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第２回祝島フォトコンテストの受賞作品が決まりました
四年に一度の神舞に合わせて「第2回祝島フォトコンテスト」を開催いた
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しました。応募期間は6月1日～9月30日までの4ヶ月間で、応募作品数は
「神舞」部門が73点、「自由作品」部門が87点、合計で160点もの応募
をいただきました。応募していただいた皆さん、ありがとうございました。
審査の結果、下記の作品が受賞作品に決定いたしました。おめでとうござ
います。受賞された皆様には、賞状・記念楯・祝島特産品などを送らせてい

ぜひご観賞ください。
◎祝島フォトコンテストWebサイト http://www.iwaishima.jp/photocon/
■「神舞」部門

■入選

＜金賞＞「待ってろよ！」佐藤晶子様

・「晴れ舞台」岡本幸弘様

＜銀賞＞「よしよし、ええ子じゃ」

・「島の祭り」岡本幸弘様

西本篤史様
＜銀賞＞「お見送り」江村毅様
■「自由作品」部門

・「ジャンプ」高尾恭子様
・「仲良し」村中博美様
・「祝島の夏休み」来栖淑子様

＜金賞＞「学校への道」生田利秋様

・「櫂伝馬とシャギリ隊」来栖旬男様

＜銀賞＞「ねこと握手」吉原妙子様

・「出船櫂伝馬」大上稔様

＜銀賞＞「島の日常」森田実様

・「練り塀の家」大上稔様

■審査員特別賞

・「わぁー、高い！」江田光信様

・「夏の三浦」出田理恵様

・「祭りの日」米田満男様

・「わくわく小路」早川敦子様

・「初神舞」原真紀様

・「お気をつけて」諸冨誠之進様

・「祝島の人」永田勲様

■民宿くにひろ賞

・「結」佐藤晶子様

・「力合せて」武野加代子様

・「海へ向かう道」佐藤晶子様

■放牧ブタ賞

・「朝島の記憶」佐藤晶子様

・「若芽」山本裕美様

・「朝陽の中を泳ぐ」佐藤晶子様

■五月丸賞

・「夜明けの舞場」村岡澄代様

・「ひと休み」上重卓広様
※11ページに審査評を掲載しています

神舞部門・金賞「待ってろよ！」

自由作品部門・金賞「学校への道」

島ネコ物語

絵・しげむらみちこ

＜連載＞ 祝島の歴史を探る（２６）

～周防大島とのつながり～

蛭子 葉子
今回は祝島と周防大島とのつながりで、コネタをい
くつか紹介します。

うったもんよ。（中略）あいつがお前、熊毛の沖の祝
島で子を生むんじゃが、子を生むと、どうでもこうで
も、宮市の天満宮へまいったもんよ。そりゃ、信心深

■柳井の"湘江庵"「大友大権現の由来」案内板

いものよ。へじゃけえ、まいるときにやあとっちゃな
らんどと、天満宮様もおっしゃってとらんことになっ
ちょったんじゃがのう。かえりにゃあへて、とっても
かまわんけえ、みんなまっちょったもんよ。

鯨を1

匹とると、一代食えるほどのシンショー（財産）がで
きたといわれるもんじゃったけえたいしたものよ。
■宮本常一著「私の日本地図－周防大島」（未来社）
沖浦の一番端の日見には古い神楽がのこされてい
る。京都石清水系の神楽であるという。石清水八幡は
社運の発展につれて各地の荘園が寄進され、国東半島
大島町屋代の大野家は5千7百石を領していた。その

の伊美荘も石清水となり、そこへ伊美八幡がまつられ

大野家の次男・友之丞は文武両道の達人でどんな権威

ることになった。御神体を奉じた船は瀬戸内海を通っ

をも恐れぬ豪勇の士であった。

て大島の南海岸をゆき、室津半島、長島、祝島を経て

やがて友之丞は京都御所に入り、北面の武士にとり

伊美にいたったといわれている。そのとき祝島と特別

たてられ忠勤をはげむうち認められて巡見史となり九

の関係を生じたものとみえて、4年に一度ずつ伊美の

州に下る途次三田尻の毛利家に立ち寄り朝廷をかさに

社人が神楽をしに来る。日見の神楽はその系統であ

きておおいに見返してやったが大乱暴を働いて足止め

る。

された。友之丞は脱走して郷里屋代に帰った。しかし
一族のものは禍が及ぶのを恐れ、喜んで迎えてはくれ
なかった。
彼は見切りをつけて祝島に渡り、寺に身を寄せ、手
習いの師匠となり人々は喜んでその教えを受けた。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
江戸時代は大島審判に入っていただけのことはあっ
て大島とのつながりは深そうで、海を自由に往来して
いた当時の人達の様子もうかがえます。"湘江庵"の看
板を見たときは思わず笑ってしまいました。こんなふ

このことを知った毛利家は捕手をむけたがあまりに

うに自分達の知らない世界がひょいとした拍子にどこ

強い友之丞を取り押さえることができなかった。しか

かでつながって、知るとこの喜びを感じます。そうい

し、友之丞は捕手の哀願を入れ「つかまえられてやろ

う楽しさを教えてくれるのが歴史の面白さでもありま

う」と言って両手を差し出した。

す。

毛利家では、文武の達人だから殺すにしのびず一族
からの嘆願を待ったが、誰一人として助命を願いでる
ものはなかったのでついにこれを斬罪に処した。時に
寛政十一年三月二十八日。友之丞は42歳であった。
■宮本常一著「周防大島を中心とした海の生活誌」
（未来社）鯨の話
おおけえことのいいやいごをしょうやあということ
でおりまが若いときニャア、まだ鯨がえっとおもって
のう。外入の沖の方を、よう潮を吹いちゃあとおりょ
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江戸時代に伊能忠敬によって作製された
周防大島と祝島付近の地図
（柳井の「しらかべ学遊館」に展示されています）
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＜連載＞魚・さかな・肴（２６）

～ モイカ ～

モイカはアオリイカと呼ばれ、防波堤などで掛ける

すが、よく掛

のが各地で流行っているようです。祝島にもやって来

かるときはそ

て掛ける人が多くなりました。

ういう潮なの

船でのイカ掛けは、祝島では10月から解禁となっ

でしょうか、

ています。夏には小さいのが祝島の波止の中を群れに

水面近くに浮

なって泳いでいるのが見えますが、解禁になる10月

いているとき

にはまずまずの大きさになり、11月にはかなり大き

もあります。

いのが掛かります。11月の終わり頃には1kgを越え

月夜で凪の時

るのが掛かることがあるようです。

は一晩中掛け

10月のはじめ、夕方

モイカ

ることができ

にイカ掛けに出て、暗

るようです。凪の月夜

くなっての帰りに、船

の晩のモイカ掛けは、

が水面を切ると夜光虫

少し風流な感じもしま

が青白く光ります。

す。

モイカを引っ掛ける

モイカは刺身でも、

部分は、漁具店で餌木
と呼ばれ売られています

木村 力

干しても、焼いても煮
夜光虫の光

ても旨いイカです。友

が、祝島ではイカガタ

人は塩とバターで炒め

と言い、以前は桐の木

るのがいいと言ってい

で作られていました。

ます。刺身ではぬるぬ

私の祖父が作ったイカ

る感のあるイカです。

ガタが出てきたので数

雨の少ない夏を過ご

秋の風物詩・モイカ干し

回試してみましたが、

した方が、モイカの掛かりがいいと祝島では言われて

まだ掛けていません。

います。今年はそれが当たった年ではないかと思いま

モイカは底すれすれ
がよく掛かるようで

す。中波止で艫（とも）の黒い船をよく見かけまし
イカガタ

た。

橋部 好明

＜連載＞花*花クイズ（２６）
前回の花・花クイ
ズの答えは、タカサ
ゴユリでした。

さて、今月の花の名は？
実のなる時期が名の由来と言われています。花は夏
に咲くという。

台湾の原産で、我
が国へは1924年に
導入されました。
テッポウユリと交
配して、シンテッポ
ウユリとして、清楚な白が高い評価を受けていました
が、種子の発芽から6ヶ月程で開花するため、ここ近
年は各地で野生化して道端や堤防、高速道路の法面な
どで繁殖しています。
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会員リレーコラム（２7）

～ 岩本 元志 さん ～

このコーナーは「祝島ネット21」の会員の皆さん

先日、太閤道（豊臣秀吉が明智光秀を撃つため通った

に、自己紹介を兼ねて簡単なコラムを書いていただく

山道）を通ったとき、
「アケブ」がないか探しながら

コーナーです。第27回目は、祝島出身で現在は大阪

歩きましたがダメですね。見つかりませんでした。

府にお住まいの岩本元志さんに登場していただきまし
た。

森林浴をしていると、昔、北野の山まで手伝いによ
く行っていたのを思い出します。あるとき、親父から
専用の「おいこ」を作ってもらった時、一人前になっ
た様で嬉しかったのを覚えています。肥後守をもらっ
た時もそうですが、父親のお古をもらった時は大人に
近づいた様で変に嬉しいですよね。今、息子に同じ様
な事が出来るかというと考えてしまいます。もっとも
それからよく手伝わされたような・・・。
話は現在に戻り、最近の原発誘致の結果は非常に残
念で仕方ありません。上関町はどこへいくのでしょう
か？

思うに、広い道路や立派な建物、これらの維持

費がかさみ、原発抜きでは何もできなくなってしまう
様な町になってしまうのでしょうか？
以前、原発のある市町村の収支を載せ、結果徐々に減

間違える人はいないと思いますが、
子供を抱いている方が筆者です。

少して行っている記事を読みました。上関町もそう
なっていくのでしょうか・・いやですね。20余年も

皆さん こんにちは。岩本元志といいます。宜しく

頑張り続けている祝島人に頭が下がります。また、誇
りにも思います。

お願いします。
私は、大阪府と京都府の府境近く、水無瀬というと

突然ですが、254,000件（10月21日 Yahoo検

ころに住み始めて、かれこれ20年以上になります。

索「祝島」でヒットした結果です）
。すごいですね。

私の第二の故郷になります。会社がこの地にあった事

ネット21に入会した当初は3桁だったような気がし

もありますが、なにより、淀川と天王山に挟まれた自

ますが。
（違っていたらごめんなさい。）國弘さんの行

然豊かな場所が気にいりました。また大阪と京都の中

動力に脱帽です。

間ということもあり周辺には史跡もたくさんありま
す。最近はメタボ解消のため、対岸の男山（岩清水八

ネット21の活動にできるだけ参加したいと思いま
すので、今後も宜しくお願いします。

幡宮）まで歩いたり、天王山へ登ったりしています。
＜岩本元志＞

小学校の卒業写真
祝島ネット２１会報 第２７号
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Let’s Learn English in Iwaishima !

岸本 智恵美

①
A lot of people came back to Iwaishima
for Kan-Mai festival in August.
８月の神舞は人がいっぱいもどって来たのや！

③

⑤

This year, Ryuuma-kun and Emoto-kun
also danced on the boat "Kaidenma".
How cute and smart they
were! We are looking
forward to next Kan-Mai.
今年は龍馬くんと江本くんも櫂
伝馬で踊ったんじゃが、う～
ら、かわいかったのや！また、
四年後が楽しみじゃあ。

She will make a movie about Kan-Mai that
has been proudly continued by the people
of Iwaishima for more than 1100 years. It
goes without saying that she reported
about the patient and determined
campaign against the Kaminoseki Nuclear
power plant and Iwaishima's sustainable
life on farming and fishing. We are sure to
live longer and continue Kan-Mai. A new
year comes soon.
神舞が1100年以上も続いて来たことやら、上関原
発に26年も反対せてきた島のことやら、農業と漁業
に根付いた持続可能な島の生活やらを撮って映画を
作るんじゃろう。わしらも長生きをせて、これから
も神舞を続けんにゃあ！また年が明けるで。

Fujinaga-san
（藤永さん）

祝島ネット２１会報 第２７号

②
Yeah, that's why
Kan-Mai is held
every four-year.
Though it's usually
a peaceful island,
it became very
crowded and the
atmosphere changed so lively and
cheerful.
それいで、４年に一回じゃけえのんたあ。いつも
は静かな島じゃが、にぎわしゅうてせえがえかっ
たのや！

A movie director whose name is
Hanabusa Aya came to make a movie
of Iwaishima. We are also looking
forward to the movie.
今年は映画を作るいうてはなぶさあやさんい
う映画監督が取材に来ちょったが、それも楽
しみじゃあ。

English leaflet about Iwaishima will
be also published from "the people of
Iwaishima's Association against the
Kaminoseki Nuclear plant". I hope
Iwaishima will be known to as many
people as possible all over the world.
祝島の英語の冊子も島民の会から出るらしい
で。祝島のことが外国の人にもできるだけいっ
ぱい知られりゃあえいが。

④

⑥

Fumi-chan
（フミちゃん）
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「松田正平アトリエ館」を訪ねて・・
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。今回はそのレポートの後半です。

柳川 優子

＜後編＞
たのです。

個展に並んでいた多くの作品はどれもとても素晴
らしいもので、感激しながら見て回ったこと。初日
のトークショーと2日目のサイン会、その両方に出

休館となっていた8月が明けて9月なかば…秋の

かけることができたこと。そして、鶴太郎さんが握

気配が漂う森の中へ、久しぶりに「松田正平アトリ

手してくださったとき、「山口県の周防灘の絵を描

エ館」を訪ねました。

いてください」と鶴太郎さんに直接お願いできたこ

アトリエ館も母屋の「茶房ひむろぎ」も、秋らし

と。

く模様替えされ、新鮮な感じ・・これが何度も来た

図録に直接「鶴」の文字を筆で書いてくださった

くなるゆえん・・管理人の関口さんのお心遣いが嬉

後、そうお願いした私に「松田正平さんの『周防

しいです。

灘』・・あの場所の写真、初めてみました！」と話
してくださった鶴太郎さん。前日、受付に託けてお

訪ねるたびに、

いた祝島のパンフレットや絵はがき、ちゃんと見て

お聞きする正平画

くださってたことがわかり、すごく嬉しかったで

伯にまつわるエピ

す。お忙しい方ですから、実現するかはわかりませ

ソードはさまざ

ん・・それでも、いつか、きっと祝島から眺める

ま・・この日は犬

『周防灘』の絵を描きたいと思ってくださると信じ

の話。

ています。

アトリエ館の入
り口の横に、大き

ひむろぎ工房

そして夏、お話のありました「松田正平展」です

く頑丈な「檻」の

が、アトリエ館より車で10分ばかり離れたところ

ような犬小屋があります。「ロク、ハチ」と書いた

の「水と彫刻の丘」にて、ただいま開催されていま

名札が下がっていて、さぞ大きな犬を飼っておられ

す。冬の訪れを感じさせる凛とした青い空と深い緑

たのかと思いきや、そういうわけではなく、飼って

の山々・・それらに囲まれた湖のほとりに建つその

いた犬が逃げ出し、里で人に噛みついたことがある

白い展示棟の美しさは、いつもよりいっそう際立っ

そうです。そうして、その犬は保健所に連れて行か

て見えました。

れてしまった・・それ以来、決して逃げださないよ
うにと、このように頑丈な犬小屋を造られたそうで
す。犬の絵もよく描かれていた画伯・・この哀しい
エピソードに、ちょっぴり胸が痛みました。

「松田正平展」としての展示会場は二部屋に分か
れていて、とても見ごたえがあります。
一部屋は、短冊色紙やはがきなどの小作品をはじ
め、画伯の愛用の品や画集、資料などが一堂に揃

また、画伯はお弟子さんをとられない、というこ

い、作品のモデルとなった埴輪のレプリカやアフリ

ともよく知られた話です。弟子になりたいと、アト

カの布なども展示され、広く明るく、ゆったりと見

リエを訪ねる方も多かったようですが、「絵は教え

てまわれるようになっています。

るものではない」とのお考えは昔から変わらず、山

画伯が学生時

口の学校で美術教師の職に就いたものの、1年で辞

代から親交の

められたというのも、そのお考えからのようです

あった藤原文夫

ね。

さんが中心とな
られて発足した

その日は、私からも少し報告がありました。実

南総郷土文化研

は、9月はじめ、千葉三越店で「片岡鶴太郎展」が

究会に画伯もま

開催されることを関口さんにお聞きして、行ってき

た、所属されて

祝島ネット２１会報 第２７号

12月24日まで開催中の松田正平展
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いたそうで、その会誌の表紙も画伯の描かれたもの

多くの松田正平ファンが大切に自宅に飾り、ふだん

でした。いろいろ説明してくださった館内係の女性

他の人の目には触れることのなかった作品が一堂に

のお父様もまた、その研究会に所属されていたそう

集まった・・松田正平さんの絵を愛し、大切にな

で、びっくり！トレードマークの丸い眼鏡をかけ、

さっている方々の想いも一緒に感じられる・・そう

下駄やサンダル履きで近所を散歩してらした話を聞

いう意味でも、とても貴重な展示会でもあると思い

き、ふと、友人が「義姉の実家には、画伯がよく碁

ます。

を打ちに来られていたらしい」と話してくれたこと
も思い出し、この土地に根付いておられたのだなぁ
と感慨深く、埴輪を見つめました。
祝島から見える海の風景と一緒に、魚の絵が飾ら
れてるのを見て・・「あ、ギザミ・・」と、思わず
声に出してしまい、係の方に笑われました。

「松田正平さんが繋げてくださったのねぇ・・こ
の人の絵には、何かを繋げていく、そういう力があ
るのよ」
関口さんの奥さまの言葉・・心に響きました。
瀬戸内の海に逢いたい・・そう思って「周防灘」

後援会の機関誌「周防灘」の表紙は、当然ながら

をもとめて訪ねたアトリエ館・・わずか半年の間

周防灘の風景・・瀬戸内の海に浮かぶ小舟など、挿

に、とてもたくさんの方と繋がることができまし

絵風のものが描かれていて、ふと遠い海を想いまし

た。前号の会報を見て、アトリエ館を訪ねてくだ

た。

さった方がいらっしゃったとも聞き、見えないご縁

もう一部屋の入り口で初めに迎えてくれるのは

も感じて嬉しかったです。

「アフリカの便り」。やわらかなピンク色や黄色で

そして、今回の原稿を書く

描かれたこの作品、何かを想像して描かれたものか

直前にアトリエ館を訪ねた

と思っていましたが、テーブルセンターのようなア

日、画伯の愛した薔薇の花

フリカの布製品を描かれたものだと知って納得。そ

が咲いているのを見て、ま

して、その横で、歓迎してくださるかのように見つ

たまた感動しました。この

めてくださっているのが、あの笑顔の「自画像」で

薔薇は「雪さん」という名

す。この壁の向こうでは、どんな絵が待っててくれ

前で、一枚一枚の花びらは

るのか・・そんなワクワクした気持ちで進むわたし

限りなく白にちかい、とて

が次に目にしたのは、画伯の奥様の絵、そして次に

も淡いピンクの薔薇でし

息子さんである孫次郎さんの絵・・画伯が大切にし

た。

ていたものの順に？と思わず微笑んでしまいまし
た。
また、少し黄ばんだ画用紙の両面に描かれたデッ
サン・・そのどちらもが見えるようにとの展示方法
には大変な工夫がみられ、準備された方々の画伯へ
のあたたかな想いを感じました。

アトリエ館に咲いていたバラ

身近にある大切なもの、自分がきれいだと思うも
の、描きたいものだけを描いてこられた画伯の想
い・・わかるような気がして、その薔薇をいつまで
も眺めていたいと思いました。
アトリエ館は、この先もずっと・・わたしにとっ
て素敵な隠れ家でありつづけることでしょう。隠れ

「松田正平～市原の光と風のなかで～」のタイト

家だけど・・みなさんもぜひご招待したいです。気

ルそのままに、明るい光の中に展示された作品の

持ちが安らぎ、ほぉ～っと、息をつけるこの空間

数々・・作品の大小にかかわらず、その一つ一つに

に・・。

惹かれます。あぁ、この作品見たことある・・そう
思って近づいてみると、どこか違う・・そう！たぶ

■松田正平アトリエ館

ん基になったデッサンは同じ・・そういうことなん

千葉県市原市鶴舞658 TEL 0436-88-2070

ですね。

◎開館：毎週土・日曜日

今回の展示作品は、個人所蔵のものが多いといい
ます。ゆえに、日頃よく見かける絵だけではなく、

祝島ネット２１会報 第２７号
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◎併設：茶房ひむろぎ、ひむろぎ工房
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＜連載＞ 先生、お元気ですか？ （第８回）

～ 繁田 育子 先生 ～

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8回目は昭和44年から3年間、祝島小学校に赴任され
た繁田（はんだ）育子先生（現在は重政育子先生）にお願いしました。
上関町内の小中学校の音楽祭に、はじめて2年生と
参加しました。朝6時過ぎの「ことしお」で上関小学
校に着きました。子どもたちはかなり船酔いをしてい
ました。それでも、頑張って、「おさるのかごや」と
「きらきらぼし」を緊張しながらもしっかりと演奏し
ました。そのとき、上関小学校の子どもたちの演奏し
た「巨人の星」が気に入って、帰校後、学級で練習に
挑戦もしました。
祝島の生活に慣れ、地域の様子も分かるようになる
と、郵便局の重村さん宅にシルクスクリーンを習いに
行ったり、石田さん宅に洋裁を習いに行ったりもしま
現在は、柳井の「しらかべ学遊館」にお勤めです

した。西寺さんや三藤さんに船釣りを体験させていた
だきました。ヤズを釣り上げたときの感激も大きかっ

昭和44年4月、新任教諭として祝島小学校に赴任する

たです。魚のさばき方も島で覚えました。カワハギの

こととなり、柳井港から「ことしお」に乗船しまし

刺身の作り方や肝の食べ方も下宿のおじさんに教えて

た。2時間かかりました。波止場には、大勢の方が迎

いただきました。給食調理員さんに教えていただい

えに来てくださっており、リヤカーで荷物を下宿（山

て、サヨリやアジの一夜干しの作り方も習得しまし

﨑さん宅）に運んでいただきました。

た。ワカメも海岸に取りに行き、干しわかめを作りま

教員生活38年を終えましたが、祝島を訪れる機会

した。手作りの飴も忘れられない味です。

がなく現在に至っていたところ、國弘秀人さん、松村
博さんのうれしい訪問を受けました。気分は、40年

次の年も2年生、3年目は1年生を担任させていただ

前に戻り、楽しいおしゃべりの時間の中でお世話に

きました。今、出会ったらわかるでしょうか。みんな

なった3年間の祝島時代を思い出しました。

不惑をこえているから楽しみ、私の頭の中では、幼い
小学生のままですから。担任が出張の時、1・2年生

祝島の石の白い塀は、とても美しく珍しくて私には

では、どちらかの教室に机といすを移動させて2学年

外国の風景のようでした。しばらくは道に迷うと波止

での授業をしました。教室はぎっしりいっぱいになり

場まで出て、目的地（家）を探したものです。

ましたが、上学年が下学年の世話をしながら上手に仲

1年目は、2年生を担任させていただきました。は
じめての対面、学級開きにどんなことを語ろう、どん

良く楽しい学習をしていたように思います。
給食は自校給食でとてもおいしかったです。昼前に

な子どもたちに出会えるのだろうと、どきどきしたこ
とを昨日のことのように思い出します。
子どもたちとよく遊びました。ある時、男の子が
「先生いいものやるから手を出して。」と言いまし
た。素直に手を出すと、手の上に載せられたのは、蛇
の赤ちゃんです。どのくらい大きな声を出したのか覚
えていません。大きな青大将をぐるぐる振り回してグ
ラウンドを追いかけられ、青くなって職員室に飛び込
んだこともありました。このいたずらっ子が誰だった
のかは思い出せないけれど、今は懐かしい思い出で
す。
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は、いいにおいが廊下から教室に流れてきました。リ

ると家で昼食をすませ、午後のプログラムの開始でし

ンゴ丸ごとのシロップ煮は、祝島だけのメニューだっ

た。児童数も多く祝島らしいプログラムがたくさんあ

たのでしょうか。

りました。

海の見える学校は最高でした。その頃は、日直や宿

持久走大会では、グラウンドを出て島のみなさんの

直もありました。土・日曜日の職員室には、教員がい

応援を受けながら、家並みの中、海岸線を走りまし

て、グラウンドでは、子どもたちが夕方遅くまで遊ん

た。教員もみんな子どもたちと一緒に走ったもので

でいました。夕方には屋上に上がって、
「ことしお」

す。

の帰ってくるのを眺めたものです。
「ことしお」に

水泳学習は、海で実施されました。校長以下全職

は、子どもたち手作りの版画カレンダーが飾られてい

員、全児童が海に入りました。大人の見学者もあって

ました。田中先生と先輩の後を継いで、低学年ながら

島ならではの授業風景でした。

全員で版画に挑戦して、カレンダーに仕上げました。

一番悲しい思い出は、2年生の夏休みに安田日吉君

「ことしお」や家庭にも飾ってもらいました。休みの

が亡くなってしまったことです。出張中の研修会会場

日に学校に来て絵を描く絵の好きな子どももいまし

に訃報の電話がありました。
「ことしお」の中で涙が

た。

止まらなかったこと、葬儀の時の様子が忘れられませ

学校への階段で立ち止まり、海から朝日が上ってい

ん。心からご冥福をお祈りしています。

く様子を眺めたり、階段に座って海に夕日が沈んで行

アルバムをめくると、机上に1年間の日記や自主学

く様子を感動して見たりしました。盆地に育った私に

習のノートを置いて写っている子どもたちの写真があ

は、山の端から上る朝日や沈む夕日とは違った太陽が

ります。すごい冊数です。よく頑張っていたんだなあ

新鮮で心を動かされたものです。

と思います。島では、夕方になると、一斉に子どもた

断水も時々ありました。手洗いや掃除用の水を階段

ちの「夕読み」の声が聞こえたものです。

下の井戸にくみに行きました。階段を何回も上がり下
りしました。人数も多かったので、バケツの底にカラ
ンをつけた吊り手水器もありました。
停電の時の授業の開始や終了の合図は、鐘を叩いて
いました。6年生が世話をしてくれていたように思い
ます。停電の時困らないように、ランプを島で購入し
ました。何回か実際に使いました。ランプの薄明かり
は、意外とお気に入りであったし、その雰囲気と時間
を楽しむこともできました。
みんなよくがんばったね

3年間、神舞には巡り合わせがありませんでした
が、島のお祭りも賑やかでした。御神輿と山車が出

次から次へととりとめもなく3年間が懐かしく思い

て、子どもたちが美しく装って山車に乗りました。三

出されます。私にとっての教員生活のスタートの地で

味線が加わりました。学校も午後はお休み、山車に乗

あり、西岡PTA会長様を始め、保護者の皆様、子ども

る子どもは、早く帰って衣装を着たり、化粧をして華

たち、そして、多くの島の皆様、先輩の先生方に、温

やかだったように思います。

かく教師としての第一歩を育てていただいたことを本

学習発表会も体育館でありました。脚本を作った

当にありがたく思い、感謝の気持ちでいっぱいです。

り、小道具を作ったり、背景を描いたり、忙しいけれ

島に住んでおられる方、島を離れられた方、それぞれ

ど楽しい時間になりました。練習にも熱が入りまし

住む場所は違っても、皆様が健康で幸せでありますよ

た。「ロバ売りの親子」
「天国の昔話」などの場面を思

うにと祈りつつ・・・

い出します。「台詞は大きな声で」
、
「動作は大きく」
が目あてだったでしょうか。
運動会は小中合同で実施、午前のプログラムが終わ
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＜連載＞ 楽団誕生物語（４） ～歌は世につれ～
歌は世につれ世は歌につれというが、歌ほど昔から

ああ

花田 惠美代 編

あの顔であの声で／手柄頼むと妻や子が／ちぎ

人の心を励ましたり泣かせたり、また癒してくれたり

れる程に振った旗／遠い雲間にまた浮かぶ

するものが他にあるだろうか。この世に生をうけて、

＊「愛国行進曲」

突然不幸な目に遭い生きる望みも何もなくし、あとは

＊「異国の丘」

もう死ぬことしか考えられなくなったような人でも、

今日も暮れゆく異国の丘に／友よ辛かろ切なかろ／我

ある１つの歌に出会ったことで勇気づけられ、その後

慢だ待ってろ／嵐が過ぎりゃ／帰る日も来る春が来る

の人生を見事に生き抜いたという話も実際に数多く耳

＊「同期の桜」

にすることである。

貴様と俺とは同期の桜／同じ兵学校の庭に咲く／咲い

そこで、今回は日露戦争から、日中戦争、太平洋戦

た花なら散るのは覚悟／みごと散りましょ国のため」

争終結までのきな臭い時代に、国民に特に愛唱された

＊「誰か故郷を思わざる」

歌を紹介したい。戦時中の歌であるためロマンチック

花摘む野辺に日は落ちて／みんなで肩を組みながら／

な歌やエレジーは少ない。緊張した気分を作り出し、

唄をうたった帰りみち／幼馴染のあの友この友／ああ

国民の士気高揚を目的とした歌がほとんどと言える。

ああ

誰か故郷を想わざる

＊「ラバウル小唄」
◎日露戦争（日本とロシアが満州や朝鮮に覇権を求め

さらばラバウルよまた来るまでは／しばし別れの涙が

た戦争）時代

にじむ／恋し懐かしあの島見れば／椰子の葉かげに十

＊「日本海海戦のうた」

字星

東郷平八郎元帥が率いる日本艦隊とロシアのバルチッ

＊「明日はお発ちか」
「愛国行進曲」
「上海だより」「進

ク大艦隊が日本海で戦い、日本海軍が快勝したときの

め一億火の玉だ」「南京だより」「日本陸軍の歌」
「爆弾

歌である。

三勇士」
「父よ、あなたは強かった」
「日の丸行進曲」

＊「水師営の会見」

「兵隊さんよ、ありがとう」
「道は六百八十里」「露営

旅(りょ)順(じゅん)開城(かいじょう) 約成(な)りて／

の歌」「梅と兵隊」「麦と兵隊」「太平洋行進曲」「月月

敵の将軍 ステッセル／乃木大将と会見の／所はいず

火水木金金」「若鷲の歌」「ラバウル航空隊」「愛機南へ

こ

飛ぶ」

水師営
ここに出てくる乃木大将は旅順の二○三高地でロシ

北は満州から始まり、北中国、中央中国、南中国、

アの大軍を打ち破り軍神としてあがめられたが、その

東南アジア、ハワイ真珠湾と戦場は移行し、ついに昭

戦いにはあまりにも多くの若者を犠牲にした。明治天

和20年８月15日の玉音放送で戦争終結となった。

皇崩御の際殉死したのは有名な話。
＊「軍艦マーチ」

◎終戦後

守るも攻むるもくろがねの・・・という、パチンコ屋

＊「かえり船」 これは外地から帰ってくる復員船のこ

の開店音楽としてよく使われる曲であるが、元は小学

とを歌った歌である。

唱歌だった。

波の背の背に／揺られて揺れて／月の潮路のかえり

＊「戦友」

船／霞む故国よ小島の沖じゃ／夢もわびしくよみがえ

ここはお国を何百里／離れて遠き満州の／赤い夕日

る

に照らされて／友は野末の石の下

＊「岸壁の母」

＊その他、「ハバロフスク小唄」「モンテンルパの夜は

母は来ました今日も来た／この岸壁に今日も来た／届

更けて」
「満州娘」
「雪の進軍」
「勇敢なる水平」など。

かぬ願いと知りながら／もしやもしやに もしやもし
やに／ひかされて

◎日中戦争

戦場に送った一人息子が戦の帰還を信じて何年も舞

＊「出征兵士を送る歌」会報第25号参照

鶴の港へ迎えに出ていた母の姿を唄ったもので実話に

＊「暁に祈る」

基づいた歌である。昭和29年菊池章子が歌って大ヒッ

祝島ネット２１会報 第２７号
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ト、のち昭和47年には二葉百合子の歌でこれも大ヒッ

こうして戦後食べ物のない日本に人が急増し苦難の

トした。戦後60何年たっても、同じ境遇にあった親た

時がやってきたが、やがて、今度は復興の歌がたくさ

ちはこの歌を聴くと涙することであろう。

ん出てくるのである。

＊「九段の母」

次回は戦後の祝島の様子を書いていくことにする。

上野の駅から九段まで／勝手知らないじれったさ／
杖をたよりに一日

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

がかり／せがれき

ここに挙げられた歌の数々を見ると、本文中にある

たぞや 会いにき

ように、やはり「歌は世につれ・・・」ということを

た

改めて感じます。そして、若いころに体にしみついた
この歌も、年老

歌はいつまでも心に残るものだということも。

いた母親が、戦死

1960年代、実家で桜楽団のメンバーの一部が集ま

して靖国神社にま

り宴会をしたときの様子がテープに吹き込まれて残っ

つられた息子のお
参りに田舎から出

ていました。その歌を聞くと、今回ここに挙げられた
東京・九段にある靖国神社

てきた情景を歌ったものである。
戦時中の歌はまだまだきりなくあるが、この辺にと
どめることにしよう。

歌ばかり。きっと戦後の祝島でもこれらの歌が盛んに
歌われていたのでしょう。
今回原稿のことでエベス若大将に大変お世話になり
ました。ありがとうございました（花田）

第２回祝島フォトコンテスト審査評
「第2回祝島フォトコンテスト」には160点もの応
募がありました。その内、
『神舞』の部門には73点、
『自由作品』の部門には87点と、全国から多数の応募

その他にもすばらしい作品ばかりで、審査する方と
致しましても大変勉強になりました。
次回、また多くの作品が出品されることを期待し

がありました。2回目にかかわらずこれほど多くの作

て、簡単ではございますが講評に代えさせていただき

品が寄せられたことに対しまして審査員を代表して厚

ます。

く御礼申し上げます。

（審査員代表 岩谷昇平）

さて、
『神舞』の部門の金賞に選ばれました佐藤晶子
様の「待ってろよ！」は、一瞬、船に乗り沖から島の
方を向いて撮影したのかなと見間違うほどに、祝島の
町並みをバックに今から入船神事のために入港する直
前の櫂伝馬を天候の悪い中、良く捉えていると思いま
す。今までになかった光景で新鮮味を感じました。波
止の先端から撮られたものと思いますが、祝島の光景
がよく出ている大変良い作品だと思います。
『自由作品』部門の金賞に選ばれました生田利秋様
の「学校への道」は小雨の降る中、小学生が通学する
光景を広角レンズをうまく使い、迫力のある写真に仕
上げています。色もシンプルなのがいいですね。全体
に白と黒の色合いの中に子供たちが持つ黄色い傘が大
変良く映えています。作者の祝島に対する熱意、想い
が伝わってくるようなすばらしい作品です。

祝島ネット２１会報 第２７号

受賞作品は「祝島郵便局」と氏本さんの
「練塀蔵」に展示させていただきました
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お知らせ ＆ 募集
■2009年版祝島カレンダーが完成しました
祝島ネット21で毎年製作している祝島カレンダー、2009年版が完成しました。
今回は「万葉の島 祝島」というテーマでB2サイズの大判カレンダーを製作しました。
会員の皆様にはすでにお送りさせていただいておりますが、追加で欲しい方がいらっ
しゃいましたら、事務局までご連絡ください。
また、祝島の各家庭には、祝島自治会を通して1枚ずつ無料配布させていただきました。

■「島の宝100景」に応募しよう！
国土交通省 都市・地域整備局が主催で、「島の宝100景」を募集しています。
応募の締め切りは2009年1月15日まで。どなたでも応募できますので、ぜひあなたが
考える“祝島の宝”を応募してみませんか？
このチャンスを利用して、祝島の魅力をもっともっと全国に発信していきましょう！

2009年版祝島カレンダー

◎募集内容
「島の暮らしや人々の営みがわかり、『島の宝』として次世代に引き継いでいきたい、活かしていきたい景観」を対象と
します。例として、以下のような景観、または、それらが複合的に見られる景観が考えられます。
1. 人々の営みとともに守られている自然の景観
2. 島の歴史や伝統文化を反映した景観
3. 漁業・農業をはじめ島の産業に関連した景観
4. 街並みや集落、日常の営みなど島の暮らしが伝わる景観
5. 地域の活動など島の新しい文化が息づく景観
※詳しくは、国土交通省の「島の宝100景」のWebページ等をご覧ください。
http://www.mlit.go.jp/crd/chirit/h20shimanotakara100kei.html

編集後記
「先生お元気ですか？」のコーナーが始まってから、何人ものかつての恩師にお会いすることができました。今回
は小学2年生の時の担任の繁田先生（その後ご結婚されて現在は重政先生）に原稿をお願いしました。最初に電話で
お話した時には、「あれから一度も祝島に行く機会がないし、もう忘れたなぁ・・」とおっしゃってましたが、同級
生の松村博と一緒に会いに行ったら、さすが先生、当時の話が次から次へと出てきて、とても懐かしく楽しい時間を
過ごすことができました。会報を作るために当時の写真を貼ったアルバムを先生からお借りして、ページをめくって
みると、かわいらしい子供時代の自分たちがあちこちに登場してきて、おかしくて笑い転げました。先生は昨年の4
月から、柳井の白壁通りにある「しらかべ学遊館」に週に3回ほど出勤されているとのことですので、柳井に行った
時には、ぜひ訪ねて行ってみて下さい。その「しらかべ学遊館」には伊能図が展示されています。江戸時代に伊能忠
敬が作成した日本地図の、柳井近辺の当時の地図が展示されているのですが、これを見ると、祝島（当時は岩見島と
呼ばれていた）の形は現在の地図とほとんど同じで、測量技術の高さに驚きます。こちらも必見です！
さて、次号は来年2月末…か3月初め(^_^;)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/
伊能図に描かれた祝島（岩見島）

