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第7回祝島不老長寿マラソンを開催しました

大会実行委員長 國弘 秀人
8月2日（日）に第7回祝島不老長寿マラソンを開催しました。当日は
13kmの部が116名、2kmの部が30名の合計146名のランナーが参加、
全員が無事にゴールしました。男子13kmの部では47分35秒のすばらしい
大会新記録が誕生、そして女子2kmの部では祝島の蛭子みさきちゃんが見
事に優勝しました！
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今回も、たくさんのボランティアの皆さん、そして島の人たちに支えられ
て無事に開催することができました。皆さんのご協力に感謝いたします。
※大会ホームページには全員の記録や写真集が掲載されています。
http://www.iwaishima.jp/marathon/

蛭子３姉弟と航聖くんの選手宣誓

2kmの部、元気に飛び出す子供たち

すいさんか前を走るランナーの皆さん

西波止の近くに陣取った応援団

奈良から参加の長井さん大会新記録！

みさきちゃんの優勝インタビュー

祝島物語

絵・しげむらみちこ

＜連載＞ 祝島の歴史を探る（２９）

～城南高校郷土研究部の報告より（３）～

蛭子 葉子
引き続き城南高校「離島調査報告書祝島」の中か
ら。

他、ヒジキなど磯物の「口開け」が漁協から知らせが
あります。時期(旬)も関係するのでしょうが、基本的
には、乱獲を防ぐための防御でしょう。

◎原始共産制

（詳しくは木村先生が書かれた祝島ネット21HPの祝

祝島には一種の原始共産制の名残りがあるというこ
とで、大変興味深く調査を進めていくことができた。
そしてその結果、次のようなことがわかった。
祝島には、この島唯一の特産物とも言うべき、自然

島日記11をご覧ください）
「原始共産制」とは "未開社会のある発展段階で、
血縁をベースとする氏族などの共同体が土地などの生
産手段を共有し、衣食住に必要な物資を獲得し、分配

百合の根からとれる片栗粉と、フノリの収穫がある。

し、消費を共同で行うこと" だそうです。 "未開社会・

そしてそれらを採取する時期となると、部落の区長

社会ともよべないような未成熟な世界" という表現も

が"口あけ"というものを宣言し、その日からは誰の所

されていますが、際限なく浪費する今の社会よりよほ

有であっても勝手に採取できるようになっている。

ど進歩的ではありませんか。

しかし、この"口あけ"があるまでは、それが自分の土

専門家の立場から原子力に警鐘を鳴らし続ける京大

地であっても採取してはいけないということだ。これ

原子炉実験所の小出先生は、講演会の最後に「少欲知

らの産物は、ほとんど島内で消費されており、出荷さ

足」という言葉をよく使われます。"地球の生命環境を

れるものは無い。

人類の子孫に引き渡したいのであれば、その道はただ

また、この他にも次のようなものがある。この島

一つ「知足」しかありません。一度手に入れた贅沢な

は、たくさんの樹木におおわれており、薪などにする

生活を棄てるのは苦痛が伴う場合もあるでしょう。当

枯れ木は誰の所有でもそれを欲するものはいつでも断

然、浪費社会を変えるには長い時間がかかります。し

りなしに、無償で取ることができる。ただし、その際

かし、世界全体が持続的に平和に暮らす道がそれしか

鋸などを使用しておおがかりに伐採することはいけな

ないとすれば、私達が人類としての叡智を手に入れる

いそうである。

以外にはありません。"

この島の人たちにとってこれらのことは全く普通の
ことであり、自然で平和な島であった。

賢い先人達のおかげで祝島には自給自足に足る自然
が残っています。その恵みで育てられた私達には祖先
が守ってきたものを次の世代に受け継ぐ義務がありま

祝島では他にもこういう習慣がたくさん残っていま

す。

す。特に漁業に関しては秋イカ掛け、春イカ巣籠漁の

島の新たな特産品
として提案します！

◎フノリの活用
新潟名物「へぎそば」。つなぎにフノリ
を使っているのでのどごしがよい。
天草でも代用が可能かも。
祝島ネット２１会報 第３０号

◎ユリ根の活用
ユリネケーキ。近頃北海道名物となり
つつある。
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＜連載＞魚・さかな・肴（２９）

木村 力

～ サダイ ～

刺身

サダイは標準名サザエです。
子どもの頃、夏休みになると大潮の時はいつも磯に
行き、サダイをとって瀬のかげで焼いて食べていまし
た。服装はさるまた、ゴムじょうり。持ち物はスイセ
ン、カナツキ、マッチ、時々醤油。
あの頃は、産卵期の夏にサダイをとってはいけませ
んでした。イサリが夏以外に、船の上からスイガンを
使ってサダイ用のカナツキで突いてとっていました。

味噌煮

子どもの頃のサダイとりは密漁だったわけで、マッチ
を持って行くのは磯で焼いて食べて、子どもながらに

思えば結構厳しい海辺の遊びでした。

証拠隠滅をはかっていたというわけです。大人は分

サダイは生での刺身、壺焼き、茹でての刺身等で食

かっていながら大目に見てくれていたのでしょう。

べますが、イリダイ風の味噌煮もなかなか旨いです。

磯でのサダイの食べ方は、いわゆる壺焼きか、石で
殻を割って生でかじるかのどちらかでした。どちらも

雌雄異体で、一番奥の部分が黄色のがオスで、緑色の
がメスです。

海水で洗って食べるので塩味ですが、醤油を持って
行ったときは醤油味も味わえました。
丸坊主でカンカン照りの中帽子もかぶらず、海につ
かりたきびを囲み、飲み水はなく何時間も過ごす。今

◎ワンポイント祝島弁講座
祝島弁では「ざじずぜぞ」の発音が「だじずで
ど」になる。したがって、「サザイ（サザエ）」
は「サダ イ」、 「ぜん ざ い」は「 でんだ い」、
「雑巾」 は「ど うきん 」 、「銭」 は「で に」、
「絶対」は「でったい」、「ゼロ」は「でろ」、
「全然」 は「で んでん 」 、「どう ぞ」は 「どう
ど」、「全部」は「でんぶ」、「残念」は「だん
ねん」と発音する。
ちなみに、和歌山でも同じような発音をする地
域があるらしい。祝島と何かつながりがあるのだ

左がメスで右がオス

祝島ネット２１会報 第３０号

ろうか？

それは謎（など）だ。
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会員リレーコラム（３０）

著者からの要望により削除しました。

祝島ネット２１会報 第３０号
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瀬戸こうじさんの新曲が発売になりました
祝島出身の歌手・瀬戸こうじさんの新曲「望郷の
空・東京／白い定期船」が7月8日（瀬戸こうじさんの
誕生日だそうです）に発売になりました。全国の演歌
を扱っているCDショップで購入できるようです。祝島
では蛭子商店と山本商店で販売されています。また、
祝島ホームページ通販コーナーでも注文できます。
皆さんでぜひ応援していきましょう！

祝島ネット２１会報 第３０号
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＜連載＞ 先生、お元気ですか？ （第１１回）

～ 石川 芳己 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11回目は、昭和48年度に1年間、祝島小学校に赴任さ
れた石川芳己先生にご登場願いました。
いたことである。
○

祝島へ着任
昭和48年4月。着任の日は、連絡船「せきれい」

で室津港から初めて祝島へ渡る。宇部市出身の中尾
昌秀先生が波止場まで出迎えてくださる。リヤカー
で教員住宅まで荷物を運んでくださった。其の夜
は、中尾先生宅で奥様の手料理の心温まる夕飯をご
馳走になった。忘れられない思い出の一夜である。
祝島小学校での勤務は、平生町の佐賀小学校から
引き続いて教員2年目であり2回目の3年の担任だっ
たので少しは余裕があった。しかし、祝島では、校

現在の石川先生。
光市教育委員会の青少年センターにお勤めです。

長や先輩の先生方から多くのことを学ばせていただ
いたことを今でも感謝している。
校長の岡村繁夫先生は周防大島のご出身で、校長

秋麗ら 懐かしきかな 祝島
石
○

川

芳

己

はじめに

この3月末に下松市立下松小学校を退職して、４
月から、光市教育委員会の青少年センターへ週4日
ほど勤務させていただいている。
通勤の朝は、国道188号線を東に向かう。下松バ
イパスを通り過ぎると右手に青い瀬戸内海が見え
る。そして、海の向こうに祝島が浮かんでいる。懐
かしい島である。昭和48年の4月から1年間の私の
生活の舞台であり思い出の溢れる島である。いつか
もう一度、祝島を訪れてみたいと思っている。

住宅に住んでおられた。よく相談に乗っていただい
たことを思い出す。平成10年に、大島町の沖浦中
学校に勤めていたときに、大島町屋代在住の岡村校
長先生を訪ねたことがある。あれから10年の歳月
が流れている。お元気だろうか。
高松秀義先生には、魚釣りを教わった。波止場で
の鯵釣りである。高松先生は徳山の粭島のご出身
で、公私ともに良き相談相手であった。釣れるとき
には、50から100匹近く面白いように鯵が釣れた
ものである。一晩で釣った鯵を刺身や天ぷらにし
て、飲んだビールの味は忘れられない。漁船の生簀

実は、平成15年から3年間、光市の浅江小学校に
勤めた。浅江小学校の校舎の2階からは真南に祝島
がよく見える。懐かしい台形状の青い島である。少
し離れて小祝島が寄り添うように浮かんでいる。祝
島への思いが募ったのは言うまでもない。光市の立
野付近を通るときには、いつも元気付けてくださっ
た教頭の有末功先生のご自宅はこの辺りであったか
と思い出すのである。
そうしたとき、上田敦子先生が青少年センターへ
来られ、「いわいしま通信」を紹介してくださっ
た。そして数日して國弘秀人さんが原稿の依頼に来
られた。國弘さんとは懐かしい祝島の話しに花が咲
祝島ネット２１会報 第３０号

当時の石川先生（中央）
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から海老を分けてもらいそれを餌として釣ったもの
である。
私は麻雀をしないので、囲碁を楽しんだ。麻雀が
ないときには、山本進先生が囲碁の相手をしてくだ
さった。村上充男先生にも鍛えていただいた。
○

純真な子どもたち
子どもたちはみな素直で良い子たちであった。3

年生は24人である。保護者も地域の方々も温かく
学校を見守ってくださっている。今のご時世のよう
に、学校に押しかけてクレームをつけるモンス

3年生の教室（石川先生撮影）

ター・ペアレンツなんて考えられない時代である。
音楽を担当したのでピアノの練習をしたものであ
る。音楽発表会の時には、音楽の得意な3年生の林
美恵さんにピアノを演奏してもらった。校歌のメロ

大きな口をあけて元気に歌う子どもたちの顔、
顔、顔・・・・・。

ディーで替え歌風の学級歌をつくって、朝夕の学級

子どもたちの顔や、仕草、そして、様々な出来事

会で歌ったものである。歌声が学級に響けばそれだ

が浮かんでくる。今頃、あの子どもたちは、どうし

けで子どもたちの心は一つに溶け合う。朝の歌声

ているだろうか。もうとっくに40歳を超えている

で、子どもたちのその日の調子が判る。（今日は元

であろう。

気がいいな。）

歌は、みんなの気持ちを一つにしてくれる。歌
は、クラスのみんなをまとめてくれる。歌は、みん

♪

海と空とにおおわれて
周防に浮かぶ青い島・・

なの気持ちを明るくしてくれる。歌は勇気を与えて
くれる。歌は、心の扉を開いてくれる。歌は、への
字に曲がった口元から、微笑を生んでくれる。そん

これは祝島小学校の校歌である。1年から6年ま

なことから、くちびるに歌を、こころに太陽を、と

で、各学年1学級である。昭和48年当時の祝島小学

いう。 いつも、学び舎から、子どもたちの歌声が絶

校の全校児童数は150人である。1年担任の上田敦

えない学校でありたいと思う。

子先生以外はすべて男子の教員である。やむなく音

3年生が社会見学で宇部空港へ行ったときのこと

楽も担当することとなった。その前年に勤務した佐

である。室津からの帰りの海路はひどい時化であ

賀小学校では、音楽は非常勤講師の担当だったのだ

る。連絡船「せきれい」は木の葉のように大きく揺

が、祝島では初めての音楽の指導である。大学での

れる。船室の煙草盆が斜めに床を走るほどの大揺れ

教育実習は中学校のみであり、小学校の音楽の指導

である。子どもともども全員が船酔いである。島の

は全く経験がなかった。

子どもたちも船酔いをするほどの大時化であった。

私自身にオルガンの練習が必要となった。島の子

その年の上関町内科学発表会では、1年生の藤本

どもたちと一つになって毎日を送りたかった。そん

敦司君が祝島小学校の代表として「あさがおの観

なことから、校歌のメロディーで、替え歌の学級歌

察」を発表した。理科主任であった私が担当であっ

を作り、朝夕の学活で歌うことにしたのである。そ

た。藤本君は1年生ながら堂々と発表してくれたこ

れから1年間、歌声が朝夕の校舎に響き渡るように

とを思い出す。

なった。

祝島の家庭訪問は迷路の探索である。石垣島のよ
うに家屋が石垣で囲まれているからである。祝島独

♪

ぼくらは元気な3年生 24人の仲間だぞ・・

特の風景である。石垣は厳しい北風を防ぐ為にあ
る。家庭訪問には子どもたちが親切に案内してくれ

祝島ネット２１会報 第３０号

Page 7

に打ち込む。玉川大学と法政大学の通信教育を受講し
ていた。リポートを作成して祝島郵便局のポストへ投
函する。しばらくして大学から採点されたレポートが
還ってくる。レポートが合格すると、広島市や山口市
での科目試験を受験するのである。
放課後は、時々中学校の部活動に参加し、祝島中学
校の生徒たちと汗を流した。柳井のスポーツ店で卓球
のラケットを購入し、卓球や庭球を楽しんだ。
駐在さんが朝から学校へ電話をかけてくる。今日は
どうでしょう。何のことはない。麻雀のお誘いであ
る。犯罪も無いのどかで平和な島だからこそである。
宇部空港にて、子供たちと一緒に。

た。優しい子どもたちである。

祭りや何やかとかこつけて、兎に角、島では、よく
飲んだものである。
上関で行われた町内教職員球技大会では、臨時の海
上タクシーを貸し切っての遠征である。優勝した勢い

○

祝島の四季
春の瀬戸内海は凪で穏やかである。柔らかな陽射し

が海を優しく包んでいた。
初夏の海は、鯛漁のシーズンである。校舎から眺め
る海には、鯛釣りの漁船が整然と並んでいる。籤引き
で先着順に漁場を選んでいくのだという。

で島に帰り、岬旅館で盛大に打ち上げである。若い教
員が多くて活気があり、酒量も相当であった。今のよ
うに自動車を運転することもないのどかな時代であ
る。
岬旅館では太鼓を敲いたことを思いだす。忘年会か
学期の打ち上げか、前述の上関行われた町内の教職員

秋は海からの潮風が心地よかった。休みの一日、子

球技大会で優勝して祝賀会が岬旅館で行われたときの

どもたちと一緒に弁当を下げて島の裏側まで遠足に

ことである。調子に乗って、旅館の太鼓を打ち鳴らし

行った思い出がある。少しの田畑が耕されていた。

たことを思い出す。おそらくは太鼓の音が島中に鳴り

校舎から眺める冬の海は厳しい。鼻繰島から連絡船

響いたのではあるまいか。全く迷惑で無茶なことをし

の「ことしお丸」が見える。しかし、荒波が白い牙を

たものである。岬旅館の、あの太鼓は今もあるだろう

見せる。連絡船は木の葉のように大きく揺れている。

か。

海が荒れて時化の時には牛乳や新聞が運ばれてこない

3月になって突然に帯状疱疹にかかる。養護教諭の

ことがある。連絡船が欠航するからである。校舎の窓

河地美代子先生には大変お世話になった。お蔭で離任

から白い牙を剥き出しにしている瀬戸内海を恨めしく

式の頃には快方へ向かうことができた。

思う。
○

島での生活
独身の気儘な生活である。学校の直ぐ下の教員住宅

に住んでいた。小学校の山本進先生、中学校の大井滋
先生、それに私の3人が同じ三軒長屋風の教員住宅に
住んでいた。教員住宅は木造で古かった。風が吹けば
隙間風も厭わない。私の部屋の隣は風呂である。3人
が交代で五右衛門風呂を沸かしたものである。
買い物先の大津商店には、よく碁を打ちに行った。
大津藤男さんには囲碁で鍛えていただいたものであ
る。そして多くの島の人々によくしていただいた。
学校の勤務が終わると、教員住宅で通信教育の勉強
祝島ネット２１会報 第３０号

子供たちと三浦に遠足に行った。（石川先生撮影）
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○

爆発事故
忘れられないのは、昭和48年の夏、出光石油化学

徳山工場で起こった爆発事故である。祝島から徳山方
面を見れば対岸が明るい。夜空が燃えている。あの光
景は忘れられない。
○

おわりに
昭和49年3月。いよいよ祝島を離れる日である。島

全体に聞こえるような大音量の「蛍の光」のメロ
ディーが流れる中を、船と波止場を繋ぐ別れの紙テー
プが千切れ、船着場の人影が見えなくなるまで何時ま
休み時間に行われていた全校生徒の縄跳び。（石川先生撮影）

でも手を振って見送ってくれた子どもたちの姿は今で
も忘れられない。あれから幾星霜。35年の歳月は瞬

○

室津の天婦羅

く間に流れた。

室津で祝島への連絡船を待つ間、原田屋の揚げたて

大学を出て間もない若い新米の教師を温かく迎えて

の天婦羅を食べたものである。これが実に美味しい天

支えていただき、僅か1年間ではあったが何とか無事

婦羅である。今ではこの天婦羅も各地のスーパーで購

に勤めることができた。これもひとえに祝島の皆さん

入できる。しかし、揚げたては室津でしか食べること

のご指導の賜物である。また、このほど38年の教員

はできない。天婦羅を食べながら、室津の瀬戸を往来

生活を無事に終えることができたのも祝島でお世話に

する様々の船を眺めたものである。

なった皆様のお蔭である。心からお礼を申し上げた
い。
＜周南市東金剛山在住

橋部 好明

＜連載＞花*花クイズ（２９）
前回の花・花クイズ
の答えは、紅花（ベニ
バナ）でした。

石川芳己＞

さて、今回の花の名は？
深緑の木々の中で純白のベールが目を引きます。多
くは有りませんが、初秋を代表します。

アザミに似たベニバ
ナは紅と黄色が有りま
すが紅色の染料にする
ことから鮮やかな紅の
印象が強いですね。
花よりも色で古代につながります。花から得られる
紅は女性の口紅にされ、王朝人の紅（くれない）や桜
色の衣装を染めました。
万葉歌に二十三首詠まれているようです。紅染めは
万葉時代の女性の憧れの色でした。
「紅の花にしあらば衣手に染めつけ持ちて行くべく思
ほゆ」

祝島ネット２１会報 第３０号
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＜連載＞ 楽団誕生物語（７）

～結婚ブーム～

花田 惠美代 編

終戦によって二十代の結婚適齢期の若者が多数島に

活鯛（一貫目鯛＝約4kg）が40～50枚、南天の葉を

引き揚げてきて、一応生活のめどが立ってくると、島

添えられて集まってくるので、その鯛を食べ尽くすの

は結婚ブームにわくようになった。

に3日ぐらいかかったということである。

戦後の小学校では、23年生まれ、24年生まれの新

宴席も随分派手で、三味線弾き（芸者）も芸人も多

入生が一番多く、１学年に大体120人から130人いた

く、酒がある程度まわってくると、素人も一緒になっ

ようである。終戦後1～2年の間に結婚したカップルが

て歌が始まる。その歌は現在とはやや趣きを異にし、

いかに多かったか想像がつくだろう。

磯節、さのさ、都々逸、炭坑節といったような端唄で

当時は島外の人と結婚することはほとんどなく、ほ

あった。

ぼすべて島内同士の結婚であった。結婚式を挙げるに

歌の出だしが流れると、宴席に並んでいる順に歌う

しろ、そのお祝いの料理にしろ、島内には今のような

のが常識で、上手も下手もなく、パスする人は皆無で

式場も仕出し料理もありはしない。式は自宅で行な

あった。それが祝島流の宴席の昔からのマナーだった

い、料理は島の口八丁手八丁のやり手おばちゃんたち

と言える。一番気の毒なのは花婿と花嫁で、三日三晩

がひとところに集まって見事な料理をつくりあげてく

つき合わされた挙げ句、寝不足でやせ細るのである。

れたものである。
当時、結婚式は、三日三晩くらいかける家が多かっ

また、祝島では、結婚したカップルを昼間見つけた
ら水を掛ける風習があった。これは無礼講でだれが

た。どうしてそんなに三日三晩も飲めや歌えの大騒ぎ

やっても構わない。だから、結婚式を済ませた後は、

をしたかというと、お祝いに持ってくる地元上がりの

外に出るときはいい服装などしない。水を掛けられて
も惜しくないほどの身支度で外出したものである。こ
んな具合であったから、祝島で結婚式をした人は式後
1カ月余りは油断も隙もならなかったということだ。
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
祝島不老長寿マラソン大会のために祝島に帰った折
り、以前から気になっていた高岡さんのお宅を訪問さ
せていただいた。道を歩いていて、散髪屋さんの前を
通りかかったときに、ふとこの裏が高岡さんのお宅だ
ということを思い出しての突然のお邪魔だった。にも
かかわらず、お二人には快く迎え入れていただいてし
ばらく楽しいお話を伺った。
高岡さんは、前にも触れたことがあるが、つばめ楽
団のスター歌手だった方である。そして、伺ってみれ
ば奥さんの八重ちゃんも小桜楽団の一員だったとい
う。ああ、それで前にいきなり電話を差し上げたとき
にも、とても懐かしい声かけをしていただいたんだと
合点がいった。

昔、祝島では嫁入りは夜行われた。
新郎の家から花嫁の家に迎えが来て、提灯を下げ
た行列が新郎の家まで行くものだったが、これは
昼間。珍しいと思ってシャッターを切ったそうだ
が、この時分には夜ということもなくなっていた
のだろうか？
（昭和50年代）
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そんな音楽好きのお二人だから何年か前まではお宅
に歌好きな人たちが何人も集まっては、カラオケで賑
わったそうだ。
「今は総入れ歯になって全然歌わんが、
それでも歌は好きで、瀬戸こうじさんのCDもすぐに
買うて毎日聞いちょる」という高岡さん。
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最初にみんなの前で歌を歌ったのは出征兵士を送る

い声で、民謡を歌ったらさぞやと思っていたら、案の

会で、それから二～三度くらいそうした会で歌ったこ

定、
「この人の民謡はそりゃあすてきじゃったよ」と八

とがある。その後下関の工場に働きに行ったときに、

重ちゃんが教えてくださった。

そこの工場長の息子さんが歌の勉強をしていて、その

（花田）

人から歌い方を教わった。そういう下地があったの
で、出征先では、娯楽にみんなの前で歌を歌わされて
いたそうだ。
そうして、戦争が終わって祝島に帰ってくると、楽
団が幾つかできていて、高岡さんが歌を上手なこと
知っている人から誘われてつばめ楽団で歌うことに
なったということである。
つばめ楽団のメンバーは学校の先生が多かったこと
もあり、今では島の人で当時つばめ楽団にいた人は、
高岡さんと新庄譲さん（防府在住）だけになってし
まった。
そうお話してくださる高岡さんの声は張りのある高
高岡さん夫婦

祝島ネット２１会員アンケートより（３）
1月～2月にかけて祝島ネット21会員の皆様に行っ

○関東地方で是非お手伝いしたいです。また、友人

たアンケート調査。今回は、島外でのイベント参加

のイベント等で、ビデオ映像や祝島をアピールする

などに関するご意見を紹介します。

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。

◎祝島ネット21の活動として、島外でのイベント参
加に協力することについてどう思いますか？

○積極的に祝島応援団としてかかわってほしいと思

また、その際に参加や手伝いは可能ですか？

います。

○祝島の魅力を各地でアピールされるのは良いこと

○当地小平市でも祝島のイベントがあり、驚きまし

だと思います。可能な範囲であれば何でもお手伝い

た！感激でした。東京在住の女性の方がお話しさ

したいと思います。

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）

○アースデイ東京・祝島ブースをお手伝いしてみ

開催のイベントには協力しますので一声掛けてくだ

て、祝島だけでなく、山口県を、また自分の故郷を

さい。

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

○自分で立ち上げて積極的に参加する余力はないの

写真を見るだけでもホッとする人たちの多いことに

ですが、こういうイベントにネット21として参加す

驚きました。山口弁で話せて喜んだ人もたくさんい

ることは必要だと思います。全国各地で行われるこ

ました。会員の方で近くにいらっしゃる方には、ぜ

とには賛成です。お手伝いはしたいと思います。

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

○良いと思いますよ。関西でも開催されれば、でき

んいますよ。

る範囲で手伝います。

祝島ネット２１会報 第３０号
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お知らせ ＆ 募集
■「祝島よばれ会（仮称）」実行委員募集のお知らせ
山口県内とりわけ柳井・光・下松・周南エリアには祝島出身者が多く住んでいます。
しかし、なかなか一同に会する機会はありません。祝島出身者のつながりを広げ、また
祝島ファンの皆さんとの交流を行う機会を作りたいと考えています。
できれば炊事場の使える会場を一日借り切って、よばれの料理を島のおばさんたちと
一緒に作って、それをみんなで食べながらワイワイ楽しめるようなイベントにしたいと
考えています。
今のところ、光市周辺で11月の開催をめざしたいと考えています。そこで、一緒にこ
のイベントを企画・運営してくれるメンバーを募集します。協力していただける方は、
事務局の國弘までご連絡ください。メンバーが集まったら、できるだけ早く第1回目の実
行委員会を行おうと思います。

■2010年版祝島カレンダー制作担当者募集！
祝島ネット21では毎年祝島カレンダーを制作していますが、いつもギリギリになってあわてて制作していま
すので、今年は少し余裕のあるうちに、制作の担当者を募集することにしました。印刷の発注は11月初旬～中
旬をメドに考えています。担当していただける方には、カレンダーの形式・デザインを
お任せしたいと思いますので、ぜひ立候補をお待ちしております。こちらも連絡は事務
局の國弘まで。
◎連絡先：祝島ネット21事務局
電話：090-8069-5066

國弘秀人

メール：kunihiro@iwaishima.jp

編集後記
大変お待たせしました！（と毎回書いているような気がしますが・・。）記念すべき会報30号がようやく完成し
ました。30号を時間にすると、7年半も続いていることになります。毎号コラムを書いてくれている会員の皆さんの
おかげです。ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。そして、この会報よりも長く続いているの
が祝島不老長寿マラソン。今年が7回目でしたが、神舞年はお休みなので今年が9年目になります。私を含めて、こ
の大会を中心になって運営してきたスタッフも9つも歳をとって高齢化してきましたので(^_^;)、来年からは準備段階
からいろんな方に仕事を割り振っていかないと、体力的にきつくなってきています。特にコース整備は1カ月くらい
前から日曜ごとに、ボランティアを集めてやりたいと思います。どうかお手伝いよろしくお願いします。
さて、今回は上田先生の紹介で、石川芳己先生に登場していただきました。石川先生は祝島にはわずか1年しかい
らっしゃらなかったようですが、「祝島はとても印象に残っていて、想い出がたくさんある」とおっしゃっていまし
た。俳句が得意のようですので、会報に俳句コーナーを作るのもいいかなと考えています。
次号は11月末から12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 山口県熊毛郡上関町祝島
ホームページ http://www.iwaishima.jp/inet21/
いつも見ているハナグリ

