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 2008神舞は盛大に開催され、無事終了しました。これは皆様方のご支援

ご協力の賜であり、深甚なる敬意と謝辞を表したいと思います。ありがとう

ございました。 

 入船神事の最中、突如として降り出した雨、着御祭の時には特に強く降り

ましたがどうにか終了しました。入船時に雨が降ったのは記憶にありません

ので、いささか焦りましたが、祝島の皆さんは、「神様が雨をお連れしてく

れた。有り難い有り難い。」と屈託がありませんでした。 

 今回の神舞、「活気があった」「勢いがあった」と誉められました。思え

ば人出も多く、防波堤も上陸地点も道路も人があふれていました。竹切り、

舞小屋建てと危険と隣り合わせの難作業が続きましたが怪我した人もなく、

萬々千秋楽でした。祝島の人はやり手だなぁと感激しています。みんなで力

を合わせなければ出来ないのが神舞です。ここぞと言う時に見せる団結力は

お見事と申し上げたいと思います。 

 早くも「次回も頼みます。やって下さいよ。」という声がかかります。嬉

しくもあり、また責任を感じております。今回も沢山の人からご寄付をいた

だきました。特に祝島ネット21の皆さんから、多額のご寄付をいただきま

した。終わりになりましたが、厚く御礼申し上げます。 

神舞の開催にご協力ありがとうございました 
               祝島神舞奉賛会  会長    橋部 好明 

島民総出の小屋掛け作業 入船神事、防波堤にあふれる見物人 

雨の中の入船神事 盛り上がった神楽 



＜連載＞ 祝島の歴史を探る（２５）  ～神舞に込められた願い～  

                                         蛭子 葉子 

 今年の神舞は最高の人出だったという話ですが、こ

れは様々な活動が実を結びつつあるという証拠ではな

いでしょうか。ネット21でも神舞にあわせて会発足以

来始めての集まりがあり、島出身者以外の方にもたく

さん参加していただきました。みなさんの話を聞きな

がら人の輪がどんどん広がっていくという印象を強く

受けました。 

 原発問題が起こり、祝島は多くの苦難をしいられて

きましたが、逆にそのことによって生まれた交流もた

くさんあります。ホクレアに代表される海を通しての

交流、個人的にもおそらく原発問題がなければ一生会

う事もなかった高校時代の同級生にも今回出会うこと

ができました。 

 これまた個人的なことですが、我家のおかげさまブ

ラザーズの神舞初デビューはなんといっても大きな出

来事でした。彼らが島に来たのはちょうど前の神舞の

年です。ここまで成長できたのはひとえに島の皆様の

厳しくも暖かいご指導の賜物であると感謝しておりま

す。さらにデビューにさいし、たくさんの方からいた

だいた暖かい言葉は子供達だけでなく、私達家族全員

の励みになりました。 

 一方で悲しい出来事もありました。神舞に帰省する

のを楽しみにしながらかなわず逝ってしまったＹさ

ん。島のみんなに迷惑をかけないよう身内にしか知ら

せなかったというのも祝島ならではの気配りです。出

船の時にＹさんの姉妹がそろって伊美の人達を祈るよ

うに見送っておられる姿には胸をうたれました。 

 様々な思いによって継承されてきた「神舞」。「神

舞＝交流」「神舞

＝絆」そのことを

実感させられた今

年の神舞でした。 

 今回は特に多く

の報道関係者が来

島されていました

が、観光としての

「神舞」ではな

く、暮らしの中に

生きる「神舞」と

いうことにも目を向け、長い時間をかけて撮影されて

いたのが印象的でした。 

 ここでは平成8年と12年に神舞調査をされた大阪音

楽大学の方達の丁寧な取材を少し紹介します。同大教

授塩津先生からいただいた神楽の調査報告書のむすび

に書かれているもので、神楽だけにとどまらず島の暮

らしを詳細に観察しています。特に島の女性は神舞を

見る暇がないという視点には感心しました。神舞の様

子も詩的に描写されています。第三者から見た神舞が

こんな風に写るなんて少し気恥ずかしい気もします。 

 

＜平成8年＞ 

 山口県上関町室津から穏やかな瀬戸内海の島々を

縫って進む船が群れをなす島々を外れたころ、眼前に

ぽっかりと祝島が見えてくる。近づくと緑なす山々を

背景に｢奉寄進氏子中｣と書かれた大幟がすくっと立

ち、その下に苫葺きの小屋。｢ホーランエンヤ｣という

男達のかけ声が真っ青な夏空に響き、櫂伝馬の踊り子

のカラフルな衣装が群青の波間に舞う。そんなわくわ

くする光景に迎えられ、私たちは祝島に一歩を印し

た。そして舞殿へと向かう。ここでも島の人々が作っ

た色とりどりの切紙細工のはためきに私たちは迎えら

れる。舞殿に間断なく そよ吹く風。あまりの心地よさ

に睡魔も襲う。はたしてここは夏の陽が照りつける海

辺ではなかっただろうか。気密性のみ追求した近代住

宅とは全く異なった発想。私たちはそよ風に自然との

調和を工夫した先人の知恵に教えられる。 

 それから5日間、その場に太鼓と笛と鉦が響き、荒

神が暴れ、岩戸が開かれる。私たちはなんという体験
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をしてしまったのだろう。昼か夜か、あるいは夢か、

現実か、自然の中の仮小屋に音と身振りという瞬間の

連なりで構成された境界のない仮象の時空間が現出

し、その中にどっぷりと浸っていたのだから。振り

返ってみれば、それは六面舞台の｢第四の壁｣から人の

人生や出来事をのぞき見る、近代劇場の閉じられた時

空間ではなかった。というのは、舞殿の側面に扉もな

ければ壁もなく、人々は日常とこの場を自由に出入り

し、そこには当然波の音、人々の会話、子供の泣き

声、鳥のさえずり、これらすべてが入り交じるのだか

らである。荒神さえ観客の中に降りてきて子供を脅か

す。しかし逆に考えれば、神楽の音もその身振りも舞

殿の中で完結しているのではなく、舞殿の外にものび

広がっていることにもなる。とするとそのあり方は、

すでに祝島と取り囲む海全体が祭りの場と化している

のだからまことに理にかなったものといえようか。た

しかにこの期間島全体を覆う時空間は、全てが全ての

存在を認め合う時空間、許し合う時空間であった。だ

としたら、それを可能にしたのは｢自然｣だろうか、加

えてそれに伴う｢静寂｣であろうか。あるいはまた、島

の人々の心に四年に一度だけ生まれる｢意識｣であった

のだろうか。 

 

＜平成12年＞ 

 今回私たちは祝島での取材中に初めて雨に遭遇し

た。しかしそれでも彼らは舞殿から離れることはな

く、立ったままでみたり、傘をさして神舞を見続けて

いた。里楽師らもまた、自らの衣装が濡れることも厭

わず舞を舞い続けた。その光景に、神舞に対する人々

の思いと舞殿全体を包み込む静かな熱気を感じて、私

たちは心底感じ入った。観るため観られるための舞台

をごく当然に考えていた私たちにとってその光景は新

鮮であり、そこには何か神聖なものさえ感じた。ここ

に神舞の真の姿を見たような気がした。雨中での取材

は大変であったが、これらの出来事に遭遇できたこと

は非常な幸運であった。 

 ある里楽師の話によると、祝島での神舞は伊美の時

よりも観客が多く、喜んでくれる人も多いので、いつ

もより更に熱がはいるとのことであった。特に「荒

神」の舞は神主と荒神の間で激しいやりとりが繰り広

げられ、観客は大賑わいになる。里楽師のもてなしや

食事の準備でなかなか舞殿まで来ることができない主

婦やお年寄り達も、この賑わいを聞きつけて急いで舞

殿にやってくる。観客が喜ぶと舞方はより激しく動き

回り、それを見てまた観客が喜ぶといった繰り返し

で、私たちは舞台と観客が一体となる瞬間を体験でき

たのである。 

 主に島の女性達は、里楽師や帰省する親族の世話の

ためになかなか神舞を見ることができない。それどこ

ろか、帰省した女性達も実際は雑務に追われて舞殿を

訪れることは少ないようだ。しかし、今回は、最終日

に「荒神」が行なわれたことによって、より多くの人

達が舞殿を訪れることができたようである。 

 特に今年は「鬼役を若いタイユウさんが舞う」とい

う話が事前に島の人に伝わり、舞殿から観客があふれ

るほどであった。私たちもまた、取材を忘れてひとと

き観客らとその興奮をともにした。 

 里楽師らは、神舞の期間中は島の住人の家で世話に

なる。神舞中でも出演する演目の合間をぬって、休憩

のために舞殿を離れたりすることがあるようだ。島の

人達は自分の家に里楽師らを呼び、もてなしたいと考

えている。4年に一度、里楽師が自分の家を訪れてく

れることが嬉しいのだ。 
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 ＜連載＞花*花クイズ（２５）                     橋部 好明 

 前回の花・花クイズ

の答えは･･･「もみじの

翼果」でした。 

じつは私も「花だ」と

思っていたのですが実

でした。花は２週間く

らい前に咲くようなの

で、来年は注目をしたいと思います。翼果になる前を

撮りたいと思います。 

 カエデ科は世界に2属、約200種あり北半休の温帯

に多く、主体はカエデ属であるようです。祝島に有る

のはカエデ属イロハモミジです。 

 

 さて、今回の花の名は？ 

 最近あちらこちらでよく見かけます。ある外来種

が、日本の花と掛け合わされて出来たようです。 

 周防灘を渡ってくる里楽師と島の人々の交流、これ

こそが「神舞」ではないかと、私たちは祝島での2度

の取材を経て強く感じた。 

 今回のポスターには「1100年の歴史 神舞」とあ

る。海を渡ってこの長い年月を経て受け継がれた神舞

の素晴らしさを最も感じ取っているのは、いうまでも

なく祝島の人々であろう。 

 

 神舞は千年以上も祝島と伊美の人達の交流によって

受け継がれてきました。そこには祭りの伝承という形

式的なもの以外にも実に多くのものが包まれていま

す。船を作る技術、航海術、小屋を建て、苫を葺く技

術、踊りなど神舞に直接関わるものだけではなく、所

作や気配りなど日常生活に関わる様々なものが伝承さ

れています。そこには子孫の幸福を願う祈りと知恵が

存在しているのだと思います。    

 姪がテレビ番組の中で橋部さんに「祭りをする人達

の願いはなんですか」と聞き、5日間の神舞を通じて

自分なりにみつけた答えが「みんなが元気で仲良く」

でした。たとえどんな苦境にたとうとも"いつか心ひ

とつに"島に関わる全ての人が幸せに暮らせること、

それが「神舞」を伝承してきた祝島の願いだと私も思

います。 

 伊美と祝島、世代の交流によって継承されてきた

「神舞」。様々な絆によって受け継がれてきた「神

舞」。政治の力にも屈することなく続いてきた「神

舞」。 

 皆さんも日々様々な思いを抱えて生きておられるで

しょうが、その苦しみを癒してくれるのは家族であ

り、故郷です。誇り高き伝統を受け継ぐ祝島人よ、誇

りと自信を持って。それが"祝島の歴史を探る"私の願

いでもあり、"祝島の歴史を探る"意義なのです。 

みさきちゃんは巫女さん役を務めた 和馬くんもシャギリ隊でがんばった 



 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26回目は、この8月に会員になら

れたばかりで祝島の映画を製作中の纐纈（はなぶさ）

あやさんに登場していただきました。  

 8月7日から約半月の祝島での撮影生活を終えて、

東京へ戻ってきました。今回は、島の最大行事である

神舞の準備風景から、祭りが終わった翌日の舞小屋の

撤収までを映像に収めることが目的でした。 

 島を出てからのこの一週間、なんだか身体も心もも

ぬけの殻状態でした。するべきことはたくさんあるの

に力が湧いてきません。島での毎日は、猛暑の中、朝

から晩まで撮影が続いていたので、その疲れが出たの

だと最初は思っていたのですが、はたと思い至りまし

た。島にいた時の自分があんなに元気だったのは、島

からも島の人たちからもたくさんのパワーをいただい

ていたこと、そして島の人たちのつながりに加えてい

ただいて動いていたからだったのだということ。そし

て、5年前に初めて島を訪れた時のことをまた思い出

しました。 

 当時、写真家で映画監督である本橋成一氏の下で仕

事をしていた私は、『アレクセイと泉』という映画の

上映会をするために祝島を訪れたのでした。島では、

上関原発建設反対運動が、既に20年間続けられてい

ました。暗く閉ざされた状況を思い描き、緊張して島

に降り立った私を迎えてくれたのは、とびっきり明る

くて豪快で、気前の良いばあちゃんたちと、無口では

にかみやで、でもいかにも人なつっこそうなじいちゃ

んたちでした。彼らは、映画は静かに観るものという

常識を打ち破り、まるで近所で起きていることのよう

にスクリーンに向かって話しかけ、大笑いするのでし

た。たった一日半の滞在の中で、私は自分の故郷に

帰ってきたような気持ちになっていました。自分でも

不思議なくらい明るくて嬉しい気持ちになって、もの

すごく元気になっていました。またこの島に来たい、

もっとこの島の人たちのことを知りたい、そう強く思

いながら、島をあとにしたのでした。そして今年、祝

島のドキュメンタリー映画を製作しようと決心し、3

月から島に通うようになりました。 

 どうして映画を作ろうと思ったのかと聞かれれば、

祝島という島に、そしてそこに暮らす人々に強く惹か

れてしまったからですと答えます。では、どんなとこ

ろに惹かれたのかと問われると、色々と口にしてみる

のですが、どの言葉を用いても核心を言い当てること

ができないような感覚に陥ります。その答えとなるも

のは、言語化できない何かであるような気がしていま

す。その"何か"を映しとって映画にしたいと強く思っ

ています。そしてそれは、島の人々の生きる姿から伝

わってくるものではないかと思っています。 

 撮影中にある人からいただいた言葉です。「撮影す

る対象に自分を限りなくゼロに近づけて向き合うこ

と」。これから祝島のことを新たに知り、様々な局面

に立ち会うことになる中で、自分の低い次元の欲求に

引っ張られることなく、また自分の思いを都合よく対

象に投影するのではなく、目の前のことをそのまま受

け止めること。そして受け入れること。とても難しい

ことですが、そのことをいつでも心に置いて、これか

ら祝島へと足を運びたいと思っています。次回は、タ

イミングがうまくいけば、台風に合わせて、島に向か

う予定です。 

                  ＜纐纈あや＞ 

 

★ブログ：映画『祝の島』製作奮闘日記 

   http://holynoshima.blog60.fc2.com/ 

★映画『祝の島』を応援する会事務局 

   TEL：03-3227-3005 
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 祝島と縁の深い画家・松田正平さんのアトリエ館を、

千葉県市原市在住の祝島ネット21会員・柳川さんが訪

ねてくれました。今回と次回の2回に分けて、そのレ

ポートを掲載します。 

 

 松田正平画伯・・。 

 どこかで聞いたことの

ある名前、あぁ埴輪の絵

を描いた人・・私の中で

はそういう存在でした。 

 きれいだなと思ったも

のを率直に表現したいと

願い、瀬戸内の海を、祝

島をこよなく愛し描き続

けた・・松田正平さん、

その人が、私の住む街・

千葉県市原市に32年間も

居を構え、埴輪の絵を描

い た 人 と 同 一 人 物 だ と

知ったとき、不思議な縁

を感じました。 

 彼のアトリエと母屋がそのまま保存、公開されて

いる場所がごく近くにあると知ってからは、いつ行

けるかなと逸る気持ちを抑え、なんだかドキド

キ・・１年近くも海に逢っていない寂しさもあり、

そこへ降って湧いたように・・祝島の絵がある！し

かも海にではなく、森の中に・・そこに行けば、瀬

戸内の海に逢える！祝島ファンの私にとって、それ

はとてもとても嬉しいニュースだったのです。 

  

 去 る 6月 、梅 雨 の

真っ最中にもかかわら

ず、ピカピカのお天気

になった土曜日・・今

日なら行ける！と、思

い立つと同時に、手書

きの地図を片手に車を

走らせていた私。 

 市原市鶴舞「松田正

平アトリエ館」 

 その場所は、汗ば

む身体も逸る気持ちも落

ち着かせてくれるよう

な、静まった森の奥にあ

りました。 

 最後の道を１本間違え

て、ちょっと遠回りしま

したが、何とかたどり着

き、久しぶりに踏みしめ

たアスファルトじゃない

道、ひんやりとした森の

空気、時折すぅ～っと

通り抜けてゆく風、似

ている・・と思ったのは、松田正平さんだけでな

く、私にとっても生まれ故郷である島根の山の風景

でした。松田さんがここに住まわれてた理由が

ちょっとわかったような気がしました。 

  

 このアトリエ館に「周防灘」があると聞き、ここ

に来れば、大好きな海を、祝島を、感じられる・・

そんな想いで訪ねた私をみて、管理されてる関口さ

んご夫婦は「松田正平が好きな人、松田正平の絵が

好きな人はたくさん来られるけど、祝島が好きでこ

こに来られたのは、あなたが初めてよ！」と、笑わ

れました。 

  

 米蔵を運んで造られたアトリエ・・蔵の戸をあけ

ると、一瞬、蔵独特の香りが通り過ぎます。たくさ

んの草鞋（わらじ）がスリッパ代わりに置いてあり

ますが、彼がこのアトリエで絵を描いていた頃は、

足の踏み場もないくらい床にいろんな物が散らばっ

ていたそうで、当時、来客があっても座る場所がな
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「松田正平アトリエ館」を訪ねて・・  ＜前編＞          柳川 優子 

森の中の案内板 
アトリエ館を管理されている関口さんご夫婦 

アトリエ館正面 

市原市で出土した埴輪を 
描いた松田正平さんの作品 
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いということで建てられ

たのが、庭に建つ接客用

の部屋「ひむろぎ工房」

です。彼には片付けると

いう意識があまりなかっ

たようですが、今は関口

さんの、訪れる方への配

慮で片付いています。 

 入って正面中央に「周

防灘」が飾られ、松田さ

んの小作品も感じよく展

示してあります。彼の作

品の載った雑誌や作品集も手にとって見ることがで

きます。彼がここで過ごした間、愛用していた食器

や履物、ストーブなども陳列され、当時のお写真や

縁のある方の書物、俳優で絵も描く鶴太郎さんとの

写真や画伯に宛てたお手紙なども展示されていま

す。絵の具の染みた大きなパレットも飾ってありま

した。そんな思い出の品に四方を囲まれ、感じのよ

い中央のソファーに腰を下ろすと、まるで蔵自体が

タイムマシンになり、彼の時代に引き戻されるかの

ようにも感じ、なんともいえない、まったりとした

気分になりました。 

  

 母屋の方は「茶房ひむろぎ」としてくつろげ、ご

主人の手打ちそば、息子さんの特製ケーキ、香りの

よいコーヒーなどもいただけます。「ひむろぎ」と

いうのは・・神様の御霊が下りてくる場所のことだ

そうです。 

 ここにも、松田さんの作品が少し展示してあり、

以前NHKで放送された「新日曜美術館」のビデオを

見せていただけたりします。これには祝島の映像が

たっぷり出てきて、懐かしい気持ちで見ることがで

きました。 

 森の一部の

よ う な 庭 に

は、彼が育て

た薔薇の樹が

今も大切に育

てられていま

す。自分で育

てた薔薇の絵

だけを、なんて美しいんだろう・・と描き続けた松

田さん。 

 彼の絵へのこだわりのエピソードをひとつ・・ 

半年間通った大工さんが、その間１枚も絵が仕上が

らなかったのを見て、ちゃんと支払いしてもらえる

のだろうかと彼に聞いたところ、何も言わず指さし

た方向には、ミシンを踏む奥様の姿。松田さんが描

きたい絵を納得いくまで描き続けられたのを支えて

いたのは奥様だったのですね・・ 

  

 森の奥に大切に・・でもごくごく自然に残されて

る「松田正平アトリエ館」と「茶房ひむろぎ」。 

縁側に腰掛けて、庭を眺めていると、今もそこに松

田正平さんがいらっしゃるかのように感じてしまう

ほど・・懐かしい空気に包まれたとっても素適な場

所です。 

 機会がありましたら、ぜひお立ち寄りくださいま

せ・・。 

 また、11月18日～12月24日、鶴舞・彫刻の丘

美術館にて「松田正平展」が開催予定ですので、あ

わせてお知らせいたします。 

 

■松田正平アトリエ館 

 千葉県市原市鶴舞658 TEL 0436-88-2070 

 ◎開館：毎週土・日曜日 AM11:00～PM4:00 

     （2月冬期・8月夏期休館） 

 ◎併設：茶房ひむろぎ、ひむろぎ工房 

 

 

母屋の入り口 

生涯描き続けた手植えのバラの木 

松田正平アトリエ館の周辺マップ 



 ＜連載＞ 先生、お元気ですか？ （第７回）    ～ 中尾 昌秀 先生 ～ 

 『万葉の島、神舞の島である「祝島」にお住まいの

皆様、また、「祝島小・中学校」で学ばれた皆様、お

元気ですか。』 

 高松秀義先生を通して編集長の國弘秀人君から原稿

依頼を受け、≪秀人君の担任であった私は≫二つ返事

で引き受けました。そこで、当時の子ども達を中心に

祝島時代を回想してみたいと思います。 

 

 田布施の麻郷小学校から祝島小学校に着任したの

が、今から36年前の昭和47年4月でした。船から生

活用品を運ぶのに、当時の原田PTA副会長様をはじめ

多くの方々に手伝っていただきました。田尾さんの住

まいの一部を借り、生活を始めましたが、当初は妻が

仕事の関係で島に来ることができず、食事は「みさき

旅館」で何人かの単身赴任の先生方とご一緒しまし

た。途中から、祝島小学校の給食調理場で当時の調理

員の方々から食事を作っていただきました。「海産物

ひじき」のおいしかったのが印象に残っています。そ

のうち妻が来島しての生活が始まりました。 

 

 最初の年は、3年生24名を受け持ちました。この子

どもたちは2年後の5年生の時にも担任しました。学

習、運動、生活面に「厳しさ」を全面に押し出したの

で、子ども達にとっては窮屈な面があったと思いま

す。手を出したり、正座をさせたりしたことがたびた

びありました。 

 体育の時間に「うさぎ跳び」を徹底的にやった翌

日、ある子どもが「先生、ふかが出た。」と言ったの

で、びっくりして2階の教室から海を見つめ「フカは

どこに出たんか？」と聞きました。そうしたら「きの

う、体育の時間にうさぎ跳びをやったので、ふかやが

出た。」すなわち筋肉痛のことでした。（うら、おとろ

し。） 

 この話を中学校の先生にすると、その先生は以前、

生徒に【コンビーフ・・・塩づけにした牛肉の缶詰】

を買ってきてくれないかとお願いしたら、【小さい麩

（ふ）・・・味噌汁の中に入れたり、スキヤキに入れ

たりする食品】を買ってきたそうである。皆さんお分

かりのように、「こんびいふ」を買ってきたのでし

た。 

 厳しかったが、学校や地域でよく遊んだようにも

思っています。5年生担任の時には、一部の子ども達

であるが、宇部の自宅に遊びにきたことがあったし、

クラス全員が公民館でクリスマスパーティーをやった

こともあります。妻と子ども（ひとみ）も参加させて

もらいました。楽しい思い出です。 

 だいぶ前のこと、脇田武弘君の訃報に接しました。
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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

や最近のご様子などを紹介していただくコーナーです。第7回目は昭和47年から4年間、祝島小学校に赴任され

た中尾昌秀先生にお願いしました。 

現在の中尾昌秀先生 
企業の新入社員研修会、各校区の老人会・婦人 

会・子ども会、各自治会、○○学級・クラブ等で 
人権に関わる話をしています。（現在62歳です） 

祝島で最初に受け持った子ども達です。 
村田姓が4人いたので、苗字ではなく名前で呼んで
いました。離島の子ども達でしたが、私服は流行の
先端をいく服装だったように記憶しています。 



祝島ネット２１会報 第２６号 Page 9 

ご冥福をお祈りいたします。今度、祝島を訪れたら手

を合わせたいと思います。 

 

 祝島2年目は6年生34名を受け持ちました。前年に

担任した子ども達と2歳違いで兄弟、姉妹、兄妹、姉

弟が多かったようで、「恐ろしい先生」と見られてい

たのではないでしょうか。最上級生ということで学校

行事などでは、いろいろ役員となり、それなりに厳し

く指導したと思います。だが、良いか悪いか解らない

が教育観が少し変化し、3学期以降は「怖さ」が欠け

てきたと自分では思っています。 

 思い出としては、5月の北九州の修学旅行です。5

年生と一緒に行ったのですが「ことしお」からバスに

乗り換えたとたんに多くの人が車酔いをしたのでびっ

くりしました。だが納得もしました。それと、「望玄

荘」に泊まったとき、何を間違ったか夜中にリュック

を背負って出発すべく並んでいた男子が数人いたのに

も、たまげました。12月1日、みんなが楽しく遊んで

くれたので私も思い出に残る誕生日になりました。 

 相対的に和やかで笑いの多いクラスではなかったか

と思っています。誰やらさんは、服の下にパジャマを

着て授業を受けていた時もあったのではないでしょう

か。今でも卒業文集を読んだり写真を見たりしていま

す。 

 

 祝島最後の年は3年生16名の担任となりました。思

い出としては学校や地域で一緒に遊んだことです。男

子8人、女子8人と同数でした。男子同士、女子同士

のつながりは深いものがあったようです。一部の子ど

も達と2年生の時の担任であった山本進先生のお宅に

お邪魔したことも思い出の一つです。小旅行（常盤公

園）では男女仲良く行動し、楽しく遊んでいました。

遊園地ではスリラーハウス（おばけ屋敷）に入ったの

ですが怖さがいっぱいで大きい悲鳴が聞こえていまし

た。 

 

 祝島での4年間、多くの方にお世話になりました。

田尾さんには「みかんもぎ」で三浦海岸に連れて行っ

ていただきました。長谷川さんには「びわもぎ」をお

世話になりました。魚を釣りに行くということで、船

を出してくださった方もありました。蛭子さんには生

活全般にわたり、家族全員がお世話になりました。こ

のほか、たくさんの方々にお世話になりました。あり

がとうございました。 

 祝島から見る景色も絶景でした。今も目に焼き付い

ています。 

 祝島を離れて多くの月日が経ちますが、離島後も祝

島の特産物である「びわ」や「みかん」などを送って

いただいたり、お電話・お手紙で祝島の様子を聞いた

り、教えていただいたりしています。 

 妻の高校時代の同級生である綿村由美さんには、祝

島にいた時、大変お世話になりました。ここを借りま

して感謝申し上げます。 

 先日は蛭子聡さんがお子さんを連れて来られ（強引

に来ていただいた）、懐かしくお話しました。私の方

はお酒も入りメロメロでしたが、立派に成長している

彼の姿を見るにつけ頼もしく、また嬉しく思いまし

た。 

 今年は神舞の年、ぜひとも「祝島」に行きたいもの

です。 

             2008年 8月 吉日 

 

            ＜宇部市在住 中尾昌秀＞ 

当時の中尾先生（中央） 

先日、蛭子聡くんが撮影した写真です 
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＜連載＞ 楽団誕生物語（３） ～太平洋戦争当時の祝島～ 花田 惠美代 編 

 前回は昭和12年から始まった支那事変（今は日中戦

争というが、当時はこう言った）から太平洋戦争の始

まる昭和16年までの祝島の様子を話した。今回は太平

洋戦争に突入してからのことを話そう。 

 日中戦争が始まったのは、北京郊外にある廬溝橋で

日本と中国とが衝突したのが発端だった。戦争の初め

ごろは北京、上海など東海岸を次々と攻略、破竹の勢

いで進み、ついに南京を陥落させた。そのとき祝島で

も赤提灯をぶら下げて戦勝を祝ったものだ。 

 ところが、中国南、東南アジアに利権を持っていた

フランスやイギリス、アメリカは日本の中国への侵攻

が気に入らず、中国を応援するようになった。そのた

め、物資も乏しくなった日本は次第に旗色が悪くなっ

ていった。 

 そして、ついに日本は、中国より先にアメリカを

やっつけようとして、昭和16年12月8日、ハワイの

真珠湾を攻撃する。これがいわゆる太平洋戦争の始ま

りであるが、その日、真珠湾付近は縁日で賑わい、住

民は祭り気分に浮かれていて、攻撃されてもそれが戦

争の始まりだとは誰もしばらく気がつかなかった、と

当時ハワイに移民していた祝島の人から聞いた。 

 祝島は支那事変の起きた昭和12年から戦争の終わる

昭和20年まで、20代・30代の人間はいなかったとい

うことは第1回目でも書いた。その間、年寄り夫婦と

小さい子供だけで一生懸命食糧増産に励んでいた。大

人も子供も皆、祝島じゅうの田んぼや畑を耕していた

ので飢えることはなく、畑では、カボチャ・芋・麦・

米・みかん・ビワ・とうもろこしなども作っていた。 

 昭和16年ごろには物が配給制になり、配給手帳が配

られて、並んでごくわずかな米を手にするようになっ

て生活も苦しくはなったが、島では物が無くてもお互

い助け合って畑を作ったので、都会のように苦労する

ことはなかった。 

 砂糖はなかったので、祝島ではキネリガキの皮をむ

き、むいた皮を干して粉にしたものを砂糖の代わりに

した。（＊カキには渋柿とキネリガキがある。キネリガ

キは渋柿と違ってもともと甘みがある。） 

 農繁期には子供も総出で、小学校3年生ぐらいから

負い子を体に合わせて作ってもらい、一緒に並んで山

へ行った。海では、やはり小学校3～4年生からイワシ

網に出漁し、労働の対価として大人の3分の1ぐらいを

貰ったりしていた。朝3

時から出漁するので、学

校に行ったときには皆

こっくりこっくりしてい

たが、先生も事情がわ

かっているので何も言わ

なかった。漁に出た子供

たちにはイワシのうろこ

が体中に張り付いたり塩

がふき出したりしてい

たが、そのうち顔や腕

についたイワシの小さな鱗が乾いてきて皮膚に食い込

んだりしていたものだ。 

 太平洋戦争が始まるまではハモ縄も盛んに行われて

いた。ハモ縄に出るときには、夕方、オトモノハナか

ら照満寺の沖まで船がずらっと並んで、一斉に出漁し

ていた。イワシやハモのほか鯛、タコなどがとれてい

た。 

 戦後になって漁業組合ができるまでは、淡路から住

吉丸という大きな船が祝島にこうした魚を仕入れに来

ては、積んだ魚を大阪まで運んで売っていた。たしか

11隻あったと思う。祝島のおかげで儲けたからであろ

う、島で新造船を造るときにはヒノケントクという船

の持ち主がお金を貸してくれていた。 

 仕入れに来た船は、止まったままでいると中の魚が

死んでしまうので、魚が死なないように祝島沖をぐる

ぐる回っていたが、我々子供たちはその船にまぶれつ

いて遊んでいた。そうしていつものように船に乗り込

んで遊んでいるとき、船員に、このまま大阪に行くと

言われ、それを真に受けた我々は鼻繰沖で海に飛び込

んだ。そうすると今度はフカが来るぞ、と脅された、

というような思い出もある。そうして遊んでいたの

は、太平洋戦争が始まるまでのことだが。 

 祝島は空襲を受けたことはなかったが、どこの畑に

も防空壕を作ってあり、サイレンが鳴ると皆一斉にそ

こに飛び込んだ。ただ、一度終戦間際に、5千トンぐ

らいの油輸送船がアメリカ船に追われ三浦湾に逃げ込

んできたことがある。追われた船は砂地まで乗り上

げ、何人かの死傷者も出したようで、島の人たちも救

助に行ったりしたようだ。その船には油がたくさん積

まれていたので、終戦後漁師さんたちはその油の恩恵

“負い子”は今でも使われている 
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を受けた。三浦まで伝馬船で行って、つるべで油を汲

んでは帰ってきたものだ。 

 三浦と言えば、横山秀夫の小説「出口のない海」に

1行、小祝島のことが出てくる。主人公が人間魚雷回

天に乗って訓練する場面、その攻撃目標とするのが小

祝島である。橋部さんによれば小祝島の周囲はストー

ンといきなり60～70mぐらいの深さに落ち込んでい

るのだそうだ。以前、祝島ホームページの掲示板に、

子どものころ近所の家に潜水具があり、なぜそんな物

があるのか聞いたら、回天で遭難した人を助けに行っ

ていたのだと言われたという投稿があった。それも平

生と大津島に回天の基地があったせいであろう。祝島

からも学徒動員で光工廠に行った小学生が終戦前日の

空襲で大勢亡くなったことは前に書いたが、光工廠で

はで人間魚雷なども作っていた。 

 戦争中、鉄類が不足した時

期には、なべかまなども兵器

増産のためお国に差し出して

いたが、祝島小学校の中門に

あった楠(なん)公(こう)さん

（楠正成）の銅像も供出され

た。大きな銅像で、祝島出身

議員の松岡さんが寄付したも

のであった。 

 長く続いた戦争も、昭和20年8月、広島・長崎に原

爆が落とされ、ついに日本は降伏し、8月15日昼の玉

音放送をもって終戦となる。広島に原爆が落とされた

時間、祝島ではその日、いつもは6時過ぎに出る連絡

船がどういうわけか8時頃の出航で、出征兵士を送る

ために皆オトモノハナに見送りに出ていた。その時、

広島の方の空がぴかっと光った。何じゃろう、と話し

ていたが、多分あれがピカドンだったのであろう。 

 

  ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 前回の編集後記に「太平洋戦争当時」のことを書い

たと記しましたが、正しくは「日中戦争当時」でし

た。おわびして訂正いたします。 

 今回はその日中戦争時代のことも少し交えながら、

太平洋戦争当時の祝島の生活について、聞き書きの形

でまとめました。祝島からピカドンが見えたという話

は子どものころに母から聞いて強く印象に残っていま

したが、今回改めて、詳しく覚えていた方にお話を伺

うことができました。それにしても終戦1週間前の徴

兵とは、とそのとき出征兵士として船に乗っていたＭ

さんのことが気になりましたが、無事に帰ってこられ

たと聞いて安堵しました。       （花田記） 

 カツオは、ここら辺の店ではタタキでしかなかなか

見ることはありません。昔徳島県に住んでいた頃、県

の南の方で電車から、漁師さんがカツオを一匹ぶら下

げて帰っているのを見かけたことがあり、印象に残っ

ています。カツオは瀬戸内海には入ってこないと思い

ますが、カツオの仲間は夏に入ってくるようです。マ

ルアジやヤズの群れの中に混じっていて釣れることが

あります。「ヒラソオダカツオ」です。カツオと言えば

タタキです。ヒラソオダもタタキで食べてみました。

食べられないことは

ありません。もちろ

ん刺身でも食べられ

ないことはありませ

ん。國弘秀人君とカ

ヤックで室積に行く

途中、疑似餌をひっ

ぱりながら漕いでい

たら牛島の手前で釣

れて、牛島で醤油と包丁を買い、尾島に上陸して、刺

身にして食べました。雰囲気もあり、食べられないこ

ともない味でした。近い仲間に「マルソウダカツオ」

というのもいるようです。古い図鑑ではマルソオダの

写真がヒラソオダとして載っていました。「マルソオダ

は味も悪く、中毒のおそれもある」とあります。マル

ソオダは祝島の近くまではやってこないのではないか

と思います。 

＜連載＞魚・さかな・肴（２５）  ～ ヒラソオダカツオ ～    木村 力  

ヒラソオダカツオ 

カツオといえばタタキ 

楠公さんの銅像 



■映画「祝（ほうり）の島」製作応援のお願い 

 今号の会員リレーコラムに登場していただいた纐纈あやさんが、監督として初めて製作する

ドキュメンタリー映画「祝の島」。祝島の人々の生きる姿から伝わってくる何かを映画にした

い。遠い昔からこの島で紡がれてきたものを、今、記録しておきたい。そこには私たちが進む

べき未来への希望が映し出されることを信じています。と言う彼女の想いを、祝島ネット21も応援したいと思います。 

 ◎製作スケジュール 

  ・2008年8月 神舞撮影より本格的に開始 

  ・2010年 春まで 四季を通じて、島の自然、人々の暮らしを撮影 

  ・2010年 秋 映画公開予定 

 ◎「祝の島」製作協力金について 

  ・一口 5,000円です 

  ・郵便振込口座：00180-1-357684 

        （映画「祝の島」を応援する会） 

  ・お振込をもって入会となります 

  ・会の目的は、映画「祝の島」製作、上映を応援すること 

  ・撮影報告を兼ねたお便りをお送りします 

 ◎問合せ先 

  映画「祝の島」を応援する会 事務局 中植きさら 

  〒164-0003 東京都中野区東中野4-4-1-7F 

               （ポレポレタイムス社内） 

  TEL 03-3227-3005 FAX 03-3227-1406 

  Eメール houri@polepoletimes.jp  

お知らせ ＆ 募集 

祝島ネット21懇親会の様子 

 4年に一度、祝島が一番盛り上がる神舞が開催され、無事に終わりました。今年の神舞では、帰省客と観光客を合

わせて約三千人が島を訪れたそうです。神舞は私たち祝島で生まれた者にとっては、一番の楽しみであり、同時に一

番の誇りです。また、それを伝承していくという大きな使命も背負っています。今回、「歴史を探る」の記事を読ん

で、千年の歴史の重みを改めて感じました。 

 神舞直前の8月14日には、祝島ネット21懇親会を初めて開きました。会員14名とゲスト4名が参加して、楽しいひ

と時を過ごしました。初めて顔を合わせた人もいて、親睦を深めました。またこのような会を企画したいと思います。 

 今回は「氏本農園だより」と「Let‘s Learn English in Iwaishima!」は都合によりお休みです。代りに「松田正

平アトリエ館を訪ねて…」を今回と次回の2回に分けて掲載します。「先生お元気ですか？」に登場の中尾先生は僕

の小学6年の時の担任でした。当時はしょっちゅうクラスの誰かが怒られて、竹の物差しで手の平をしばかれていま

した。あれは痛かった…。原稿をお願いする際に電話でお話しましたが、声は当時とあまり変わっていませんでした

が、話し方がずいぶん優しくなった気がしました。 次号は11月末に発行の予定です。  （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/ 

映画撮影中の纐纈監督（左端） 
と、カメラマンの大久保さん 


