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 朝日新聞社と森林文化協会が主催し、映画監督の山田洋次さんらが選定委

員を務めた「にほんの里100選」に祝島が選ばれました。人々の暮らしに

よって育まれたすこやかで美しい里を選ぶ「にほんの里100選」。対象と

なった里は、集落とその周辺の田畑や草地、海辺や水辺、里山などの自然か

らなる地域です。応募があった2000地点以上の候補地の中から、まず

400地点に絞られ、「景観」「生物多様性」「人の営み」を基準に現地調

査したうえで、選定委員会で100選が選ばれたとのことです。1月6日付の

朝日新聞で100選に選ばれた地域が紹介されました。 

 尚、テレビ朝日で1月から毎週日曜日の18時56分～19時00分に、「に

ほんの里100選」に選ばれた各地の里を紹介する番組が始まりました。こ

の番組のWebサイト（http://www.tv-asahi.co.jp/sato100/）では祝島

は次のように紹介されています。「祝島 ～漆喰の石積み塀の家並みが海辺

に映える島～」約300世帯、530人が住む瀬戸内海の離島。海辺の石を土

で固めて漆喰を塗った「練塀（ねりへい）」の集落景観がユニーク。放棄さ

れた棚田では、エサの島内自給「放牧養豚」という全国初ともいえる試みが

行われ、肉の生産・流通も始まっている。過疎、高齢化のなか4年に1度、

大分県の国東半島から神船を迎

える「神舞（かんまい）」の大

祭を続けるなど、住民の連帯感

は強固。07年には、島の経済的

自立をめざすため、「祝島未来

航海プロジェクト」が発足。第

一次産業品や島の歴史・文化遺

産を、島民が一丸となってうま

く「売る」仕組みづくりに取り

組んでいる。   

祝島が「にほんの里１００選」に選ばれました 

 祝島物語  絵・しげむらみちこ 

新しい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 重村 雅之 

 ◎副会長 黒磯 達則 

 ◎事務局長  國弘 秀人 

 ◎会計係 重村 通子 

 ◎監査 橋部 好明、氏本 長一 

 ◎未来航海プロジェクト担当委員  國弘 公敏 

「にほんの里100選」祝島の紹介記事 



＜連載＞ 祝島の歴史を探る（２７）  ～城南高校郷土研究部の報告より～  

                                         蛭子 葉子 

 2年ほど前に当会の花田さんから「1973年度第八

回離島調査報告書 祝島」という資料を送っていただ

きました。（花田さんは重村のおじさんからもらった

そうです。）その報告書は城南高校郷土研究部が

1973年7月末から8月の初めの5日間祝島で調査を

行ったもので、地質・気候・植物・産業・歴史・方

言・環境・集落・住居・医療・制度・教育等に分けて

簡潔にまとめられています。今回からこの報告書をた

よりに「祝島」について考察していきたいと思いま

す。 

 今回は報告書で一番印象に残った学生さんが書かれ

た文章を紹介します。ホームページやブログで個人の

想いが簡単に伝わる時代になりましたが、何十年か

たって、突然このような文章に出会うというのは何か

別の感動があります。 

       ◇   ◇   ◇ 

 「祝島の思い出」 城南高校 郷土研究部 

               2年 中村真一郎 

 僕たちは船の甲板から激しく上下する堤防にとびお

りた。その日は波が荒く、僕の靴もリュックも波をか

ぶっている。手ぬぐいはもう潮の臭いがする。堤防か

らまだ船の中にいる女子をふり返ってみると、彼女た

ちの申し合わせたような大きな白い帽子が、まるで調

査に臨む自分たちの心を表しているようでたのしかっ

た。 

 僕らの泊まる公民館は波止場のすぐそばにあった。

それはカラーテレビやステレオまであり、このなつか

しの文明の利器に僕は多少、がっかりさせられた。一

年どもがどう感じたは知らない。青い畳に座りこんで

もういじくっている。 

 女子が夕食のしたくをしている間に校庭に登った。 

山の中腹の真っ白な校舎は船の上からもよく見えた。

途中の家々はみな軒ほどもあるネリベイに囲まれてい

る。その間に敷き詰められた琉球風な石畳を歩いてい

ると、異国の情緒というよりは潮と干魚のにおいがす

る漁師町に僕は郷愁のようなものを感じた。すっかり

日の暮れた校庭からは夜の港が一望できた。もう、一

つ二つ漁火がともっている。きれいだ。 

 その日は何を血迷ったかみんなおとなしく寝た。 

僕は毎晩おとなしく寝たのだが、毎朝港中に響き渡る

ラジオ体操に起こされ続けた。 

 翌朝、我が自然班はすてきな弁当を持って、8時頃

にはもう山をめざして歩いていた。けれど専門家もい

ないので30分も進むと、どこをめざして歩いているの

かわからなくなる。上に続く道を片っぱしから登る

と、かたっぱしからミカン畑で行きどまる。やっと見

晴らしのいい場所に出たら下方に堤がみえた。僕らは

急に山登りをやめて堤へと下った。気まぐれが一番楽

しいのである。それだけに失敗も多い。その日は二

人、繁みにころがり落ちた。気まぐれ班はその日の昼

近くには三浦で泳いだ。山頂はずーと、上の方にあ

る。 

 翌日は先生と一緒にこんなことを繰り返し、昼頃に

は、やはり三浦にすわりこんでいた。船がつかないこ

の入り江は僕のお気に入りの場所だった。スズメおど

しのガス銃が入り江に響き渡る、と、その後にはいっ

そうの静けさがかえってくる。堤防では弁当を開いて

幸福感に浸った。三浦から少し足をのばすと小島が見

える。小島は男性的だ。泳ぎわたろうとしたが失敗し

た。またここではロッククライミングをも試みた。も

ちろん、失敗した。 

 夕食までは、よく港をぶらついた。僕はこの島特産

のムシパンが気にいって、何回か堤防にすわって食べ

た。船大工さんの小屋から船がでていく音がする。

ジャリ山のそばには顔見知りになった工事屋さんが一

服している。しばらくすると、子供たちのはしゃいだ

声が聞こえてきた。島の子が海水浴から帰ってきたよ

うだ。その真っ黒な顔と純真な笑い声がとても印象的
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三浦湾から小島に向かう 



だった。 

 島ではいろんな機会に人々の好意を受けた。そんな

時、今まで失っていたものにめぐりあったような気が

して、たまらなくうれしくなる。民家を訪問した班の

人などは、いろんなものをごちそうになったことを吹

聴して、さんざん僕たちをうらやましがらせた。 

 活動の後の夕食は実にうまかった。が、食卓まで飛

び回るアブには、だいぶ閉口した。夜は自由時間だ。

僕は、発作的に島の中をマラソンした晩もあったが、

たいていは堤防に座って海を見ていた。ふっと空を見

上げると、こぼれ落ちてきそうな星のひとつひとつが

まるで宝石のようにまたたいている。「天の川だ！」

その美しさに見とれていると、横でものの情緒を解さ

ぬ一年どもが、ポンポンと花火を打ち上げ始めた。き

れいな光が、上がっては海に消えてゆく。僕は毎晩、

港にでるたびに、手持ちの花火が少なくなっていくよ

うな、そんな気持ちにかられてとてもさびしかった。

そんなおり、一年がみんなから金を集めて花火を買い

にいくようすに、なにかしらおかしさを感じた。 

 島にお別れをつげる夜も漁火はともっていた。それ

はここを訪れた夜に、校庭からみたものよりも寂しく

光ってみえた。 

       ◇   ◇   ◇ 

 1973年夏、私たちは真っ黒に日焼けして朝から晩

まで祝島の海で長い休みを満喫していました。1971

年に建設された公民館は白亜の殿堂のように輝いてみ

えました。当時の風景と暮らしが目に浮かんできま

す。これを読んだとき、中村真一郎さんは今どうして

おられるのかとても気になりました。城南高校は福岡

にあり、偶然にも私の友人の出身校だということがわ

かりましたが、友人は同窓会にも出席していないとの

ことでその後の消息はつかめません。「探偵ナイトス

クープ」で是非探してほしいものです。 
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 ＜連載＞花*花クイズ（２７）                     橋部 好明 

 前回の花・花クイズの

答えは、ナワシロイチゴ

でした。 

 実のなる時期が名の由

来だと言われています。

牧野植物図鑑でも、花は

夏に咲き、苗代のころ実

がなるとあります。と言うことは１年かけて実が熟す

という訳です。 

 でも、祝島では５月頃に咲いています。淡紅色の五

弁の花は短く、中央の核果を抱くようにして平開しな

い。ウッカリすると蕾かと思ってしまう。六月下旬頃

から熟してくるが食べ頃は七月に入ってから。となれ 

ば、昔の苗代つくりは遅かったのかも。 

 余談ですが、シロダモは花が咲く頃、前年からの実

が赤くなる。人生いろいろ、植物も色々。 

 さて、今月の花の名は？ この花が実る秋に、山に

入ってよく探し回りました。でもやっと見つけたのに

高い所にあるので取れなくって、地団駄踏んだ想い出

も。 

夏休み・島の子供たち 
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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28回目は、祝島出身で現在は名古

屋市にお住まいの薮本恵子さんに登場していただきま

した。 

 

 はじめまして。13区（横町）出身の薮本恵子、52

歳です。 

 結婚を機に名古屋に住んで27年経ちました。名古

屋といっても私の住んでいるところはかなり田舎で、

環境的には気に入っています。春の山菜採り、初夏の

しじみ獲りなど結構楽しんでいます。健康食品を製造

販売している会社に勤めて25年になります。車通

勤、事務職という運動とは縁のない生活なので、健康

のため正月より早朝ウォーキングをはじめました。早

起きは苦手なので続くかなあと思っていましたが1ヶ

月あまりが経ち、習慣になってきました。日の出や冬

枯れの木々に新芽が付いていたりするのを見るのはか

なり気持ちの良いものですよ。深呼吸しながら歩いて

います。 

 祝島には年に3～4回帰省します。シーズンオフ

（帰省の人が少ない時期）の島はとてものんびりして

いて時間や曜日を忘れてしまうような錯覚に陥りま

す。慣れてくるとそれがとても心地良く、癒され、元

気をもらいます。四季折々の風景も子供の頃の記憶と

重なったり、新発見があったり、こんなにきれいだっ

たかなと懐かしさをもって楽しんでいます。 

 また、人の温かさにも感謝、感謝です。母がひとり

でおりますので周りの皆さんにどんなに助けられて暮

らしているかよく聞かされます。診療所に常駐のお医

者さんがいらっしゃることも大きな安心となっている

ようで、子供としても本当にありがたい事だと思って

います。できるだけ多く帰って孝行できればと思いま

す。 

 インターネットのおかげで毎日でも祝島の様子がわ

かります。運営されていらっしゃる方々、ありがとう

ございます。今後ともどうぞよろしくお願いします。 

 

                 ＜薮本恵子＞ 

写真は「なばなの里」で3年くらい前に撮ったものです。
年々アップに耐えられなくなり、 近の一人でのスナップ
写真がなかったので代用しました。 

会員リレーコラム（２８）    ～ 薮本 恵子 さん ～ 

中学校の卒業写真 



 今回は魚ではなく、肴のナマコです。ナマコは棘皮

動物で、ウニとかの仲間で、小さい骨片が体の中に散

らばっていると言うことです。 

 色合いは様々で、祝島ではクロナマコ、アオナマ

コ、アカナマコとか言い分けています。微妙に色合い

は違って無数にあるようにも思えます。磯で見かける

場所はクロが砂地、アカが岩場、アオがどちらでもと

いう感じです。漁法は漁り（イサリ）か、ナマコ漕ぎ

（底引き網）です。 

 味は寒が厳しい時期が旨いように思います。値はア

カが良いということです。 

 食べ方は、大根おろしと一緒に酢醤油です。中国料

理では干しナマコを使うと言うことで、古くから中国

へ輸出されていたそうです。古事記にも記録があるそ

うですので古くから食べられていた食材です。 

 子どもの頃は常備携帯品がナイフの「肥後守」でし

たが、磯で小さいナマコをとって腹を開けて洗って、

そのままかじっていました。 

 この3月のはじめの夕方に、磯に捕りに行ってみま

した。磯の浅いところには真冬には寄らず、2月の末

からです。暗くなり前にアカバアのタンボで見つかり

ました。 

 友達の畑で貰った大根とアカバアのタンボで貰った

ナマコで、早速酢醤油（ダイダイ酢）でいただきまし

た。 

 今回、生のナマコをマーガリンで炒めてもみまし

た。結構食べられます。水分が90パーセントと言う

ことですから、相当縮みました。 

 腸とか卵巣・精巣も珍味として扱われるようです

が、祝島ではあまり食べないようです。 
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コノワタ（腸） 

＜連載＞魚・さかな・肴（２７）  ～ ナマコ ～          木村 力  

クロとアオっぽいナマコの裏側 

コノコ（精巣・卵巣） 

 フォトコンテスト応募作品展示延長のお知らせ 

 昨年開催した第２回祝島フォトコンテストの応募作品の

展示を引き続き祝島郵便局で行うことになりました。郵便

局を利用される方が結構ご覧になっているとのことですの

で、今後も写真を入れ替えながら展示を続けさせていただ

くことになりました。 

 祝島郵便局をご利用の際はぜひご観賞ください。また、

お知り合いの方にもご案内いただければと思います。 

クロナマコ系 アカナマコ 



 『祝島讃歌』でデビューされた祝島出身の歌手・瀬戸

こうじさんから、故郷・祝島に対する想いを寄稿してい

ただきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 昭和41年3月21日、澄みきった空だった。しか

し、私の心は複雑だった。東京へと職を求めての船

出に、生身を引き裂かれる思いで、紙テープを握り

締め、祝島を後にした15歳の春だった。 

 両親の写真を胸に、友の手紙を腕に抱き、枕をぬ

らした夜が続いた。いつ里帰りができるのか、それ

だけを夢に歯を食いしばり寂しさと戦った。 

 

 夜学にも慣れ、友人もでき、仕事にも慣れ、先輩

にも恵まれ、いつの日か故郷は「遠くにありて思う

もの」に変わって行った。両親が9年前、7年前と

続いて他界した。

と、同時に自分の

戻 る べ き 場 所 を

失った気がした。 

 

 ある詩が手元に

届いた。読み終え

たとき、熱いもの

が こ み 上 げ て 来

た。そして「私の

故 郷 は こ こ に あ

る。」と、確信で

きた。祝島讃歌と

の出会いだった。 

 

 平成20年夏、神舞の年だった。私は”瀬戸こう

じ”として祝島に上陸した。故郷のためになればと

思って作り上げた歌、祝島讃歌を携えて。 

 8月17日のステージ。島は瀬戸こうじを喜んで迎

えてくれるのだろうか。不安だった。自己満足で終

わるのではないだろうかと。 

 

 生家から、神舞の舞台まで、10分ほどの道の

り。「あー、正坊、今日は楽しみにしちょるで」

「おーっ、歌手や！ 頑張って唄おてくれませぇ」

数歩進むと皺の寄った潮の匂いの染み込んだ手が伸

びてくる。満面の笑みを浮かべて。神舞の舞台まで

40分の道のりだった。島の皆が喜んでくれてい

る。溢れる思いを拳に閉じ込めマイクを握り締め

る。「俺は歌手だ、いい舞台を勤めなければ。親父

お袋、頼むよ。」天を仰ぎ舞台へ一歩を踏み出し

た。 

 

 40年前の悲しみの紙テープは、今、祝島とを結

ぶ喜びのテープに換わった。 

 わが故郷はここにあり、祝島よ悠久であれ。 

 

 祝島のためにご尽力なさっています皆様の一端に

加えて頂ければ幸いです。遠く離れた東京での活動

ですが、ひとりでも多くの方に祝島を知っていただ

けるように、これからも頑張って歌い続けます。 

 

  瀬戸こうじ（河下正信）   

  office 瀬戸    

   東京都江戸川区西瑞江5-20-17 

     090-3080-3080 
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＜特別寄稿＞祝島に想いをよせて      歌手 瀬戸こうじ (河下正信) 

瀬戸こうじさん 

就職で島を離れる若者をたくさん
の島民が紙テープで見送った 神舞の舞台で 



祝島ネット２１会報 第２８号 Page 7 

Let’s Learn English in Iwaishima !       岸本 智恵美 
  

① 

② 

③ 

④ 

This is the best season to harvest hijiki
(Sargassum fusiformis) in Iwaishima. 
They are so delicious and the quality is 
so high that many people want to buy 
them.  

 
今、ひじきの時期じゃが、祝島のひじきは品(しな)

がえいし、うまあけえ、みなほしがるんじゃあ。 

I know, but selling them commercially 
takes a lot of time and effort. 
Women in Iwaishima are very busy but 
they find the time to cut hijiki off the 
seabed, boil them in big pan, dry them in 
the fresh air, and then store them in 
plastic bags. There are daily orders for 
hijiki which need to be met.   
 
それじゃが、商品にせて売るには時間と労力がい

るんで。海でひじきを切って、大鍋でゆがあて、

きれいに乾かして、袋に詰めるどて、おばさんら

は毎日忙しいんじゃが、それでも注文に追いつか

んので。 

Loquat-leaf tea is also very popular 
among people who are interested in 
pursuing healthy diets. It is scientifically 
proved to be health beneficial. It is also 
one of the main products of Iwaishima, 
so women are again pushed to work to 
meet orders for it.  
 
びわ茶もまた健康に関心のある人に人気があるん

じゃあ。びわ茶が健康にえい言うて科学的にも証

明されちょるし、これも祝島の特産品のひとつ

じゃけえ、注文に応えるのに追われるんじゃあ。 

I think Iwaishima is like a treasure 
island. Wherever you walk, you can 
find a rich array of interesting and 
valuable natural treasures. 
 
祝島は本当に宝の島ですね。 

どこを歩いても、自然の中に貴重なものを

見つけられる！ 

Fumi-chan 
（フミちゃん） 

Toju-saa 

Hashibe-san 

Dennis 

（藤樹さあ） 

（橋部さん） 

（デニス） 



 ＜連載＞ 先生、お元気ですか？ （第９回）   ～ 田中 康雄 先生（１） ～ 

 田中先生は現在、光市塩田のご自宅にお住まいで、

祝島中におられる当時から週末にはご自宅に帰られて

コツコツと山を整地し、ツツジを植えてこられたそう

で、現在は見事なツツジ園が出来上がっています。今

回の対談は、そのツツジ園の前から始まりました。 

 

 英 この石垣は全部先生が積んだんですか。 

 田中 そりゃあそう。誰もやり手はない。 

 英 祝島の石垣をまねしたんですか？（笑） 

 田中 それもないとは言わんのう。問題はな、こ

れ。四角いブロックが積んじょるじゃろう。土曜日に

帰ってな、こういう平地に柵をこうやっての、セメン

トをこうしちゃぁ、その上に石をこう置いて、１週間

経ったら固うなっちょる。ほぃでそれを持って行っ

ちゃぁこう作ったんよ。 

 英 ここらは、でもブロックじゃなくて石。 

 田中 この方が恰好がええけえなぁ。この石はよう

持ち上がったと思う。 

 英 すごいですねぇ。島で教師をやる合間にこうい

うことをしちょったとは（笑）。今まで知らない田中

先生の姿が・・。 

 田中 祝島の家はのう、ケヤキで出来ちょるぃの。

廊下なんかがな。 

 英 そうなんじゃあ。（笑） 

 田中 気がつかんじゃろう。ケヤキいうのは日本の

材木では 高級。祝島はそれがいっぱいでビックリし

た。それで、ケヤキとモミジを植えたんよ。ほぃやけ

ど大きゅうならんでのう。それでの、目が黒いうちに

は見られんのう、いうてな（笑）。 

 英 ケヤキで家を建てるんですか、先生（笑）。 

 田中 ケヤキは日本 高の木やからの、100年、

200年は…。 

 英 この丸いのは何ですか。 

 田中 ツツジよ。 

 英 えっ、じゃ、これが全部咲くんですね。わっ、

そのときに来たかった～。 

 田中 まぁ連休前後じゃないかなぁ。 

 英 じゃぁ見に来ないといけんですね。そのときに

来たらすごいでしょうね。じゃぁ、ここ、名所になっ

ているんじゃないですか。わぁ～、すごい。 

 田中 ツツジっていうのは個性的なんよ。全部大き

さが違うし形も違うじゃろう。ほんとに、みんな違っ

てみんないいんだよ。一つずつがかわいい、教え子の

ような感じの。 

 秀 剪定するときは、 初からこういう形に刈っ

ちゃろういうんじゃなくて、枝とか見てそれに合わせ

て刈る…。 

 田中 そうそう。それで一つひとつ剪定するんぞ。 

 英 先生がしてるんでしょう？ 

 田中 だれも仕手がおらん。（笑） 

 英 すごい、でも大変な作業ですよ。それで先生お

元気なんじゃないですか。 

 田中 77じゃからのう。 

 英 喜寿ですね。 

 田中 喜寿かなにか知らんがのう…。（笑） 

 英 喜寿です！ 

 

 …と、話は尽きないのですが、ひとまず木の話はこ

のくらいにして、ご自宅の中に場所を移して、話を続

けました。 
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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９回目は昭和4９年から3年間、祝島中学校に赴任され

た田中康雄先生にお願いしました。 

 今回は田中先生からの発案で、初めて対談形式での記事を試みてみました。インタビュアーは祝島ネット21会

員で祝島中時代の田中先生の教え子・津野崎英子さんにお願いしました。 

田中康雄先生と津野崎英子さん。 
先生ご自慢のツツジ園の前で。 
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 英 でも、お元気そうで何より。 

 田中 ほんと、女性で来たのは君がナンバーワン

じゃけぇの、初めてじゃけぇのう。（笑） 

 英 光栄です。 

 田中 それでのう、僕、現職のとき大向（おおむか

い）小学校におったんよ。 

 秀 大向いうのはどこですか。 

 田中 徳山。そのときに何に書いたかは覚えてない

んじゃが、「祝島に教育の原点があった」という内容

のことを書いたんよ。それを薬師がおったろう？ 

 英 はい、健太郎？ 

 田中 そうそう、健太郎。あれが見たらしいん

じゃ。それじゃけぇ、広報か何かで見たんじゃろうと

思うんじゃ。それで、「先生、祝島のことをほめてく

れてありがとう」言うてわざわざ学校まで来てくれた

んよ。 

 英 え～っ！今、薬師は徳山におる。 

 田中 うん。ほれでうちにも来たことがあるんよ。

それがうちに来た男性のナンバーワン（笑）。 

 英 それ、見たかったねぇ、祝島の、書いたのがど

んなんか。 

 田中 それが、物の整理整頓が悪い男でなぁ…

（笑）。全然ないんよ。 

 

 英 先生、祝島に何年いたんですか？ 

 田中 3年やな。 

 秀 えーと、何年のとき担任やったかねぇ。 

 英 うちらは3年。2年のときも担任じゃったよう

な気がする。 

 田中 まぁちっちゃな学校じゃからなぁ。 

 英 初めて来たときは、でもビックリしたんじゃな

いですか。 

    

 田中 いやいや、そりゃ行くときは大変じゃったけ

どな。祝島で一番何が印象に残ってるかというと、

やっぱり別れるときの、あのなぁ、テープなぁ。 

 秀 紙テープがねぇ。 

 田中 オバマ大統領級で（笑）。そうぃてね、職員

住宅から浜まで200～300ｍあるじゃろう。 

 英 ありますね。 

 田中 あれをバケツリレーで荷物を運んでもらうん

だからなぁ。 

 秀 あっ、そういうやり方だったんじゃぁ。（笑） 

 田中 そうよそうよ。そうぃて島の人がほとんど出

て、これでなぁ。ありゃぁちょっと…。 

 それで、僕はそれにプラスアルファがあるんよ。前

の日にアマチュアカメラマンの、柳井の人じゃけれど

も皿田という人が前の晩から泊まって、僕の家族に密

着して写真を撮ったんよ。 

 英 「祝島を離れる日」みたいな感じでですか。 

 田中 うん。それが毎日新聞じゃったと思うけど

な、金賞に輝いたんよ！ 

 秀 ほーっ。 

 田中 あの写真がないんよ！（大笑）どっかに

なぁ…。 

 英 先生、大切なものがもう二つもないですよ。

（笑） 

 田中 金賞やけぇのう、やけ、二重の喜びかのう。 

  

 田中 それとのう、もう一つ祝島でうれしかったこ

とは、高校へ君ら全員が合格したじゃろうが。落ちた

もんはおらだったじゃろう。 

 英 そうですね。私らの時は就職が２人だったんで

す。あとはみんな高校。 

 田中 それでなぁ、長いこと教師やるけどもよ、だ

れか必ず落とすんよ。今まで全員合格したのは祝島だ

け。そら、やっぱり教師としてものすごぅうれしいん

よ。 

 英 先生によくしかられてましたよ。紙をこう丸め

てからね、「ここは勉強が足りないんだ～！」とか言

われて。（笑） 

 

 …ということで、3人で大笑いしながら話はまだま

だ続くのですが、話を2ページにまとめきれませんで

したので、この続編はまた次号に掲載させていただき

ます。 

 

※田中…田中先生、英…津野崎英子、秀…國弘秀人 
祝島中時代の田中先生（中央） 
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＜連載＞ 楽団誕生物語（５） ～閑話休題～      花田 惠美代 編 

 前回は太平洋戦争を挟んだ戦前・戦中・戦後、日本

国内ではやっていた歌の紹介をしました。そして、今

回は戦後すぐの祝島の状況を詳しく語ってもらうつも

りでしたが、あいにくいつもの語り手が所在不明で

す。 

 そこで、今回祝島の懐かしい先生を紹介するコー

ナーでちょうど楽団の話も出てきたので、その再現と

あわせ、楽団隆盛時のエピソードをご紹介したいと思

います。 

 まずは、田中先生と秀人氏・英子さんの話から。 

 

 秀 昔は、石丸先生がよう音楽の時間に昔話をせよ

うったんじゃが、「昔は祝島の中で楽団いうのがあっ

た」いうて。今でいうバンドですよね。  

 田中 うん、彼は音楽センスがあった。 

 秀 それが何個もあって、それの競い合いみたいな

形じゃったいうて。大洋館いう劇場があったらしい。 

 英 あったんよ。うちの母は歌手じゃったらしい

よ。 

 秀 どこそこのあれが出るけぇ見に行こういうてみ

んなで、ものすごい人気があるのがあったらしいんで

すよ。 

 英 それでね、人に服を借り歩くんて（笑）。服を借

りたり、それで上関の方に歌を歌いに行ったりとか

あったらしい。みんなギターとかエレキとか、やるの

がすごいうまいいうて聞いたことがある。 

 じゃけぇ、それが島の中の娯楽だったんですよね。 

 秀 若いのがおいかったらやっぱり娯楽がない

と…。それで自分たちがやったんでしょうね。 

 田中 夜這いいうのもそういう観点からとらえて

いったらええんかなぁ。 

 英 夜這いはそうですね。若い人らが集まって。 

 田中 そりゃあ僕がおるときじゃったかのう。名前

は忘れたけども、先生が夜這いかけられたちゅうん

で、おやじさんが校長室ぃ怒鳴り込うできちゃったの

を僕は覚えちょる（笑）。 

 英 昔は激しかったけぇ（笑）。 

 秀 仕掛けて行きよぅる（笑）。 

 英 「仕掛ける」とかよう言いようったね、そう言

えばね。そういう言葉があったよね。 

 田中 そうしたらあれもそういう一環じゃろう

なぁ。 

 秀 昔は何か芸ができんにゃあもてんかったらしい

ね。じゃけぇみんな字が上手じゃったり歌が上手

じゃったり、いろんなものを自分の得意技を磨きよ

うったとかいうて重村さんが言いようった。 

 

 話変わって、戦後すぐの楽団の一つ、つばめ楽団の

スター歌手・高岡さんが祝島にいらっしゃるというこ

とを聞いて、エベの若大将に話を聞いてもらったこと

がありました。そうしたら、当時町内のあちこちから

声がかかって演奏に行ったり、レコードも１枚作った

ということでした。 

 そのレコードを今でも手元にお持ちなのか、そして

またそのレコードがどういう内容のものか知りたくて

ご本人に電話してみました。 

 そうすると残念なことに、祝島に帰って、あの人か

らこの人と聞いてもらっているうちにどこへ行ったも

のやら、今は手元にないそうです。つばめ楽団で一緒

にやっていたのは、島の人たちのほかに、学校の先生

も出たり入ったりしておられたそうですが、今ではつ

ばめ楽団のメンバーは島には高岡さんだけなんだそう

です。 

 何年か前までは家に大勢集まってカラオケ大会を

しょちゅうやっちょったが、もう年とってカラオケも

歌わんようになった、とおっしゃいますが、だれに聞

いても、高岡さんの歌には聴き惚れたという、その歌

声を聞くことができないというのは何とも残念なこと

です。 

 その幻のレコード、どこからかひょっこり出てきて

くれないものでしょうか。  

これは「流星楽団」の写真 
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 アースデイ東京・祝島ブース出店のお知らせとお手伝い募集 

 会員の柳川優子さんが中心になって、今年もアー

スデイ東京に祝島ブースを出店されます。祝島ネッ

ト21でもこれを応援したいと思います。関東地方に

お住まいの祝島出身者をはじめ、お知り合いにも声

をかけて、ぜひ祝島ブースをお訪ねください！ 

 

  地球のことを考えて行動する日 

    ＜アースデイ東京・祝島ブース＞ 

～東京の真ん中にふるさとの風が通りぬける 

              ・祝島への想い～ 

出展名：「はっぴ－あいらんど祝島」 

日時：4月18日（土）・19日（日）10:00～17:00 

場所：代々木公園イベント広場・ケヤキ並木 

  ＜お手伝い募集＞ 

 準備・片づけ、または開催中、会場でのお店番・

島のお話をしてくださる方、盛り上げてくださる方

など、広く募集しています。 

 下記時間内、ほんの一時でも構いません…よろし

くお願いします。 

 4月17日 14:00～18:00 前日準備 

  18日 10:00～17:00 ブース内でのお手伝い 

  19日 10:00～17:00 ブース内でのお手伝い 

      17:00～     片付け 

 

※お手伝いしていただける方は、事務局の國弘まで

ご連絡ください。（TEL 090-8069-5066） 

 祝島ネット２１会員アンケートより（１） 

 祝島ネット21では1月～2月にかけて、会員の皆様

にアンケートを行いました。今回から数回に分け

て、お寄せいただいたご意見の一部を、ここで紹介

したいと思います。 

 

◎会報「いわいしま通信」について 

●島の人の昔話など、聞き書きでも連載できるとい

いと思います。 

●冊子にして（本にして）販売する、というのはど

うでしょうか？ 

●人事通信等、広報的な事が載せてもらえるとあり

がたいのですが。 

●会員リレーコラムや先生のなつかしいページなど

楽しみです。 

●特産品情報や通販情報とかあると嬉しいです。 

●会員からの寄稿により益々充実されなければと思

います。私自身も頑張って寄稿したいと思ってま

す。反省しきりです。 

 

◎島外でのイベントにも祝島ネット21として協力し

ていくことについて 

●積極的に祝島応援団としてかかわってほしいと思

います。 

●自分で立ち上げて積極的に参加する余力はないの

ですが、こういうイベントにネット21として参加す

ることは必要だと思います。全国各地で行われるこ

とには賛成です。お手伝いはしたいと思います。 

●アースデイ東京・祝島ブースをお手伝いしてみ

て、祝島だけでなく、山口県を、また自分の故郷を

なつかしむ人たちの笑顔に接することができまし

た。海の写真、山の写真、都会の中で自然あふれる

写真を見るだけでもホッとする人たちの多いことに

驚きました。山口弁で話せて喜んだ人もたくさんい

ました。会員の方で近くにいらっしゃる方には、ぜ

ひ顔を見せていただきたいと思いました。都会では

故郷の言葉で話すだけで笑顔になれる若者がたくさ

んいますよ。 

●祝島の魅力を各地でアピールされるのは良いこと

だと思います。可能な範囲であれば何でもお手伝い

したいと思います。 

●関東地方で是非お手伝いしたいです。また、友人

のイベント等で、ビデオ映像や祝島をアピールする

ものの販売（絵ハガキ等）できる材料がありました

ら、やってみたいです。 

●当地小平市でも祝島のイベントがあり、驚きまし

た！感激でした。東京在住の女性の方がお話しさ

れ、また、30名程お話を伺いました。祝島を身近に

感じました。81歳になりましたが当地（東京都内）

開催のイベントには協力しますので一声掛けてくだ

さい。 



お知らせ ＆ 募集 

新事務所のテント、こんなデザインです 

 皆さん大変お待たせしました！会報28号がようやく完成しました。今回は光市にある私の事務所の引っ越しが

ちょうど2月末から3月初めに重なってしまったため、編集作業になかなか取り掛かれず、発行が遅れに遅れてしま

いました。皆さんにご迷惑をかけ、大変申し訳ございませんでした。 

 さて、今回は田中康雄先生にインタビューさせていただき、それをもとに原稿を作るという、私としては初めての

試みを行いました。音声からの文字起こしは会員の花田さんに全部やっていただきました。大変な作業だったのでは

ないかと思います。ありがとうございました。誌面でも紹介しましたが、田中先生はご自分の山にすばらしいツツジ

園を作られています。ゴールデンウィークの頃が花の見頃とのことなので、その時期にもう一度お訪ねしようかなと

思っています。 

 『祝島讃歌』の瀬戸こうじさんからは、今回特別に寄稿していただきました。 近瀬戸さんは千葉方面のテレビや

ラジオなどに結構出演され、祝島のアピールに頑張っておられるようです。皆さんで応援していきましょう！  

 次号は5月末から6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。  

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/ 

■「お花見クルーズ」＆「第3回練塀ウォークラリー」開催のお知らせ 

 恒例の「お花見クルーズ」と「練塀ウォークラリー」を来る3月29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。 

◎春爛漫お花見クルーズ 

 「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。 

 ・日時：3月29日（日） 

    午前11:00（祝島港発）～12:00（祝島港着） 

 ・参加費：大人1000円、小学生以下500円（飲み物、おつまみ付） 

 ・申込締切：3月26日（木） ※荒天の場合は中止 

◎第3回祝島練塀ウォークラリー 

 ・日時：3月29日（日）午後13:00～16:30 

 ・参加費：大人500円、小学生以下300円 

 ・申込締切：3月23日（月） 

※問合せ・申込先はいずれの行事も國弘秀人（メール kunihiro@iwaishima.jp、電話

090-8069-5066）まで。 

※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。 

※参加費およびお弁当代は当日の受付で集めます。 

※いずれか一方の行事だけの参加も可です。 

※チラシや申込書は祝島ネット21のホームページから印刷することができます。 

                    ◎皆さんのご参加、お待ちしています！ 

昨年は雨の中のウォークラリーでした 


