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 11月29日（日）に「第１回祝島よばれ会」～祝島出身者と祝島ファン交

流会～を山口県光市虹ヶ浜の虹ヶ浜連合自治会館にて開催しました。 

 祝島出身者や祝島ファンの皆様など約20名が食事会に参加し、楽しいひ

とときを過ごしました。マウンテンマウスのお二人も参加して、ライブで会

場を盛り上げてくれました。また、会場では祝島写真展や祝島関係の秘蔵映

像の上映会、特産品の販売なども行われました。当日は、地元の新聞（瀬戸

内タイムス）やケーブルテレビ（Kビジョン）も取材に来られました。 

 参加された皆さんお疲れ様でした。また、料理や食材を提供していただい

た皆さん、準備を手伝っていただいた皆さん、ありがとうございました。 

 

「第１回祝島よばれ会」を開催しました 

 祝島物語  絵・しげむらみちこ 

上田先生ご夫妻も参加 よばれといえば活躍するのは女性陣 

写真展なども同時開催 次回をお楽しみに！ 

よばれ会に集まって来た皆さん マウンテンマウスのライブ 



＜連載＞ 祝島の歴史を探る（３０）  ～祝島と野島（防府市）～  

                                         蛭子 葉子 

 今回「城南高校の報告書」は一休みして、会報の号

数とこのコラムの回数を帳尻あわせするために2つの

テーマについて書きたいと思います。いずれも 近興

味を持っていることで今後も少しずつ謎ときをしてい

きたいのですが、株内制度に絡む"家"や"本家・分

家"のことはみなさんのほうがご存知のことが多いで

しょうからいろいろと教えていただきたいと思いま

す。何回聞いても理解できない、島中が親戚違うの？

というくらい複雑な祝島の家の繋がりをここらで一度

整理してみたいので是非ご協力ください。 

 

 株内制度について調べているとき、屋号の調査報告

書『山口県の家名・門名・屋号』の中で防府市の野島

のところに、"野島の人々はこの島の草分けは「八姓

株」（ハッセーカブ）だと言う。祝島から来島した光

明寺の僧を尋ねてきた８人が住みつき、田畑を開いた

のがこの島の始まりだと言い伝えているのである。来

島の時期は明らかでない。"とある（『防長地下上甲』

にも書かれているそうです）のに気づきました。野島

のHPには「700年前に、防府市富海の一族が島に入

り込んで土地を開き、その後、石丸、西山、滝口、難

波、松本、古城、河部の7家が来島し、8軒株と称して

野島の開発の祖となったと伝えられています。」とあ

ります。この7家が祝島からきたということでしょう

か。 

 明治20年ごろまで伊美の神楽が野島にも来ていたと

いうことや、橋部さんにお聞きしたら「だから野島に

は石丸姓が多いということを聞いたことがある。」と

いうことでしたので祝島と野島の結びつきについても

調べてみると面白いでしょうね。 
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＜連載＞ 祝島の歴史を探る（３１）  ～株内制度～         蛭子 葉子 

 祝島で集落調査を行なっている広工大の森保先生

が、『株内制度』を研究していけば祝島の集落の成り

立ちがわかるのではないか、というようなことを講演

の中でおっしゃっていました。私も三浦三軒から派生

した祝島の"家"がどのような発展をしてきたのか、ど

のような歴史を築いてきたのかとても気になります。

父の部屋を掃除しているときに『株内制度』のことを

書いた書類をみつけました。父が何かを写したもので

これを手がかりにこれから少しずつ調べていきたいと

思います。冒頭には"株内調査の結果本家株17軒ある

も内、総本家有るはず成るも久保村転居（蜂尾部落引

越し）松本成りしや、それとも木下やも知れないが後

日の調査を望む"とあります。 蜂尾部落？祝島の地名

図と木村先生の「祝島の山道」（新名塩コースと尾根

道コースの間でしょうか）をあわせてみると蜂尾はか

なり山の上です。いきなり興味深い言葉がでてきまし

た。これからどんな発見があるのか楽しみです。 

野島と祝島には深いつながりがある 

蜂の尾はずいぶん山の上だが・・・ 
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株内制度に関する書き写し（右から左へ見てください） 
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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31回目は、今年から副会長を務め

る黒磯達則さんです。 

 会員の皆さんこんにちは、一応「祝島ネット21」

の副会長をしております黒磯達則です。 

 私は現在、防府市在住、自動車の製造工場に勤めて

います。祝島に生まれ、祝島で育ち、高校も毎日船で

通学していましたので「絶対に船酔いはせん！」と自

信があったんですが、歳のせいか 近弱くなったよう

な気がします。 

 

 子供の頃は夏休みに「ことしお」に乗って柳井に連

れて行ってもらうのが楽しみで、よく駅前の「大丸」

に行って、屋上にあるお金を入れると巫女がおみくじ

を持って出てくるカラクリがあったんですが4回に1

回位失敗してみたり、ジュースを買おうとしたら

ジュースが出てくる前にカップが倒れてお金が無駄に

なったりして・・・ベソをかいてる私の横で笑ってる

家族が大好きでした。今、思えば私達が子供の頃は楽

しみがいっぱいあったような気がします。 

 「神舞」はもちろんですが「十七夜」や「むしおく

り」、喧嘩山車で盛り上がった「秋祭り」、学校が昼か

ら休みになる「むろづみ市（正式名がわからん）」、祝

い事がある度に行われる「よばれ」や餅まき・・・今

みたいにゲーム機とかはなかったけど毎日がとても楽

しかった。 

 

 そんな祝島も過疎化と高齢化が進み、そこにもって

きて「原発問題」が大きく圧し掛かってきている。私

も10月に平生の田名埠頭で行われた「反原発集会」

に参加させてもらったんですが、ビックリしたのは参

加している人の多さ、祝島以外からたくさんの人が参

加されていて、もう感謝感激あめあられ（完全死

語）、そして日本全国から届けられた、道を埋め尽く

さんばかりの何百何千の応援メッセージ（旗）を見た

時は涙が出そうになり、改めてこの「原発問題」の重

大さを思い起こさせた一日でした・・・。ヒデト（國

弘）に「副会長をやってくれえ」と云われて何をすれ

ばいいのか解らず、結局この一年何もできなかったん

ですが、これからはこういうイベントに出来る限り参

加していきたいと思っています・・・。 

 

 若い頃は山口県内でも「祝島」と言ったら「ど

こ？」「何県？」と言われて肩身の狭い思いをしてい

たんですが、 近はけっこう有名（良きも悪きも）に

なり、会社でも「昨日テレビで観たよ」などとよく声

を掛けられるようになり嬉しい限りです。若い頃には

そうは思わなかったんですが、ここ 近になって「祝

島という故郷があってほんとうによかった」と心から

そう思います。これからもみんなの力で祝島をもっと

もっと盛り上げていきましょう・・・。 

 後に、こんな私ですが「祝島ネット21」同様こ

れからもよろしくお願いいたします。 

                 ＜黒磯達則＞ 

会員リレーコラム（３１）    ～ 黒磯 達則 さん ～ 

小学2年の学習発表会のときの写真。繁田先生撮影。 

2年前、藤井先生を囲む飲み会で。一番手前が筆者。 
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 ＜連載＞魚・さかな・肴（３０）  ～ ハモ ～           木村 力  

 ハモは祝島でもハモです。祝島でも夏が旨いと言わ

れています。 

 昔はハモのはえ縄が盛んに行われていたようです。 

子ども時代に、このハモは私に身近な魚では無かった

ように思います。我が家では、はえ縄をやっていな

かったからだと思いますが、それでもイケマで泳ぐハ

モを見たり、どこかのおじさんがハモにかまれたとか

言う話は耳に入ったりしていました。ハモの噛む力は

相当強いようです。しかも、他の魚と違って上下のあ

ごの真ん中に列

になって牙のよ

うな歯（犬歯）

が並んでいま

す。これに噛ま

れたら、と想像

するだけでかな

りの恐怖です。 

 この頃、時々エビ網にのったのを貰います。減って

いたハモが 近増えてきたのでしょうか。  

 普通アナゴと同じように、つけ焼きや湯引きにして

食べるようです。皮を切るくらいまで切らないと小骨

があります。したことはないのですが、天ぷらにして

も旨いことでしょう。湯引きは酢味噌か、梅肉につけ

て食べています。 

つけ焼き 

湯引き 
ハモの口の中 

２０１０年版祝島カレンダーができました 

 すでに会員の皆さんのところには

届いていると思いますが、2010年

版祝島カレンダーを制作しました。

今回は趣向を変えて、しげむらみち

こさんのユーモアあふれる島ネコの

イラストで作ってみました。このま

ま壁に貼っても使えますし、ひと月

毎に切り離して壁掛けや卓上カレン

ダーとしても使えるようになってい

ますので、ぜひいろんな場所で使っ

てください。 

壁掛けにもなります 2010年版カレンダー 



英 一番 初に祝島に来たときの話、覚えてます？ 

熊 一番 初に、「祝島ですよ」と言われて初めて

島の名前を知ったという状態よね(笑)。それで、母

と一緒に、「どこにあるんかね」て言うて。 

英 大学卒業してすぐですか？ 

熊 いえいえ、3年間ね、臨採の先生をやりようっ

たのいね。それでなかなか、何遍も何遍も受けても

なれないで、やっと通って、教育委員会へ呼ばれ

て、「あなたはここですよ」と言われて、「祝島で

す」って言われて、「えっ、祝島ってどこです

か？」(笑)。 

英 山口県なのに(笑)。 

熊 知らなかった。それで家へ帰って、「祝島って

いう所に、私、行くことになったんですよ」って

言って、母と一緒に地図を探してきて、「あっ、こ

こじゃあ！」って言うて(笑)。 

秀 山口県の中のどこかわからんかった？(笑)。 

熊 そう。でも、熊毛郡っていうのを言ってたか

ら、そりゃあ探す所はわかっとったんじゃけど、

「祝島」って名前を知らなかった。 

英 知らないとこは、「違うとこに変えてくださ

い」とかいうの、言えないんですか？ 

熊 言えるわけないじゃない！(笑)。やっと就いた

のに。本採用してもらえるだけでも、もうそれだけ

で舞い上がっちょったんじゃから、もうやってもら

えたいうだけですごいうれしかったんよ。3年間ず

うっと臨採で、3ヶ月とか6ヶ月とか間がようけ空

いて。女じゃったからね、まだよかったけど、男の

先生なんかはね、間が空いちょると、家を一歩も出

んとこうして…。職に就いてなきゃすごい恥ずかし

いっていうのいね。近所の目に、「あそこのあれは

何しようるんじゃろう」って言われるから、一歩も

出んでずうっと家ん中へおったって言われるぐら

い、せんなぁ思いをしようっちゃった時代じゃけえ

ね。そいじゃけえ、就いたらうれしかったの。だけ

ど、名前を知らなかったって(笑)。そういうあれ

じゃったけえ、すごい印象に残ってね(笑)。言われ

た「祝島」っていう名前がね。 

英 それで、初めて来た時は？ 

熊 うん、初めて行ったとき、船に乗るじゃあ。一

応行き方を教えてもらって、宿は、学校へ電話した

ら先生が「用意しちょくけえ」と言われて。 

英 それが田尾のおばあちゃんちでしょう？ 

熊 そうそうそう、うん。 

英 初から田尾のおばあちゃんち？ 

熊 そうそう。それでまぁ荷物をやって、船に乗っ

たのはいいけど、行けども行けども着かんじゃあ

(笑)。どうなっちょるんじゃろう？こりゃあ四国の

方まで行ってしまうんじゃあないだろうかって、

すっごい不安じゃった。だって船に乗ったっていう

のがあまりないでしょう、経験。そりゃあ松山へ行

くフェリーにゃあ乗ったことあるけど、ああいう小

さな船でね、コトコトコトコトって乗っていく。そ

れで、あっちこっちとまるじゃ。あっ、ここかな？

思うたら違う(笑)、ここかな？思うたら違う(笑)。ど

こまで行くんじゃろうか(笑)って、すごい怖かった

よ、ほんと(笑)。 

 だけど、高松先生がね、高松先生がちょうど祝島

小学校で同じときに新任で、新任の研修に行ったと

きに顔を知っちょる人がおっちゃったけえ、あの人

も行くんじゃから、あの人の降りる所でええんじゃ

と思って(笑)。 
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現在の熊野先生。光市室積にお住まいです。今年10月
に開催した「ハッピーアイランド祝島写真展」に来て
くださいました。 

 ＜連載＞ 先生、お元気ですか？ （第１２回）  ～ 熊野 矩子 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 近のご様子などを紹介していただくコーナーです。第12回目は、昭和46年度から3年間、祝島中学校に赴任

された熊野矩子先生にご登場願いました。3年目に担任した津野崎（旧姓木村）英子さんとの爆笑トークをお届

けします。                      ※ 熊…熊野先生。英…津野崎英子。秀…國弘秀人。 
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英 高松先生もそうか。祝島におったんじゃ。 

熊 そうそう、祝島小学校にわたしと同じ年にみえ

ちゃった。 

 それで、ようやく着いたら、すごい先生らがいっ

ぱい、人がいっぱいこう出てくるんじゃあ、船を見

に出て。ビックリしたいね。「これ、何なんです

か！？」って(笑)。 

英 みんなが迎えに来てくれたんですか。 

熊 うん。先生らもおっちゃったしね。先生らしき

人。顔見てもわからんのじゃけ。だけど、こんなに

人がいっぱい迎えにくるいうのが恥ずかしい(笑)。

もう恥ずかしかったような思い出があるよね。 

 校長先生と誰やったのかな。来ちゃった先生、ま

だ他にもおっちゃったいね。男の先生と、あと女の

先生はわたし一人じゃったもんね。赴任したとき。 

英 えっ～、みんな男？ 

熊 女はわたし一人。 

英 へえ～。 

熊 で、あとで臨採の先生が一人入ってきちゃった

けどね。あのときは男の先生20人ぐらいおる中で

一人女(笑)。 

英 へえ～、そうじゃったんじゃあ。 

熊 いや～、ほんと地の果てに行くような気分

じゃったよ(笑)。 

英 へえ～、 初の2年は担任がなかったんですよ

ね。 

熊 そうそう。 

英 国語の先生でずっと。 

熊 そうそう。それで、一番 初にあなたらのお姉

ちゃんらの学年じゃあ。男の人、みんなすっご～大

きゅうて、たくましい～のがおいかったの。聞いた

ら、平均身長、県の平均身長より大きかった。高い

というよりね、大きい。 

英 田尾のノブとか、江本のヒロ坊とかね…。 

熊 すっごい怖いぐらいね、わたしがチビじゃけえ

余計思うんかもしれんが、怖いような気分。それで

人数は40人近くね。島じゃからそんなに、人数

ちょろちょろっとしかおらんと思うたら、一学級

40人って。全員で百何人って。「うそじゃろ

～！」と思うて(笑)。 

英 あのころは多かった。 

熊 中学校でねえ、百何人って、島でねえ。信じら

れんでしょ。そんな大きな島じゃあのうて。 

英 人数はそのころはね、おいかったけどね。 

熊 子どもはおいいしね。あの狭い教室でぎっしり

じゃあ。 

英 ２クラス、うちらの上まで２クラス。 

熊 いや、お姉ちゃんのクラスは１つ。 

英 姉ちゃんらは１つじゃったの。 

熊 それでおまけに大きい男の子ばっかりがね、お

るのにね。それで、言葉が全然わけがわからない

(笑)。 

英 祝島弁？ わからなかったですか？ 

熊 わからんじゃった。 

英 敬語を使わないでしょう？  

熊 敬語もくそもなかった(笑)。言葉がわからない

の。「わたし、やっていけるでしょうか？」と思っ

て(笑)。だって、一番 初にね、歓迎とか三浦か

どっかへ…… 

秀 遠足？ 

熊 うん、子どもらがしゃべるのを聞くのに、わた

し、外国へ来たのか(笑)と思うぐらい、ほんっとわ

からんじゃった。何をしゃべってるか、何を言って

るのかが。それをいつごろ理解できたんかね。国語

の先生じゃのによくわからんじゃろう(笑)。でも３

年間おればねえ。 

英 何とか通じる… 

熊 何とかどころじゃない、べらべらしゃべりよ

うった(笑)。 

 農協かな、あったじゃあ。あそこへ学校の用事で

行って、金田さんとしゃべりようったら、「あん
当時の熊野先生（中央） 



たぁ、島ん子か」って(笑)言われてしまうぐらいしゃ

べって。それで、校長先生に「あんた、ちょっとおい

で」って言うから、「何でしょうか」って行ったら、

「あんた、国語の先生じゃからね、もうちっと正しい

言葉を使おうや」(笑)言うて叱られるぐらい(笑)言わ

れた、「すみません」って。 

 どこからどうなったのか。でも子どもとね、一緒に

こう生活するうちにだんだん覚えるようになったん

じゃけえね。すごい、あんなにしゃべれるようになる

とは自分で(笑)思うてなかった。ほんと外国へ来たよ

うな気分じゃったのに。どこでこうなったんじゃろう

かと思うたら、どこら辺からかねえ、話が通じるよう

になって、ねえ。いつのまにやらべらべらとしゃべっ

て、室積に上がってきたときに祝島弁を出してしまっ

て、子どもらにかもわれたことがある(笑)。 

英 どこの言葉って？ 

熊 いや私が言ったように言われようった、わたしが

言った言葉をわざと言ってね、言われようったけど。 

英 「うら～」とかって？(笑)「うら」は言わんじゃ

ろうね、先生がそりゃあ「うら」は使わんじゃろう。 

熊 何て言うたのか、覚えてないけど言ったらしいん

よ。じゃけ、耳に入るから覚えやすいんかもしれん

ね。やっぱり外国語も同じじゃ。目で見て覚えたのは

全然役に立たんけど、行ったらすぐしゃべれるように

なる。 

英 生活に入るのが一番早い。 

熊 うん。祝島の言葉を使いたけりゃあ祝島に(笑)。 

英 そうそう。 

 

英 休みの日は帰ってなかったですよね。先生、ほと

んど祝島にいましたよね。 

熊 いいやあ、帰りようったよ。 

英 帰りようった？ 

熊 帰った。毎日曜日ぐらい帰りようったよ。 

英 山口に？ 

熊 山口。帰るの、大変よね～。 

英 そうよね、毎週帰りようったらね。 

熊 先生、どうやって帰るかいうたら、船へ乗ってバ

スぃ乗って電車に乗ってバスに乗って帰る言うて、あ

きれられた(笑)。 

秀 昔は土曜日もやりようった、学校はね。 

熊 そうそう。じゃけえ、土曜日の昼便に乗って帰っ

て、家に着くのは夕方ごろじゃけえね。それで、次の

日の昼前ぐらいにゃあ出んにゃあいけん(笑)。じゃ

け、ほんのわずかの間じゃけど。 

英 帰りようった。 

熊 そうそう、帰るなあ帰りようったよ。母一人じゃ

けえね。その頃は、じいさんばあさんがおるなあおっ

たけど、いやあ、そりゃあ帰るなあ大変じゃった。山

口じゃけね。電車乗ってバスに乗らんにゃあいけんの

がせんなあけど、それでも山口市からはすぐじゃった

けえね。 

英 萩の方じゃなくてよかったね。 

熊 そうよ(笑)。 

英 帰られんよね。 

 

熊 はじめ、本採用の先生になれたちゅうのがうれし

かったのいね。ええ先生じゃったかどうかは怪しいん

じゃけど。 

英 蹴られよった。よう蹴られようった。 

秀 3年おって、担任したのは？ 

熊 1年間ね。この人ら持って。 

英 初めて。生まれて初めての担任。 

熊 そうそう(笑)。28人。 

英 そうそう。少ない人数でね。 

熊 ちゃあんとした勉強もしてないのは、ええ加減な

先生じゃったけえ、あれじゃったろうと思うけど。担

任はこうやらんにゃあいけんとかいうようなあない

じゃあ。 

英 うちらも１年じゃったけえそんなに勉強とかもあ

んまりしようらんかった(笑)。 

秀 すりゃあせん。 

英 ねえ。しようらんかったような。 

熊 しようるような人がおったの？(笑)。 

英 クラブ、先生は何ですか？ 

熊 わたしはあまりやりよらんかった。 

英 持ってなかったよね。 

熊 うん。だってなかったじゃあ、ほとんど。男の先

生がやりようったけえ。 

英 そうそう、テニスは藤井先生じゃったしね。バ

レーは… 

秀 西寺先生じゃったんかいね。その前は上田先生が

おった。 

熊 あ、上田先生がバレーじゃった。 
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英 卓球は？ 

熊 石光先生が卓球やったかね、柔道やったか。覚え

てない。とにかく男の先生がいっぱいおってじゃけ

え、わたしら、あんまりね。あ、バレーは強かったん

よ。 

英 バレーは割と。カコちゃんらも、１こ上のね。 

熊 県体に出たのをね、わたし、山口じゃったけえ応

援に行ったことがあるんよ。家から帰って応援に行っ

た覚えがあるけえ、強かったんと思う。 

英 そうそう。それで、ほんとにあの頃はクラブが

ね、すごいいろいろ… 

熊 夜遅くまでようやりようったよ。 

英 それで、柔道部が強かったのは覚えちょる？柔道

の人がそのまま高校でレスリングに入って、レスリン

グがものすごいまたね、強かった。高校のときサクラ

（桜ケ丘高校）で… 

熊 誰やったっけ？ 学校のすぐ上の… 

英 稿一郎でしょう？河村の。 

熊 河村君かねえ、強かったの。稿一郎君じゃったん

かねえ、名前を思い出せんじゃったけど、強かったの

を見たことがある。すごいなあと思って。 

英 ラスベガスまで行ったよね。 

秀 日本の代表でね。 

英 それでいつもあの人に負けようったんて。オリン

ピックの金メダルをなくした人、…小林？ 

秀 あれに負けようったん？あれと同じぐらいなん？ 

英 あれと同じやから、小林君の次くらいにおったら

しい。じゃけえ相当強かった。 

熊 新聞か何かに名前が出ちょるのを、あっ、頑張っ

ちょるんじゃあと思うて、見た覚えがあるもん、すご

いなあと思うて。 

英 うん、強かったんよね。 

熊 何でかねえって。島の生活が鍛えることになるん

かねえって(笑)。あのナナメの階段を駆け上がって遊

んで(笑)。 

英 ね、すごいちっちゃい頃からさたましかったらし

いけえね、稿一郎は。 

秀 全体的に体力があるような気がする、祝島はね。 

熊 ね。あんまりこうがっちりちゅう感じじゃないん

やけど、なんかあるね。筋力があるっていうか。 

英 生まれ持ってる何かがねえ。でも島におるからっ

てとろい人もおるけどね(笑)。 

秀 おるおる(笑)。 

熊 そりゃそうじゃろう。みんなじゃったら、そりゃ

あすごいギネスブックみたいな…(笑)。 

 

…ということで、熊野先生の爆笑トークはまだまだ続

きます。この続きは次号をお楽しみに。 

 ＜連載＞花*花クイズ（３０）                     橋部 好明 

 前回の花・花クイ

ズの答えは、センニ

ンソウでした。 

 初秋に林緑や道

端、線路沿いに白い

ベールがかかってい

たら本種の花の群れ

です。 

 花弁は有りませんが十字の萼（ガク）や雄しべが白

く映えます。花が終った後、雌しべの花柱が伸びま

す。それに白く長い毛が密集してまるで仙人の髭のよ

う…で、名付けられました。根は漢方で鎮痛や利尿に

効くようです。 

 

 さて、今月の花の名は？ 

 晩夏から秋にかけて花開いて、結果して赤い実にな

ります。用途は薬用として珍重されます。 
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＜連載＞ 楽団誕生物語（８） ～朝鮮戦争と日本改造論～ 花田 惠美代 編 

 戦後の貧困時代の祝島を救ってくれた海の幸、山の

幸も時代の移り変わりとともに変化していった。豊漁

だった鰯網漁も昭和25～26年ごろからだんだんとれ

なくなり、祝島の漁師の自慢でもありどこの市場でも

高値で取引されていた一本釣りの活鯛やヤズ・ハマチ

なども養殖技術の向上等により、急激に価格が下落し

てきた。 

 農家は農家で、唯一の収入源だった米やみかん等も

外国産の大量輸入に押され、みかんなどはジュースに

なるような二束三文の価格となり、ほとんど採算がと

れないような苦境に追い込まれていった。 

 こんな状況下、朝鮮戦争が起こり、国内では日本列

島改造が始まって、若者が容易に島外で職を求めるこ

とのできる時代となった。朝鮮戦争が勃発すると、ア

メリカが大量の軍需用物資を日本に発注してきたこと

により、日本経済は生産も消費も戦前の高水準を突破

して一気に好景気に恵まれたのである。 

 祝島では、昭和25年ごろから若者たちが高収入を求

めて宇部や大嶺の炭坑、あるいは阪神地方へと出てい

くようになり、昭和30年ごろには、島に残っている若

者といえば農家や漁師の跡取りだけとなった。その結

果とも言えるであろうが、これまで結婚するといえば

祝島の人同士がほとんどであったのが、このころから

島外の人との結婚が多くなった。 

 家に若者がいなくなったのは、小桜楽団の練習場所

だった藤本連中でも例外ではなく、まず長男が職を求

めて下関へ出ていき、ついでこの記事の筆者も昭和24

年12月に祝島をあとにした。この2人が多分、戦後島

を出始めた 初でもあろう。その後、次男、三男も雪

崩を打つように町に出ていった。こうして男組がいな

くなり、若衆宿だった藤本の二階が使われることもな

くなり藤本連中は終息した。それに伴い小桜楽団も自

然消滅となった。 

 そんなわけで、小桜楽団が大々的に演奏を披露した

のは、戦後すぐの昭和21年、祝島の大洋館で行った1

回だけであった。 

 

  ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

 多いときにはあの小さな島の中に4～5楽団あったと

言われる楽団（今でいうバンドだろうか）の活躍時期

も以外と短かったようで、メンバーが島外に出ていく

に従って自然と解散ということになったようです。 

 次回は、小桜楽団の歌姫といわれた難波文子さんの

お話を伺ってみたいと思っています。 

（花田） 

元藤本連中のミニ同窓会。（昭和30年代） 昭和27年の神舞 

電話回線の海底ケーブルを引く工事（昭和30年代） 
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Let’s Learn English in Iwaishima !       岸本 智恵美 
  

 From October 10th till 12th, an accounting firm visited Iwaishima as a 
company trip from Osaka. The name of the firm is Hayashi Mitsuyuki 
Accounting Firm. Midori-chan, who had lived in Iwaishima until 15 years old, is 
an employee of the firm. So Mr Hayashi decided to come to visit Iwaishma. 
 

10月10日から12日まで、大阪から会計士事務所が社員旅行で祝島に来たんじゃあ。 

15才まで祝島に住んじょったみどりちゃんがそこの社員じゃけえ、林所長さんが祝島に来るこ

とを決めたんといで。 

 Oh, really?  Were they here for 3 days? How did they spend 
their time? Because there was nothing to do here. And what 
were their impressions? 
 

うら、ほんとで？ ３日もおったんで？ 何にもせることがなあんじゃが、

何にょうせたんじゃろうかのんたあ。ほいてどうじゃったんじゃろうか？ 

 They were deeply impressed with nature and a peaceful life of 
Iwaishima. 
The first day, they went to the Miura Bay to see the sunset. They said, 
'it was beautiful and was the first time to see the sun set on the sea.' 
They also enjoyed riding on loading platforms of trucks.   
Next day, they went to Mr. Taira's rice field with the great stonewall. It 
took about 2 hours because a 1-year boy, who was a member of the 
tour, went there with a buggy. Everybody enjoyed hiking to the 
stonewall. 
  In the afternoon, they went to Mr. Ujimoto's farm and enjoyed playing 
with pigs. In the evening, they had a BBQ party at the beach. They 
looked very happy with rich seafood.  
  The last day, they enjoyed walking through the path with stone walls 
'nerihei'. Before leaving Iwaishima, they traveled around the island on 
the liner 'Iwai'. We also appreciate them visiting Iwaishma and learning 
about Kaminoseki  Power Plant.  
 

祝島の自然や生活に感激せちょったで。 

初の日は、三浦に夕陽を見に行ったんじゃが、は

じめて水平線に沈む夕陽を見たり、初めてトラック

の荷台に乗ったりせて喜びょうったで。 

次の日は平さんの石垣に行ったんじゃあ。一歳の男

の子がバギーで行ったけえ、２時間かかったが、み

んなゆっくり山歩きを楽しんだんで。昼から氏本農

園に行って豚を見て遊うで、夕方は浜でバーベキューをせたんじゃあ。シーフードが

いっぱいでうれしそうじゃったあ。 後の日は、練り塀の道を散策せたし、定期便｢いわ

い｣で祝島を一周せて楽しんだんで。 

林さんたちが祝島に来てくれたり上関原発のことを知ってくれて、わしらも嬉しかった

いで。 

Hashibe-san 
（橋部さん） 

Fumi-chan 
（フミちゃん） 



お知らせ ＆ 募集 

カンコロ作り 

 今回も(^_^;)大変お待たせしました！この言葉がすっかり冒頭の決まり文句になってしまいました。毎回反省はしてい

るのですが…。今年もあとわずか、来年こそは発行予定日にしっかり発行できるように、心を入れ替えたいと考えていま

す。それにはコラム担当者の皆さんの協力も必要ですので、ひとつよろしくお願いいたします。 

 さて、話は変わりますが、私が祝島にＵターンしてから、もうすぐ丸10年になります。この10年間、いろいろとやって

きたと言えばやってきたし、祝島を取り巻く状況もずいぶん変化したと思うのですが、自分自身としては10年も経つのに

何だか大して進歩してないなぁ…と感じてしまうのです。一方で、10年分しっかり年を取ったという実感はあって(^_^;)、

体力的に結構つらいことが多くなってきました。来年は年男でもあるし、やるべきことを一度整理してみて、でも一方で新

しいことにもチャレンジできるような一年にしたいと思っています。 

 皆さんはこの一年、どんな年だったでしょうか？来年はどんな年にしたいと考えていますでしょうか？ まもなく2010

年を迎えます。皆さん良いお年をお迎えください。 

 次号は来年2月末に発行の予定です。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/ 

■祝島ネット21のパンフレット制作担当者募集！ 

 来年は祝島ネット21が発足して10年目にあたります。そこで、以前から話は

出ていましたが、なかなか実現しなかった祝島ネット21のパンフレットを作りた

いと考えています。パンフレットの内容やデザインを事務局と一緒に考えて制作

していただける方を募集したいと思います。連絡は事務局までお願いします。 

 

■会報の新しいコーナーのアイデア＆担当者募集！ 

 年に4回発行している祝島ネット21会報「いわいしま通信」の新しいコーナーのアイデアおよび担当者を募

集します。コラム、俳句、イラストなど祝島に関係する内容ならなんでもOKです。毎回でなくても２回に1回

掲載とかでも大丈夫です。自分自身のアイデアでぜひこの会報をもっと楽しく充実したものにしませんか？ 

こちらも連絡は事務局まで。 

 

■会員アンケートのお知らせ 

 毎年この時期に実施している会員アンケートを今年も実施します。日頃思っている

ことやアイデアなど、たくさんの意見をお待ちしています。また、来年の役員の投票

も一緒に行います。アンケート用紙が届きましたら、よろしくお願いします。アン

ケート用紙の発送は年明けの予定です。（来年の会費の振込用紙もアンケート用紙と

一緒に送りますので、こちらもよろしくお願いします。） 

 

  ◎連絡先：祝島ネット21事務局 國弘秀人 

   電話：090-8069-5066 メール：kunihiro@iwaishima.jp 


