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お花見クルーズ＆ウォークラリーを開催しました
春の恒例行事となった「お花見クルーズ」と「祝島練塀ウォークラリー」
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を3月29日（日）に開催しました。少し肌寒い一日でしたが、お天気の方
はまずまずでした。
お花見クルーズは定期船いわいを借り切って、祝島1周約1時間の船旅で
す。長磯から三浦湾にかけて、たくさんの山桜が咲いていて、参加者の皆さ
んは船の中からの花見を満喫されたようです。参加人数は約50名でした。
午後からは第3回祝島練塀ウォークラリー。こちらの参加者は10チーム
35名でした。今回はコース途中の課題の中に練塀パズルを取り入れてみま
した。なかなか好評だったようで、大人も子供もとても楽しめたようです。
スタッフとして協力していただいた皆さん、賞品を提供していただいた皆さ
ん、ありがとうございました。尚、ウォークラリーの様子は地元ケーブルテ
レビ（Kビジョン）で放映されました。
最後に、ウォークラリーの中の課題「練塀で一句」で、参加チームの皆さ
んが詠まれた句をいくつか紹介します。
「島道の 練塀に吹く 春風や」
「花ぐもり

練塀ごしに

「春の島 触れて感じる

瀬戸の海」
練塀に」

お花見クルーズ。新人ガイドです

いわい後部客室の参加者の皆さん

ウォークラリー。練塀パズルに挑戦中

チェックポイントでゲームを
祝島物語

絵・しげむらみちこ

＜連載＞ 祝島の歴史を探る（２８）

～城南高校郷土研究部の報告より（２）～
蛭子 葉子

前回に続き、城南高校「離島調査報告書祝島」の中
から、今では語られることが少なくなった島の伝承を
紹介します。（私が知らないだけ？）
◎霊光を放つつつじ
約百年前まで、祝島の山頂には、つつじの大樹があ
り、これが霊光を放ち、航海の吉凶禍福を祈る船の人
に方向を教えたと言う。その頃、島の有力者であった
石丸氏が、島の人に命じて、そのつつじの大樹を自分
の庭に植えさせたところ、つつじはしだいに枯れてい
き、それと同時に、石丸家も衰えていったという。宗
祇法師の歌で「岩畳む祝島なる岩つつじ

咲くとき名

のれ山ほととぎす」というのが残っている。

シトウ津付近の海岸から三浦湾を望む

今では三浦の山に通う人に聞いても「なんぼう、鶴
やろは来んで。来るような所もないしのう。」という
ことですが、この報告書に"三浦はとても静かな入り江
である。後背地にかこまれたゆるやかな斜面は唯一の

◎海賊自衛
鎌倉・室町にかけて、瀬戸内海は海賊が荒らしま

湿地帯になっている。"とあるように沼地であった三浦
に昔は鶴がきていたのかもしれません。木村先生のHP

わっていた。祝島の西方の「松地」という所に洞窟や

で島の地質図を見ると三浦湾は沖積砂層となってお

石畳があり、確かに人間が生存した形跡がある。ここ

り、島の中で唯一ゆるい地盤のようです。その三浦湾

には村上水軍の自衛のための砦があったらしい。その

の中でも小祝島にある"追田津"と対岸の祝島は"シトウ

ことが島の石柱（現、大河原・江本本家所有地）に石

津"となっている（"津"は船舶の碇舶する所）ことから

丸文字（暗号）で刻まれている。

古代にはこのあたりが船の停泊地だったのでしょう。

石丸文字があるというのは聞いたことがありますが

1回目に書いた神功皇后もここに停泊したのかもしれ

実際に見たことはありません。どなたか解読できる方

ませんね。手前勝手な思いこみで額田王の"熟田

がいたら是非ご一報を。

津"は"追田津"の間違いだったのではと想像しますと楽
しいです。それはあまりにショーヤンにしても百済救
済へ向かう斎明天皇に同行した額田王が祝島の唄を詠
んでいる可能性は高いと思います。
祝島の地名はこの会報で紹介した"赤水"や徐福に関
係あるといわれる"太平"や"赤石？"、神仏に関係す
る"院名蔵"や"神名塩"など由緒のありそうなものがた
くさんあります。小さな場所で50もの地名がついてい
ること、古い地名が残っていることも祝島の特徴のひ

断崖絶壁が続く松地付近。
このあたりに村上水軍の砦があったらしい。

とつでしょう。これからも地名については考察してい
きたいと思います。
島の伝承については、他にも綿村本家でアコウの大

◎追田津

樹の下にある桂木大明神をお守りしているという話を

小祝島の南側の場所。昔、祝島で鶴が育っていた。

重村のおじさんから聞いたことがあります。今ではそ

江戸時代には毛利公が、毎年正月の献上品として幕府

れがどういう云われなのかわからなくなってしまった

につがいを献上していたそうだ。前中納言 葉室定嗣

そうですが、慣習として受け継がれているというのも

の歌で「君が代は幾万世と住む鶴は祝島より祝ひ来つ

すごいことだと思います。

らし」というのが残っている。
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橋部 好明

＜連載＞花*花クイズ（２８）
前回の花・花クイズ
の答えは、アケビでし
た。
秋に縦に大きく裂開
するアケビの実を求め

さて、今月の花の名は？
昔は家庭の常備薬として必ずどこの家も栽培してい
ました。
また、薬草としてだけでなく、色染めにも使われ、
紅染めは特に女性の憧れの色でした。

て、山の中を捜し廻っ
た思い出があります。
平安時代には‘あけびかずら’や‘あけびづる’と
も言われましたが‘かずら’や‘づる’がなくなり
‘開け実’がアケビとなったようです。
アケビの仲間でムベという蔓性の樹木があります。
秋にはアケビに似た実がなります。実の中の果肉はア
ケビの実と同じく甘いです。
ムベは山の幸として高貴な人達の食用となりました
が、アケビは‘開け実’という欠点のため朝廷の献上
品とならなかったようです。

「島の宝１００景」に祝島の“石垣の棚田“が選ばれました！
国土交通省 都市・地域整備局が主催した、「島の宝
100景」の選考が３月に行われ、祝島の“石垣の棚

して蔦などを刈り取る作業を行い、石垣が守られてい
ます。

田”も、100景の一つとして選ばれました。
島の宝100景の対象となるのは、
“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”とされてい
ます。選考委員は、漫画「釣りバカ日誌」の作者・北
見けんいち氏やNPO法人日本エコツーリズム協会理
事の海津ゆりえ氏などで構成されています。
「島の宝100景」のWebサイトでは、祝島の“石
垣の棚田”は、以下のように紹介されています。
祝島は、海岸線のほとんどが急斜面ですが、斜面は

平さんの石垣の棚田

丘陵の高くまで切り開かれ、石垣を積んで耕された棚
田があります。ゆたかな暮らしを子どもたちに残すた

◎「島の宝100景」Webサイト

め何世代にも渡って人々が築いてきた石垣の段々畑は

http://www.mlit.go.jp/crd/chirit/

島の至る所にあり、高さが8ｍ(一つは一部15ｍ)もあ

shimanotakara100kei.html

る巨大な石垣が３段も並んだ棚田は、他所では見られ
ないスケールです。石の間から蔦や木が伸びると、石

◎「島の宝100景」祝島の紹介ページ

を押し分けて形を崩してしまいます。高齢化が進み、

http://www.mlit.go.jp/crd/chirit/image/100kei-

棚田の保全・継承が困難になる中で、島の人々が協力

iwai.pdf

祝島ネット２１会報 第２９号

Page 3

会員リレーコラム（２９）

～ 梶原 憲子 さん ～

このコーナーは「祝島ネット21」の会員の皆さん

にはわたしは引っ越しの片付けのために、いつもより

に、自己紹介を兼ねて簡単なコラムを書いていただく

少し長めの休みを取って実家に帰って来ていました。

コーナーです。第29回目は、昨年会員になられた梶

『もう山口を訪れる事もそうそう無いかもしれんね、

原憲子さんに登場していただきました。

今度からは実家に帰っても、もう海はないんじゃね?』
そんな事を話しながら、片付けに精を出していた時
に、想像もしていなかった祝島とのご縁がやってきま
した。
正月3日、母の友人の甥っ子が訪ねて来ました。
「明日は祝島ゆーとこに、歌を歌いにいくんよ」
「祝
島って素敵な名前じゃねぇ、歌ぁ聞きに行こうか
ねぇ」すぐに、翌朝大畠で待ち合わせすることにしま
した。
その夜、父から祝島の事を聞きました。上関の原発
誘致の話しはちょうどわたしが上京した直後の話し
だったので、詳しい事はほとんど知りませんでした

先日、国立の友人の店『じゃらんじゃらん小舍』で、長島
の写真展と映画『祝の島』のラッシュ上映会をしました。
お店の常連さんで、宮沢賢治の絵本を手掛けた“すだっち
さん”と、わたし（左）です。

が、4ヶ月前に起きたある出来事で、わたしの関心は
一気に原発問題に注がれていました。
2006年9月、親友の住む高知県津野町（四万十川

祝島ネット21のみなさんこんにちは、初めまし

源流）で、放射能廃棄物最終処分場の誘致という一大

て、由宇町出身で現在は神奈川県在住の梶原憲子と申

事が、町民の知らぬ間に水面下で進められ、ひと月後

します。のんちゃんと呼んでいただければ幸いです。

に決議を迎えようとしていました。友人からの悲鳴に
近い電話を受け取り、六ヶ所村で何が起きているの

わたしの実家は由宇町漁業組合のすぐ裏にありまし

か、原発問題は今どうなっているのか、何故何も伝

た。子供の頃は、組合の納屋に積まれた網の山や、共

わってこないんだろう、知ろうと努力しないと何も伝

同でシャコをゆでる小さなプールのような場所でよく

わってこないことに気づきました。

かくれんぼをして遊んでいました。漁師をしていたじ
いちゃんが、日当たりのいい縁側で魚を捕る網を編ん

そして、その翌正月の3日、偶然にも祝島を訪れる
ご縁がやってきたのでした。

でいた姿を今でもよく思い出します。
現在の家の周りには梨園や畑が多く、比較的のんび
りしたところですが、朝の通勤列車だけは、いつまで
たっても慣れません。
18歳で大学に通うため東京に出て、早や27年。年
に2，3回の里帰りと、大好きな神社参り（特に奈良
の大歳神と御歳神を祀った神社が大好きで）が都
会？！に住む私の、大切な時間になっていました。
ところが、2006年、突然両親が家を売って弟の住
む熊本に引っ越しを決めてしまい、2007年のお正月
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名前を出雲祝神社といいます。日向から敵対していた
出雲に行って、仲を取り持ったと言われている神様が
お祀りされています。子孫が武蔵国造になったとか
で、埼玉にお祀りされています。（神社の向かいには
トトロの森があります）
この神社の事を和合の神様とわたしは勝手に呼んで
いるのですが、同じ祝という字の付く祝島が、このよ
うな運命を背負わされている事には何か大きな意味が
あるように感じました。
祝島に行くといつも元気百倍になります。ハートが
温かくなります。ここからハートをどんどん繋いでい
2007年のお正月。祝島公民館にて。

きたい！そんな気持ちになります。

初めて訪れた祝島の事は、今でも忘れられません。

最後に・・ここ一ヶ月のうちに、3人の友人から全

練り塀の迷路のような道を上がっていくと、神社があ

く別々に、同じ言葉をプレゼントされました。この言

り、拝殿の右奥に石の祠がありました。大歳神と御歳

葉をわたしも皆さんにプレゼントしたいと思いまし

神はわたしの大好きな神様でしたので、なんだかとて

た。ホクレアの故郷、ハワイの言葉です。

も懐かしい感じがして嬉しくなりました。山口を離れ
ようとしていた矢先、神様がわたしをここへ呼んでく

ごめんなさい

れたんじゃろうか？そんな考えが浮かぶと、祝島がわ

許して下さい

たしにとって何だか特別な場所のように思えてきて、

愛してます

また嬉しくなりました。

ありがとう

その時、島民の皆さんとは、ほんの短い間のふれあ
いでしたが、この島をとても愛している事が伝わって

祝島の事を考えながら、この四つの言葉を呪文のよ
うに唱えています。

来て、公民館での漫才や歌の催しの後、わたしは気が
つくと『もう実家は無くなるけれど、今年からは祝島

最後まで、読んで頂いてありがとうございました。

に帰ってきまーす』とマイクを持って叫んでいました

これからも、祝島に帰っていきたいと思います。どう

（笑）
。

か、末永くよろしくお願い致します。

ところで、わたしがこの数年、月に一度の清掃に参

＜かじわらのりこ＞

加させて頂いていた神社が埼玉の入間市にあります。

氏本農園に16頭の子ブタが誕生！
5月18日に氏本農園で子ブタが生まれました。母
親はクルリで、彼女にとっては二度目の出産だそうで
す。一度目の出産が5頭と少なめだったのを取り返す
かのように、今回はなんと16頭も出産したとのこと
です。子ブタたちは今、島のアイドル。みんなに見守
られながらスクスクと育って欲しいものです。
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柳川 優子

「アースデイ東京」出店報告
4月18日・19日に東京・代々木公園で開催された
アースデイ東京に祝島ブースを出店された、会員の柳川
優子さんからの報告です。
『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～
毎年４月に東京・代々木公園で開催される「アー

写真展示の様子

スデイ東京」は、地球のことを考えて行動しようと
いうイベントです。今年のテーマは「Go！Ethical

を受けた旗が、この日は東京の風にはためき、たく

（倫理的に、道徳的に）世界はみんなで変えられ

さんの人が見て、触れて、立ち寄ってくださいまし

る」・・このイベントに集い、触れあう人々の日常

た。

が、そして未来が、“１つの大地、１つの愛”に支
えられ、微笑みに満ち続けますように・・と。

恒例の特産品の販売・・ひじきも寒干し大根も、

ここに出店している人々は、何かにこだわりをも

「美味しい！」と、相変わらずの人気で、飛ぶよう

ち、何かを大切に思い、何かを守っていこうと・・

に売れてゆきました。ここに来れば買えるとの固定

そんな想いで活動し、全国から集まってきていま

客も増えてきたような気もします。びわ茶も予想以

す。また、会場を訪れる人々の多くは、いろんなこ

上に売れてしまい、あとで宅配するという注文まで

とを知りたいとか、自分に協力できることは何なの

受けてしまったほど・・どれも祝島の天然素材に加

かとか、向上心や探究心の豊かな人々・・18日・

えて、島の方々の手間をかけた丁寧なお仕事のおか

19日の2日間の来場者数は、のべ14万人だったそ

げで美味しいのだと感謝しています。

うです。
展示した写真は、逢いに帰りたいと思えるような
ひしめくように建ち並ぶテントブースがそれぞれ

穏やかな海の風景写真の数々、祝島ならではの存在

の想いを示し、行き交う人々もまた、自分らしさを

感ある練塀や島がピンクに染まるほど咲き乱れる山

持ち、瞳を輝かせて立ち寄る先々で繋がってゆく不

桜など・・写真を見た方々が、「ここはどこ？」

思議な世界・・その一角に～大切な海を守りたい～

「日本なの？」と驚かれていましたが、驚いたのは

祝島への想いをこめて、島の大漁旗を掲げ「はっ

こっち・・まだまだこんなにきれいな場所が残って

ぴーあいらんど祝島」を出店しました。瀬戸内の風

るんですよ、と説明にもつい力が入ってしまいまし
た。山口県に係わる方も少なくなく、つい懐かしい
地名に盛り上がったり、瀬戸内方面に行ったことの
ない方も写真を見ながら一様に「行ってみたい」と
言われ、とても嬉しかったです。
昨年の神舞の想い出もアルバムにしてみました。
祝島に係わるようになって、伝統ある神舞が島の
人々にとってどれほどの楽しみであり、支えとなっ
ているのか少しずつわかってきました。だからこ
そ、華やかな場面だけでなく、準備の段階から、最

祝島ブース。大漁旗は清水さんからお借りしました
祝島ネット２１会報 第２９号
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して創り上げていく大切なお祭りであることをみん
なに見て、知ってほしい・・そうして、これからも
引き継がれてゆくべきものだと感じてほしいと思っ
たのです。
新登場の手作りアクセサリーには、祝島の形とお
んなじハートのビーズがあしらわれ、売り場を華や
かにしてくれました。立ち寄った人が思わず「かわ
いい～♪」と声を上げたのは、練塀と島ネコのミニ
チュアセットでした。また、いたずらがきしたスナ

アクセサリーなども大人気でした

メリの絵を木工作品にしてくださり、感激！内心売
りたくない・・と、でも売れると嬉しいという複雑

会員の方で訪ねてくださった方、お会いできて嬉し

な気持ちに。新作を加えての絵はがきは、手にとっ

かったです。みなさま、ありがとうございました。

てくださるたび、思わずにっこり・・誰に出すのか

展示品への温かいご協力をくださった島の方々、
本当にありがとうございました。わがままな想いを

なぁと想像するのが楽しかったです。
祝島や田ノ浦の風景画を見ながら、お魚の形の色

汲んで、手伝ってくれた友人たちにも感謝です。

紙に海へのメッセージを書いていただき、このまま

東京の真ん中、賑やかなアースデイ会場の一角

の風景を残してほしいと遠く離れたふるさとまで想

に、ホッとできる空間を・・そこに瀬戸内の風を吹

いを飛ばしました。

かせたい・・そんな想いが実現でき、2日間、数え
きれないほどの方とお話しできたこと、大切な財産

今回、ネット21の会員のみなさまがPRしてくだ
さったおかげで、「島に行ってきましたよ」「今度
島に行きます」「手伝いに来ました」、と立ち寄っ

になりました。
また来年、ここでみんなに会いたいです。想いを
伝えあうために・・。
＜はっぴーあいらんど祝島・優子☆＞

てくださった方が多かったように思います。また、

＜連載＞魚・さかな・肴（２８）

～ 赤イカ ～

木村 力

かった記憶があります。このところ何年か掛けに出た
ことがありませんが、今年は出てみようかと思ってい
ます。
20数年前、祝島に帰った年の夏休みの初日の朝暗
いうちに、この赤イカを狙って船（繁栄丸）を走ら
せ、エビ瀬のジ側の瀬に乗り上げたことがあります。
舵は折れ、シャフトは曲がり、瀬を乗り越えたところ
でイカリをやって明る
赤イカ

赤イカは何処でも赤イカのようです。祝島近くでは
7月から盆頃まで寄ってくるように思います。

くなるのを待って、建
網からの帰りに通りか
かった河野のおじさん

どのイカも新しいのは透明ですが、特に赤イカは身

に曳航して貰って帰っ

が薄めで透明感が強い気がします。旨いイカで、調理

たことがあります。赤

は何でもいいでしょうが、刺身はイカの中で最高では

イカ掛けの目的地はウ

ないかと思います。中に米を入れてのイカめしも旨

ノクソでした。
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＜連載＞ 先生、お元気ですか？ （第１０回）

～ 田中 康雄 先生（２） ～

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10回目は前回からの続きで、昭和4９年から3年間、
英語教師として祝島中学校に赴任された田中康雄先生との対談です。インタビュアーは津野崎英子さんです。
さて、前回のつづきです。

英

覚えてます。

田中 覚えてるか？
田中

それでなぁ、おもしろいのがあったんよ。こ

れねぇ、大井先生じゃないかと思うんじゃがなぁ…。
と言って取り出してくれたのが、こちらのノート。

英

はい。で、先生がなんかそういう社会のお話と

か…。今はわかるんですよね。でも、その当時はわか
らなかったです。
田中 あれともう一つ僕は思うんじゃけども、保護
者会っていう、授業参観が毎月１回ありよぅったけれ
ども、ほとんど100％来てたよなぁ。
英

来てましたねぇ。

田中 あれはねぇ、ちょいとよその学校にはないよ
なぁ。
秀

そうなんですか？

英

へぇ～。

田中 あれは、うん。今でも思い出すんじゃが、誰
大井先生直筆の「先生のうた」の田中先生部分の歌詞

秀

あ、歌？

田中
秀

うん。
大井先生ね、しようった、しようった。岡部の

歌とか作りようったんよ。
英

そう、ギターで。

秀

コンサートせて。どういう曲かは思い出せんけ

ど。「先生のうた」…。
英

よく授業中にねぇ歌ってた、大井先生が。

じゃったかわからんけれども、遅く来たお母さんが
おってなぁ、他のお母さんが「なしてもうちょっと早
う来んかね。（息子さんじゃったかお嬢さんじゃった
か知らんが、）当たってから発表しちゃったのに」
ちゅうてから。
「田中先生もよう考えて、親を見てか
ら後で当てりゃあえいのに」ちゅうて（笑）。よう覚
えちょるぃや。
英

祝島の親は子思いですからねぇ。

田中 それと、PTAの旅行の時にのう、岩国のハス
田を通るんよ。そいで他の中学校のPTAの旅行の時は

「先生のうた」…、替え歌、何の曲なんやろう？

「きれいねぇ」で終わるんじゃがのう、祝島のPTAの

秀

時は「うーら、きれえなや」の後に「こりょう掘る

あっ、拓郎の「青春のうた」の替え歌じゃあ！

田中

それで、田中先生いうのがあるんよなぁ。

英

お～、田中先生、ここじゃない。

秀

「釣りきちがい、エサの損ばっかり」っていう

（笑）。
田中
英

それからこれ…。
英語の時間いつも、「レベル、レベル、レベル
そりゃぁあるっちゃ。とにかくな、祝島の人

数少な～いレベルでの、満足しちょっちゃいけんと。
英
田中

祝島の人たちの知識の深さいうものを感じたのぅ。
田中 あれとのう、学級目標、覚えちょらんか？

の差ですよ」と言って…。（笑）
田中

なぁ大変じゃろう」という声が上がるんよ。この辺も

そう、いつも言ってました。
絶対に世界に行くんじゃから、そのときのレ

学年目標、学級目標。
英

はい。書きようったけど、何じゃったか覚えて

ない。
秀

もう全然覚えちょらんねぇ。

田中 薬師があれ、覚えちょったからのう。
英

何て言いようったっけ？

田中 スリーS精神。

ベルは絶対に考えにゃいけんというんで、これは言う

英

たと思う。

田中 うん、あれね、うれしかった、あれ。まずス
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マイルだと、そしてスピーディにせよ、そしてスポー
ティであれと。
英

それは先生が言ったんですかね。自分らで決め

たんですか。
田中

いやいや、それは先生の目標じゃけぇ、
「ス

リーS精神」って後ろぃ貼っちょったじゃろう。薬師
は覚えちょったよ。そいで、
「先生、ほんとはセク
シーって言いたかったんじゃろう」言うて（笑）
。
英

懐かしいですねぇ。

ないかないか」って、今でもまだ言うもん。
英

自分で作っていたんですか？

田中
英

今も島では作ってますよ。耳かきみたいな道具

で集めてねえ、ウニをいっぱい獲っても身はほんの
ちょっとになりますもんね。
田中

それから、これは書いてほしいんよ。教師と

いうのはの、掃除の時なんかの、見本を示すために草
を引くこたぁあるんよ。ところが、祝島ぃ行ってね、

店屋があったろう、ありゃあ何ちゅうん

じゃったかいなぁ？
英

大津？

田中
田中

うん、そうそう。記憶にないか？

英

大津の…
ヒロちゃん？

田中

そうそう！あれといつも一緒になってから集

めようった（笑）。

子供らがこうして一生懸命草引きしようるけぇ、なん
かそのまま通り過ごしたら子供にわりいと思って一緒

田中

それにしても、やっぱり思い出をたくさん育

に引いた記憶がものすごう残っちょる。だから、同じ

んでくれた島であるということは間違いないぞ。俺が

草を引いてものぅ、よその学校と祝島とは、教師に

島におったのは３年に過ぎなかったけれど。一番初め

とってはイメージが違うんよ。よその学校じゃった

に言った「教育の原点は祝島にあり」というのは間違

ら、「こんとにして引けぇ」ちゅう模範なんよ。とこ

いないことじゃのう。そうじゃろ、参観日でもな、ほ

ろが祝島で僕が草を引いたのは、
「あ～、わりいわり

とんど100％来るちゅうのはな。

い、おれも引かんにゃあいけん」ちゅう気持ちよ。
秀

そんなに一生懸命やりょうったかねぇ？

英

ねえ。

田中

いやいや、そりゃあすごいっちゃ。そりゃあ

祝島のあの勤労精神は、もうすごい。
英
田中
英
田中

親らが働くけえ。
やっぱ後ろ姿よ。
「後ろ姿の教育」よ。
すごい働き者ですよね。島はみんなよう働く。
負い子でな。こうして負ってな、あの姿はす

…ということで、2回に渡って、田中先生との対談
をお送りしました。先生は社交ダンスなどをやってお
られるとのことで、今でも当時と変わらぬ若さを保っ
ておられました。「祝島の皆さん、ツツジの季節には
ぜひ遊びに来て下さい」とのことでした。
＜田中先生の連絡先＞
〒743-0101 山口県光市塩田佐田下1478
田中康雄

（TEL 0820-48-2454）

ごいよ、あれ。
英

今でもみんな何かしてるよね。

秀

そうね。

田中

※田中…田中先生、英…津野崎英子、秀…國弘秀人

あの精神はやっぱり、なぁ。ほんと教室の美

化でもな、みんな女の子が中心じゃが、きれぇ～にし
てくれよったもん。そりゃあ、ほんと、お客さんが来
てもひとつも苦労はなかった。
田中

僕は土日には石垣を造るために全部帰って、

祝島にゃぁ女房と子どもしか残してなかったけど。女
房は浜へ行って、ウニを一生懸命獲ってなぁ…。そ
りゃぁほんと苦情が出たんじゃないかと思うほど、ほ
とんど平らげたぐらいなんよ(笑）。そりゃぁうまかっ
た、ありゃぁ。今、下関ウニって、よう特産で出るけ
ど、あんなもんじゃあないよ。やっぱり本物はほんと
にうまい。僕の友だちなんか、「ありゃぁ食べたいが
祝島ネット２１会報 第２９号
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＜連載＞ 楽団誕生物語（６） ～終戦直後の祝島～

花田 惠美代 編

戦時中、祝島には年寄りの夫婦か小さい子どもしか
残っていなかったが、昭和20年8月15日の終戦に
よって、外地の戦場に行っていた兵隊さんや、内地の
軍需工場で働いていた若者たちが一斉に復員、または
引き揚げて来始めた。
近場にいた人はすぐ帰ってきていたが、遠方の戦地
から運良く生きて帰ることができた人たちが久方ぶり
に故郷の祝島の地を踏んだのは、遅い人だと大体昭和
23年ごろだったと思う。当時、祝島の戸数が600
戸、一家に平均8人として、約5000人くらいの人口
になっていたと推定する。

遠く樺太まで酒造りに行った人もいた

敗戦であるからみんな着の身着のまま、裸同然の姿
で帰ってきたのである。これほどの大人数が一度に増

余り過ぎた今は、荒れ果てて大藪になっているが、終

えたのであるから、まず食べることが先決であった。

戦直後の祝島は、海岸から山のてっぺんまできれいに

戦後の食糧事情は配給制であったが、必要な栄養量

耕されて島全体が見事な農園となっていた。

の半分にも満たない状態だった。東京、大阪の大都市

それに加えて、戦後の祝島復興を大いに助けてくれ

では想像を絶する食糧難であったが、その点祝島では

たのは、島のぐるりを囲む周防灘の、海の幸があった

先祖伝来の本家があり、年寄りたちが10年にも及ぶ長

からである。終戦直後から昭和26年までの数年間、神

い戦争の間、留守を守って田畑を荒さず頑張って作っ

のお加護があったのか、いりこ煮干しにするイワシが

てくれていたおかげで、餓死したりひもじい思いをし

大量に獲れ続けた。当時、いりこは大変値段も良く

たというような話は聞いたことがなかった。都会で生

て、島の最大の収入源であった。それと同時に専門の

活していて、そこから戦地に赴いて無事復員してきた

漁師さんたちも当時は相当な水揚げがあったので、島

次男、三男も、敗戦と同時に嫁や子どもたちを引き連

の生活はより豊かに、より裕福になっていった。

れて郷里の祝島の本家に帰ってきたという人もたくさ

また、祝島は大昔から酒造りに秀でた人の多い島

んいた。本家のない人も、それぞれの親類縁者を頼っ

で、有名な杜氏さんが数多くいた。冬場海がしけ、漁

て、お互い助け合い融通し合って終戦直後の苦難の時

に出られない時期がちょうど酒造りのシーズンだった

代を乗り越えたのである。

ので、大勢の島の手子人たちがこれに従事できていた

だから、当時の祝島は、土があって作物の出来るよ

ことも、島の経済事情を大いに良くした要因の一つで

うな所は、たとえ手のひら程度の広さの土地であって

もあった。それというのも、島に大勢おられた杜氏さ

も耕して、食糧の確保に努めたものである。戦後60年

んたちがお互い切磋琢磨して競い合い、他に負けない
良い酒をつくろうと、長年並々ならぬ苦労と勉強を重
ねられたたまものである。近郷はもちろん、遠くは北
海道まで島の杜氏は招かれたという事実が、島の杜氏
さんたちの優秀さを雄弁に物語っている。
とにかく島の先人たちは、あれは出来てもこれは出
来ないということはなかった。何をさせても大体間に
合ったということである。もちろん、これは夫唱婦随
の内助の功あってのことであるのは言うまでもない。
だから、島の女性たちも、何をさせても他地方に絶対
ひけをとらない器用な人ばかりなのだ。

学校の上から山頂に向けて段々畑が広がっていた
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れは柳井であった。終戦当時、定期船で柳井まで行く

あった。ある日、いつも遊んでもらっていたチエコ

途中、四代、蒲井、相の浦、上関、室津と寄って行く

ちゃんに連れられてその畑に行き、トマトを幾つかも

のであるが、祝島から乗ってきた人の服装が一番きれ

いで帰った。あのトマト本来の青臭いにおいは今でも

いだったという話を耳にしたことがある。戦後間もな

思い出すことができるほどだ。そうして、畑から帰る

いころであるから、いい衣類があるわけがないが、同

とすぐにそのトマトを海に持っていき、みんなで沖に

じシャツにしても島からの人のシャツは真っ白で汚れ

投げては取り合いっこをして遊んだことも懐かしい思

がなく、この人は祝島の人だとわかったほどだと聞い

い出となっている。

たことがある。それも、近辺の他地域と比べて戦後の
祝島はそれほど豊かであったという話でもあった。

こうした島の隅々まで延びる棚田の開墾にはどんな
にか苦労されただろうし、それを毎日耕す苦労も並大
抵のことではなかったことだろう。そうした畑が荒れ

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
私が小学生のころ（半世紀近くも前のこと）、祖父母

放題になっているのは何とも寂しいことではあるけれ
ども、最近は、平さんや氏本さんを中心にした棚田再

の家の２階から真正面に、本文中にあるように、山の

生の活躍ぶりを見聞きする機会が増えて、とても嬉し

てっぺんまで延びる段々畑を見ることができた。その

い。

（花田）

山のてっぺんあたりに、お向かいの坂井さんちの畑が

祝島ネット２１会員アンケートより（２）
1月～2月にかけて祝島ネット21会員の皆様に行っ
たアンケート調査。今回は、祝島の特産品の開発や
販売についてのご意見を紹介します。

焼いた塩焼きの魚を真空パックにして売り出すこと
はできないでしょうか？
個人的な希望を言えば、皮のまま焼いた「おせん
こう」（この場合は塩なし）に祝島味噌をつけたのが

◎特産品の開発や販売方法について

欲しいです。

●ビワの葉エキス

●ジャム・味噌

昨年、写真展をするときに祝島の特産品として生

母が小さい頃作ってくれたビワジャム、イチジク

のビワの葉を取り扱いました。それを通じて思った

ジャム。いつか島の特産として作りたいと思ってい

のですが、生のビワの葉をそのまま商品として出す

ます。新しくはないけど島の味噌はやはり絶品で

よりも、祝島の中でビワの葉エキスを作って商品と

す。売れると思います。

して出すといいのではないでしょうか。

●ひじき

生のままだと、軽いのですが、とてもかさばりま

今の特産品であるひじきの値段・包装などについ

す。これを適当な容器入りのビワの葉エキスにすれ

て、見直しても良いのではと思います。とても美味

ばお土産品としても付加価値が付いていいのではな

しいひじきをとてもお手頃価格でいただき、私も友

いかと思います。使い道としては、うがい、傷口の

人たちも嬉しい限りですが、より多くの方に食べて

手当、化粧水、入浴剤などさまざまです。

いただくためにも、少量入りの包装をしたり、手を

●たけのこの粕漬け、または味噌漬け

かけて下さっている分（世間並みには）値上げして

多分水煮したたけのこを粕に漬けたんだと思いま
すが、柔らかくて実においしい。特産品としてたけ

も良いと思っています。
●石豆腐

のこをたくさん採るようになれば、次第にはびこっ

やはり島外にいると時々食べたくなるのが、石豆

てくる竹の予防にもなるのではないかと思います。

腐。シーズンにもよると思いますが、冬場などは真

●焼き魚の真空パック

空パックすれば宅配便でもいけると思います。いか

焼き魚は炭火で焼くのが一番おいしいと思うので

がでしょう。

すが、町中ではなかなかそれができません。炭火で
祝島ネット２１会報 第２９号
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お知らせ ＆ 募集
■「第7回祝島不老長寿マラソン」開催のお知らせ
第7回祝島不老長寿マラソンを8月2日（日）に開催いたします。例年よりは1週間早い開催になりますが、たくさ
んの方の参加をお待ちしております。ボランティアも募集しています！

＜第7回祝島不老長寿マラソン募集要項＞
◎開催日：2009年8月2日（日）
◎種目：13kmの部（8:00スタート）、2kmの部（8:10スタート）
◎参加料：13kmは3000円、2kmは2000円
◎募集人数：約150名
◎参加申込み締切り：7月6日（月）必着
◎申込先：〒743-0022 山口県光市虹ヶ浜3丁目11-2
ハッピーアイランド企画内
◎問合せ先：大会実行委員会

祝島マラソン受付係

國弘秀人（Tel 090-8069-5066 Eメール kunihiro@iwaishima.jp）

◎大会ホームページ：http://www.iwaishima.jp/marathon/
※詳細は大会HPをご覧ください。参加申込書も大会ホームページより印刷できます。
◎ボランティア募集情報
・大会当日のボランティア（受付、記録、放送、写真撮影、コース案内、給水、会場片付けなど）
・大会前日のボランティア（会場準備、コース整備、給水所等の準備、前日受付など）
・大会前の雑務（参加者への案内発送、参加賞の袋詰め、コース草刈りなど）
・大会後の雑務（記録集や写真の発送作業など）
※ボランティアしていただける方は國弘までご連絡ください。
◎皆さんのご参加、お待ちしています！

編集後記
お待たせしました！会報29号が完成しました。田中先生のインタビュー、今回が後編になります。お話を伺った
のは2月でしたが、その後、何度かご自宅におじゃまさせていただきました。4月末に訪れたときにはツツジが見事
に咲いていて、なかなかの壮観でした。「来年はみんなで見に来てください」とのことです。
会員リレーコラムに登場していただいた「のんちゃん」、じつは旦那さんは元ブルーハーツ（ヒット曲『リンダ リ
ンダ』で有名ですね）のメンバーでドラムを担当していたそうです。コラムの中にある“母の友人の甥っ子”っていう
のはマウンテンマウスのマーシーのことなのかな？ いろんな人がつながっていくと面白いですね。
アースデイ東京の祝島ブースには、今年もいろんな方が訪ねて来てくれたようです。同日、私は光市虹ヶ浜でアースデイ
＠瀬戸内のスタッフをやっていました。今回の開催が3年目で、知っている顔もだいぶ増えたのですが、物覚えが悪くて、
いつも名前がなかなか出てきません。人の顔と名前を覚えるコツがあれば、どなたか教えてくださいませ。
さて、お知らせのコーナーにも記載しましたが、夏のマラソン大会の受付中です。ボランティアも募集していますのでよ
ろしくお願いします。次号は8月末から9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/
今、祝島はビワのシーズンです

