眺めました。この後、時代を追いながら少し詳しく

祝島の様子をまとめていきたいと思います。今回は、

島に残された子供の目から見た太平洋戦争時の祝島の

様子です。 

 世界では今もあちこちで争いがありますが、世界中

の人がこうしたつらい想いをしなくて済むような世の

中になってほしいと心から願います。 

                   （花田記） 

切り飾り製作 

巫女さんの衣装合わせ 



■「第２回祝島フォトコンテスト」開催のお知らせ 

■応募部門とテーマ： 

１．「神舞」部門  

 今年開催される神舞で撮影した写真。 

２．「自由作品」部門 

 練り塀・石垣・山桜・島ネコなど祝島で撮

影した写真、あるいは祝島が写っている写真

ならなんでも可。 

■応募資格：特に制限なし 

■応募受付開始：2008年6月1日より 

■応募〆切：2008年9月30日（必着） 

■入賞発表：11月上旬 

■賞：各部門別に金賞１点、銀賞２点、特別賞数点 

■作品規格：カラーもしくはモノクロプリント六切サイズ（ワイド可）。 

      デジカメも可。（写真店でプリントしたもので応募してください。） 

■審査員：写真家・岩谷昇平氏、および主催者が選任した者。 

■応募先：〒742-1401 山口県熊毛郡上関町祝島 

         祝島フォトコンテスト実行委員会 

■問合せ：Eメール kunihiro@iwaishima.jp または 

     電話 090-8069-5066（國弘まで） 

■ホームページ： http://www.iwaishima.jp/photocon/ 

■主催：祝島フォトコンテスト実行委員会、祝島ネット21 

お知らせ ＆ 募集 

行者様の近くにある段々畑からの景色 

読者の声 

◎いつも楽しく拝見しておりま

す。もっと祝島在住の人の声が聞

きたいと思います。頑張ってくだ

さい。 

 

◎祝島にいた頃を思い出して懐か

しく感じます。 

 

◎会員の中で希望者には紙ベース

のものは送らなくても良いので

は。経費・手間の節約にもなる

し。私はホームページよりPDF

でダウンロードしますので。どう

でしょう？ 

 

◎楽しく読ませていただいていま

す。昔の話等は興味深く驚くこと

が多いです。記事

を提供される方、

会報を発行される

方の熱意には感謝

感謝です。 

 今、祝島ではビワの収穫シーズンまっただ中です。昼の定期船に乗ると箱詰めされたビワが山のように積み込まれ

ています。「祝島のビワはおいしい！」という評判はかなり定着していて、近郊のスーパーマーケットの売り場に並

んだ祝島ビワのパックは他の地域のビワよりもかなり高い値段で売られています。うちにもビワ畑があって、今年も

時々帰っては袋かけ作業をしました。うちのビワ畑は祝島で一番高いところにあるので、熟れるのも一番 後です。

あと2～3週間先になるかな。今年は兄貴の足も治っていたし(^_^;)、光けんじのがっこうの子供たちも手伝いに来て

くれましたので、去年よりかなり多く袋かけできました。手前味噌ですが味はとてもいいですよ。下の写真はうちの

ビワ畑から撮影したものです。高いところなので景色は抜群！行者様のすぐ下ですので、行者様にお参りした帰りに

でも寄ってみてください。 

 さて、いよいよ神舞まであと2か月余りになりました。今年の夏はたくさんの人が島に帰って来られると思いま

す。お盆には祝島ネット21会員の懇親会も予定していますので、そちらの方もお楽しみに。 

 次号は8月末に発行の予定です。神舞レポートたっぷり！…かな。           （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/ 

前回金賞の岡町隆昌さんの作品 
「なかよし」 


