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 かねてより祝島で撮影が進められてきた二つの映画、鎌仲ひとみ監督の

『ミツバチの羽音と地球の回転』と、纐纈（はなぶさ）あや監督の『祝（ほ

うり）の島』がまもなく公開されます。 

 撮影が開始された頃は、いつも元気でおしゃべりな島のおばちゃんたち

が、カメラを向けられた途端、「恥ずかしい」と顔を隠したり、「照れくさ

い」とマイクの前から逃げたり、借りてきた猫のように黙ってみたりしたよ

うでしたが、彼女たちの撮影が進むにつれ、カメラやマイクを向けられて

も、いつもどおりの元気な笑い声でいられるようになっていました。それ

は、スタッフも含めて彼女たちの生活そのものが、日を重ねるにつれ、島の

人たちの生活に溶け込んでいったからでしょう。彼女たちは祝島の“何”を

映像に残されたのでしょうか…。 

 

 『六ヶ所村ラプソディー』を代表作にもち、全国のあちらこちらを飛び回

られ、小柄なその身体のどこにそれほどのパワフルさが隠れているのだろう

と思われる鎌仲ひとみ監督は、「普段私たちが見過ごしている自然循環は大

きな力。それを敵にするのではなく、共に生きるという感覚こそ、自然の法

則に逆らわずに、持続可能な安心して生活できる未来ではないだろうか。」

と、この映画を見た人々が自分たちの意志で再生可能なエネルギーに移行し

てゆく力にしたいと思っていらっしゃいます。映画『ミツバチの羽音と地球

の回転』は4月中旬に祝島でお披露目上映会、その後5月1日に山口市で上

映会が決まっています。 

 

  一方、「島に来るたび、ふるさとに帰ってきたような気持ちになる」と

言われる纐纈あや監督。彼女の笑い声は、島のおばちゃんたちに負けないほ

ど元気で明るく、「これから私たちが、何を選び、どんな未来を創造してい

くべきなのか、重要な岐路に立たされていると感じている。その未来への希

望は、祝島の人たちが大切に育み、お金には換えられないと、守ろうとして

いるものの中にこそある。」と、封切りにむけて、ただいま映画『祝の島』

の編集真っ 中です。映画『祝の島』は4月末の祝島でのお披露目上映会に

続き、ゴールデンウィーク中に山口県内上映ツアーが決定しています。お近

くの方はぜひ上映会に足を運んで下さい。詳しい情報は下記のサイトをご覧

ください。 

 

 ◎映画『ミツバチの羽音と地球の回転』オフィシャルサイト 

   http://888earth.net/ 

 ◎映画『祝（ほうり）の島』オフィシャルサイト 

   http://web.me.com/polepoletimes/hourinoshima/ 

祝島を舞台にした映画２本、まもなく公開！ 

 祝島物語  絵・しげむらみちこ 



＜連載＞ 祝島の歴史を探る（３２）  ～『祝島の歌』～      蛭子 葉子 

 話は脱線してばかりですが、先日、以前紹介した村

上文庫の話をする機会があり、村上文庫訪問の際いた

だいた本のことを思い出したので、ここでまた紹介し

たいと思います。 

 

『祝島の歌』 

 昨年九州の陵を北上して本州の西端を掠めて日本海

に抜けたデラ台風（※注1）は周防灘で青葉丸を襲っ

て船員船客百四十名が無残に海に呑みこ

まれてしまった。遭難箇所はまだ沈没船

体が見つからないので的確には分らない

のだが、姫島の東北数里と報ぜられてい

るから、姫島と祝島のあたりであろう。

新聞でもここを魔の海という語を使って

あったが、別に深い意味もなく書かれた

言葉であろうが事実ここは古い時代から

航海者を苦しめた魔の海である。中国四

国九州間交通の航路が相錯綜する灘なの

でこうした海難の文献は至る処に見出さ

れるのである。今でこそ九州と本土との

交通といえば、下関海峡を渡ることしか

考えないが、元来この道は九州高千穂勢

力と出雲勢力との交通に 短距離であ

り、当時の交通事情の条件に適応して居

るが為に通られた道でありその後九州勢

力の中心が近畿へ移って後も、惰性によ

り、又地方勢力がこの沿線に残こされて

いた間暫くは生命を持っていたが、周防

の国府が佐波に置かれるに至って、自然

九州へ渡る道も西へ移って行ったことで

ある。 

 

 その初期の九州と都とをつなぐ内海の

航路で、周防灘に入るまでは浦伝いの旅

であるが、この間姫島・祝島の間が一番

広い海を渡ることになるので、航海術の

幼稚な時代では大きな恐怖であつた。前

に述べた万棄集十五巻、遣隋使の歌の中

にこの祝島の歌が二首ある。 

家人は帰り早や来と祝島祝ひまつらむ

旅行くわれを 

（家に居る人は早く帰ってくるようにと、この旅に出

ている私を（伊波比之麻）神様に祈って待っているの

であろう。） 

草枕旅行く人を祝島いく代ふるまで祝ひ来にけむ 

（この島は旅にでている人の無事を神に祈ると云う名

の祝島であるが、その名の通り、今までに幾年になる

まで旅人の無事を神に祈って来たであろう。随分久し

いことだろう。） 
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鴻巣訳万葉集より 
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 この歌なども、祝島が古代交通の要衝に当り、ここ

から恐怖の海に漕ぎ出す時、神に祈りを捧げることに

よって祝島の名が起ったことを知らなければ、万葉の

時代既に交通路から遠く外れてしまった洋中の孤島に

古えの思いを寄せて歌った歌も、単に祝島の名に興味

をもって歌った文学の遊びの歌に過ぎないことになる

のである。されば鴻巣氏の全釈（※注2）にも，第二

の歌を"少し曖昧な点がある。併し略解に「昔より旅行

ゆく人を幾代まで斎ひ来り島の名に負けむ也」とある

ように解するのは無理であろう。祝島という名によっ

て神を祝ったのである。前の歌と同じく島の名によっ

て思ひついたことを詠んだ旅中即興で淡い興味をもっ

て詠んだのである。"と解して居られるのも無理からぬ

ことであるが、然し解釈の如何によって輝きを添える

程の歌ではないけれども、唯、そうした軽い思いつき

の遊びの歌でなく、古い旅路を思い起しての感慨を含

めたものであることを認めてやらなければ作者に気の

毒である。祝う又斎うと云うのは神を祭って守護して

貰うという程の意味であろう。当時ではそれ程海の旅

が苦手であったことを思わしめる。脆弱な小さな船で

少し大きな風波に遭おうものなら全く手も足も出な

い。或は又船中悪疫が流行り出したという様な事が

あっても、唯神の加護を頼る外に手段はなかったので

ある。 

 後漢書の東夷伝に古代日本の航海のことを書いた処

があるがその中に"行来って海を渡るに、一人櫛沐せ

ず、肉を食せず、婦人を近付けず、名を持衰といふ。

塗にあって吉利なれば即ち雇ゆる財物を以てす。もし

病疾，害に遭はば以て持衰謹まずと為し、更に共に之

を殺す。"とある。この記述がその習俗の精神に適って

いるか、否かは疑問だが、結果はそうした形で

あったであろう。若し航海中禍が起れば、神を祭

る役の持衰（※注3）は神の怒りに触れたものと

して自らを犠牲として神を祝わなければならな

い。 

万葉の時代にはもうこうした習俗は残っていな

かったであろうが、十九巻に 

櫛も見じ屋ぬちも掃かじ草枕旅行く君を斎ふと思

ひて 

などその吉俗に相通うものである。旅なる夫を斎

うに妻は持衰の心を以て護まねばならぬ。家を掃

かぬことは又旅立つまで敷いていた一枚の畳に要

約される。 

大王を島に流零らば、船あまりい帰り来んぞ、吾が畳

斎めことをこそ畳といはめ、わが妻はゆめ 

万葉集十五巻、遣新羅使の航海中、壱岐島に雪連宅満

が病死した時の長歌 

韓国に渡る吾が背は、家人の斎ひまたねか、ただ身か

も過ちしけむ･･･（中略）…大和を遠くさかりて、岩が

ねの荒き島根に宿りする君 

「斎む」「忌む」は、積極的に自我意識による新たな

る行為思念にふみ出すことを嫌って、内に澄み入り、

神に合することの謂で、単に「穢れを忌む」ことと解

すると、身穢みをやめ家を掃かぬことが物忌みである

意味がわからなくなって来る。 

 

祝島が西へ渡る旅人の斎いの島であったと同時に、九

州から東へ上る旅人には姫島が祝いの島であった。摂

津風土記の比売島松原の条に、応仁天皇御宇のことと

して、 

"新羅に女神あり、その夫を遁去れ来て暫く筑紫の伊波

比乃比売島に住みて、乃ち日ひけらく、此島は猶遠か

らす。"とある。この伊波比乃比売島というのは，この

姫島であるが、之に「いはひ」の字が冠されてあるこ

とに就いては、小串重威の「日女島考」（※注4）に

は"印ち今もこの豊後周防の間の海をすべて伊波比洋と

いふ。この洋中に伊波比島ありて万葉の歌にもありと

あって、祝島があるからこの海を祝洋といい・・"祝洋

にあるから姫島を祝の姫島というという結論であった

ように記憶するが、私などその付近に住んでいて、こ

の東周防灘に「いはひ洋」という称呼のあることを外

に聞かない。恐らく「伊波比」の字を解かんが為の論

者の強弁であろう。やはりこの海を渡る斎いの島であ

いはひ灘？ 
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るとのこころで、古くは姫島にも周防の祝島に対して

祝の島の呼称があったと見るべきであると思う。若し

海にも祝洋の名があるとすれば、この海を、神を祝い

つつ渡るが故の名で、島の名とは別にして考うべきで

あろう。国名などは国の字を省いて知名に冠するのは

普通であるが、陸地の名から移った海洋の名に海域は

灘の字を省いてそこの島名に冠することは例のないこ

とである。新羅の女神が姫島に一時移り住んだという

話は、この島が韓土より都へ通う交通路に当っていた

という一つの旁証にもなることであるが、他にも果し

て拠り処があってそんな夢の様なことを言っているの

か、それを説かねば私の「祝島の歌」の解釈も独断に

過ぎないことになる。 

 

（※注1） 

デラ台風は1949年（昭和24年）6月20日鹿児島県

鹿児島市に上陸し、九州を縦断。九州・四国，特に船

舶に大きな災害を及ぼした台風である。旅客船青葉丸

（599トン）は警報を受けながらも高浜港を出航，

姫島付近で転覆、乗員44名と乗客97名が死亡または

行方不明。 

 

（※注2） 

鴻巣盛広氏が昭和5年～10年にかけて書かれた『万

葉集全釈』は鴻巣盛広訳による。 

 

（※注3） 

船で海を渡る時は持衰（じさい）が選ばれる。持衰は

人と接せず、シラミは取らず、服は汚れ放題、肉は食

べずに船の帰りを待つ（同船する）。船が無事に帰っ

てくれば褒美が与えられる。船に災難があれば殺され

る。  

 

（※注4） 

『祝島の歴史を探る（9）』に書いたように、私も初

めて聞いた"いはひ洋"に驚きました。 

＜連載＞魚・さかな・肴（３１）  ～ モハア ～           木村 力  

 祝島で言う「モハア」は標準名「アナハゼ」と言う

ようです。祝島の磯で普通に釣れる魚ですが、釣れて

も余り喜びませんでした。なぜか、持って帰って食べ

るということをしない魚の１つでした。大人になって

食べたことはありますが、まずい魚ではありません。

大分前のことなのでどんな味かは忘れてしまいまし

た。 

 アブラメが釣れるような所で釣れますが、引きは余

り強くなく、比較的おとなしく上がります。泳ぎは苦

手なのでしょう。その代わり口が大きいので、餌を食

べるのは上手そうです。釣り針にも簡単に掛かりま

す。 

 表面はぬるぬるしていてウロコはありません。アナ

ハゼという名前ですが、ハゼの仲間ではないようで

す。 

モハア 
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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32回目は、昨年会員になられた、

周南市の浴野達宏さんです。祝島に通って絵を描かれ

ています。昨年秋の「祝島よばれ会」でも、浴野さん

の絵を展示させていただきました。 

 祝島ネット21のみなさま。はじめまして、こんに

ちは。2009年から会員に加えていただきました浴野

（えきの）達宏と申します。周南市在住です。エッ

キーとも名乗っております。絵を描いたり、やきもの

を作ったり、教えたりしています。 

 私と祝島の出会いは、マザーランドというフォーク

ソングのコンサートでした。知り合いのフォークシン

ガーにすすめられて、はじめて島に渡ったのは、たし

か1991年のことだったと思います。島では、多くの

子供達がにぎやかに走り回っていたのを覚えていま

す。1996年には、神舞のスケッチに訪れました。客

席と演者が一体となって笑いに包まれる場面をよく覚

えています。どこかの大学の教授や学生さんらが、本

格的な機材でさかんに録音録画や記録をしていまし

た。ゼミの研究だろうと思ったのでした。演劇関係の

若者も、見に来ていたように思います。 

 その後しばらく島から遠ざかっていましたが、

2009年から、再び通うようになりました。かってこ

の島で制作していた松田正平さんに思いを馳せなが

ら、美しい瀬戸内の村や島や海の風景を描くために。

絵を描くときには、自ずと現物をよく見るようになり

ますので、いろいろ興味深く気づいたことがありま

す。宝石をちりばめたように美しい堅固な練り塀で

は、石の大きさや並べ方など、この家の祖先の方々の

人柄やセンスや、海に近いか山に近いかなど、その趣

を味わいながら、建造のようすが思い浮かべられて楽

しいです。それにしても、よくぞこれだけの量、重い

ものを運んできたことです。驚きです。 

 スケッチのときのもうひとつ大きな楽しみは、島の

方々との交流です。定期船の切符売りの方や船乗りさ

んから、島のおじいちゃんおばあちゃんにいたるま

で、その明るい笑顔で、いたるところで本当にたっぷ

りと元気をいただきました。さらに、これらの人間味

あふれる方々を通じて味わった魚、タコ、ヒジキ、テ

ングサ、びわ、よもぎ餅、ぶたのソーセージなど、本

物の味。日本一ばかりです。喜びです。 

 こんなに輝いている人々や島の風景を、多くの人々

に、絵を通じて紹介したくて、そして自慢したくて、

私は絵を描いているのかもしれません。今後も、肩に

緑色の画板バッグと画材をぶら下げて、がしゃがしゃ

と島の中を歩くことでしょう。見かけられましたら、

どうぞお声をおかけください。 

 ハートの形の島にある、本物の心（ハート）と、い

ただいたしあわせに感謝しつつ、さらなる平安を心か

ら祈っております。また行きます、祝島。 

 

                 ＜浴野達宏＞ 

会員リレーコラム（３２）    ～ 浴野 達宏 さん ～ 

祝島で絵を描いている筆者。 

浴野さんの作品。「漁港にて」 



英 先生、印象に残っちょる人とかいます？ 

熊 印象に残っちょる人…。山本の智恵美ちゃんは

よう印象に残っちょるよ(笑)。 

英 なんで？ 

熊 すごいいい子じゃなあっていう印象が。 

秀 優秀じゃったん？ 

熊 正義感の強い(笑)女の子じゃったしね。お姉さ

んって感じよね、あの学年のね。世話焼きのね、す

ごいお姉様っていう感じ。 

英 へえ～、そうなんじゃあ。 

熊 かわいいんじゃけど。かわいい顔してあれなん

じゃけど。 

英 シャンシャンしちょったんですか。 

熊 うん。それでトシミを覚えちょる(笑)。面白い

子じゃったが、ほんとに。今どうしてんの？  

英 今、東京。 

熊 トシミちゃんの日記やろ見させてもろうて大笑

いをしたことがある(笑)。げらげら笑うよ。結構遠

慮なく書くじゃあ、あの子は(笑)。じゃけえ、すっ

ご～面白かったんよ。ユニークな。 

英 全校朝礼のときにね、トシミは、生徒会の何か

じゃったんよ。 

熊 じゃろう、ありゃあシャキシャキもんじゃけ

え。 

英 それで、台の上で風が吹いてからねえ、スカー

トがバ～ンて上がって… 

熊 舞い上がったんかね？ 

英 それで、白いズロースが全部見えて、それで

(笑)ね、風がすっごい強かったんよ。台の上に上

がってるんよ、トシミが。それですっごい今でも覚

えちょる(笑)。「台の上のバレリーナみたい」って

ねえ、なんか自分で何かに書いちょったんよ。卒業

文集か何かに書いちょったのを覚えちょるんよ。

(笑) 

熊 トシミらしい(笑)。 

 

熊 でも、あの３年間ですごい変わったよね。就職

する人を、みんな「蛍の光」をかけてから送るじゃ

あ。 

英 「蛍の光」やったっけ？ 紙テープでねえ。 

熊 よそじゃあそういうことをやらないでしょう。

就職する人を送るちゅうなあない、そういうのは一

切やらないから。 

英 島を出て行くときみんなテープでね。 

熊 テープやってね。あれがすっごい印象に残っ

て。それで、みんな出て行くじゃあ。残ってる人っ

てほとんどおらんいね。姉ちゃんの頃にはあんまり

高等学校に行く人がおらんじゃったろ。ほとんど就

職。 

英 そうそう。就職じゃった。 

熊 ねえ。お姉ちゃんらあ、お姉ちゃんとか、ほん

とわずかな人しか進学してなかった。でもこの人ら

のときにゃあ、もうほとんど進学じゃった。 

英 そう、うちらのときで就職が２人じゃった。 

熊 そうそう。それじゃけえものすご変わったの

ね、あの間に。 

英 ほんとに、３年間で…。 

熊 じゃけえ、なんか世の中が変わる何かがあった

んじゃろう。たった３年間じゃけどもねえ。ほん
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祝島中に赴任１年目の熊野先生 

 ＜連載＞ 先生、お元気ですか？ （第１３回）  ～ 熊野 矩子 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 近のご様子などを紹介していただくコーナーです。前回に引き続いて、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（のりこ）先生と、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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と、ほとんど進学するようになったからね。 

英 先生の給料も10倍になるんじゃからねえ(笑)。 

熊 じゃけど、卒業したら次の日に酒を飲んでくる

のにゃあびっくりした(笑)。 

英 そうそう。中学校卒業したらだったっけ？ 

熊 そうそう、中学校卒業した日よ。酒飲んで来る

のに…。みんな、中学を出たら、はあ一人前の大人

になるっていう、周りの人もそういうふうに認め

ちょったんじゃないの。あんたらは社会に出て行く

んじゃからというので大人の人たちも認めちょった

んじゃろうと思うから、別に止めんじゃったんじゃ

ろうと思うのいね。じゃけど私はそれに慣れてない

からビックリした(笑)。追いかけられて、「なに

～！」いうて(笑)。おまけに大きいし(笑)。だからす

ごい大人～っていう感じがしたね。 

英 それが、急にうちらになるけえ、また急に子ど

もに…。 

熊 は～、子ども子ども(笑)。 

英 小学６年から上がってきたばっかりのね。 

熊 そう、やっぱりいきなり３年生を見るのと、１

年から見るのとでは違うね。だからね、だいぶ足が

出る(笑)。 

英 そうよ～、授業中に、足でコンコンコンコン蹴

られてからもう…。 

熊 うっそ～、そんなに…。それ、ちょっとオー

バーに言うてない？ 

英 いやいや、その短～い足でねえ、ほんとによう

蹴りよった～。 

熊 そりゃあ、身長が小さいんじゃけえ、足だけが

長いわけがない(笑)。 

秀 みんなが蹴られようったんかね？ 

英 みんなが蹴られようった。 

秀 自分だけ特別蹴られたわけじゃないん？ 

英 いやいや、みんなを蹴って回りようったんじゃ

けえ。 

熊 蹴った覚えがないよ。英ちゃん、蹴った？ 

英 うん、蹴られたことある。あるある。でも、み

んな蹴られちょると思うよ。 

熊 西寺先生も蹴つったけえね(笑)。わたしがこっ

ち来て、その後西寺先生も室積に来ちゃったじゃな

い。それで、そのときにもついつい手を出して、い

や足を出して(笑)、西寺先生、「ふん、クマが蹴つ

るけに青じにぃなった」ちゅうてわざっと見せるん

よ。はがいい～(笑)。ちょっとやっただけやのに～

そう言うてから、ありゃあわざとオーバーに言うん

じゃけえ、ほんとにもう。 

 

英 じゃあ、 後の締めに祝島の3年間を振り返っ

て、先生(笑)。 

熊 長いことやってるから、だいぶ記憶がこう、薄

れちょるけえねえ。何をっていって覚えてないな

あ。 

英 先生、記憶喪失…(笑) 

熊 島中でやる運動会も覚えちょるし、ね。なんか

島中のお祭りっていう感じじゃったじゃない、運動

会。小中一緒にやるのがね。ほんと島の一大イベン

トのような感じのね。運動会は。楽しかったよね。 

秀 盛り上がるけえね、島の親らが。 

熊 親が本気になってから自分が走りそうな感じで

(笑)、くっついていくのがおかしくておかしくて、

見ちょったら(笑)。 

英 ほんとほんと。 

熊 本気じゃけえ。 

英 本気じゃけえ、おもしろいね(笑)。 

熊 子どもよりも本気なんじゃ、親がね。 

秀 障害物走とかじゃと風船割ったりせるのが、割

れん時にゃあ親が出てきて(笑)。 

熊 いや、やる子どもよりもね、親の方が必死って

いうのを覚えちょる。面白かったね(笑)。大笑いせ

よーった。初めのころ、人数おいかったのに、だん

だんだんだん減っていったんじゃけえね、そりゃ

あ、おじさんやおばさんが活躍せちょらんにゃあ盛

熊野先生のご自宅の壁は本でいっぱい。英子さんたち
からは「熊野文庫」と呼ばれているようです。 



り上がらん(笑)。 

英 でも、うちらの頃はまだ多かったよね。 

秀 おいかった。 

熊 まあね。 

英 うん。 

熊 上田先生んとこの息子がこう手と足が一緒に出よ

おったのを覚えちょる(笑)。笑った笑った、あは～、

言うて(笑)。 

英 ああ、先生の子もおったおった。 

熊 もう大きゅうなっちょってじゃろうけどね。それ

でね、すごい緊張しちょるけえ、こうやって(笑)。 

英 先生にもインタビューしちょったよね。 

秀 上田先生？ 上田先生は原稿書いてくれた。 

熊 パンツのゴム紐のような字で書いちょった？ 

秀 いやいや(笑)、字は覚えてないけど(笑)。どう

じゃったかねぇ。 

熊 だって、トシミちゃんが日記に書いちょったよ、

「パンツのゴム紐のような字で書いてある」とかいう

て(笑)。それ、聞いて大笑いした(笑)。でも、言え

ちょる。 

英 パンツのゴム紐…(笑)。 

熊 それ見て、「ん、なるほど」と(笑)、私も思った

から、納得がいったけえ。 

英 へえ～。上田先生は英語の先生じゃったよねえ。 

秀 英語の先生。 

熊 校長先生にもなっちゃった人じゃけえ。え～と、

どこやらの校長先生じゃったよ。 

秀 結構、今までこの会報の原稿書いてもろうた先生

は、校長先生までなった人が多いね。 

熊 すいませんね、なりませんで(笑)。 

秀 いやいや(笑)。 

英 先生は、あれよね、リウマチでね、チョークが持

てなくなって 終的に辞めたんですよね。 

熊 そうそう。日記にこうして返事書きようって、

10人ぐらい書いたらもう痛うてたまらんようになっ

て、校長室にガ～っと行って、「辞めます」言うたん

よ。 

英 うそ～、そんな簡単に(笑)。 

熊 いや、日記のね、言葉が書けんようになったら先

生やっちゃおられんと思うたの(笑)。その言葉をかけ

ることができんようになったらね、先生の価値はない

なと思うたんよ。そういう言葉をかけるのが先生の一

つの大事な仕事じゃけえね。 

英 字が書けんちゅうのはやっぱりねえ。 

熊 だって、退職の書類を隣の娘に書いてもろうたん

よ。 

英 ほんとはあと何年働けたんですか。 

熊 あと４年ぐらいあったと思う。 

英 ４年で定年じゃったってことですよね。もったい

ないね。 

熊 いやいや、向こうは万歳三唱しようった。ああ、

うるさい厄介者の先生がおらんようになった、やれや

れちゅうて(笑)。 

英 学年の途中で辞めたんですか。 

熊 そうそう。入院したしね。入院して帰ってきて何

日か…それで１週間もおらんうちに、ああ、こりゃあ

やっていかれんなと思うて。辞めるよりほか仕方がな

いなと思うて。 

熊 辞めたときのことは覚えてないけど、そのすぐ後

に、あなたらが遊びに来てくれたじゃあ。 

英 うん。 

熊 ねえ。なんか気持ちがほう～っとなごむのよね。

何じゃろうかと思う。祝島の子は。たまに室積の子に

も出会って話をするけど、あんな気持ちにゃあならん

なあと思いながら。あなたらが来てくれた後の、会っ

て話をしながら心がなんかふわ～っとゆるむような気

持ちは、あれ、何じゃろうかなあって思う(笑)。不思

議じゃねえ。 

英 何とも。先生、国語の先生じゃけえ、そこを的確

に(笑)。 

熊 それがわからんのよね。でも、ヒデやら、マリと

出会うて話をしようったらすごい気持ちがこうおだや

か～な、落ち着いた、気持ちのえ～え、何ちゅうんか

ね、そうなるちゅうのは、あれ、何だろうなと思う

よ。 

英 遠慮がないんじゃろう(笑)。 

熊 いやあ。祝島の子っていうのは、なんかそんなと

こがあるよね、会うたら(笑)。なんかあったか～いお

風呂に入ったような気分になれる(笑)。 

 

…ということで、「 後の締め」と言ってからも、話

はいつ果てるとも知れず、延々と続きました。熊野先

生の爆笑トーク、面白いので次回もう一回掲載しま

す。お楽しみに。 
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 ＜連載＞花*花クイズ（３１）                     橋部 好明 

 前回の花・花クイズの答えは、クコでした。 

 川の土手や溝の淵などに生えます。茎は根元から束

生し、枝は弓状に曲がって垂れ下がります。若枝には

稜があり、棘があります。葉も束生し、質はやわらか

くて無毛。8～11月にかけて葉腋に1cmほどの花を1

～4個束生します。果実は1～2cm位の楕円形の液果

で橙紅色に熟し食べられます。焼酎に漬けてクコ酒に

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さて、今月の花の名は？ 

 秋の七草の一つで、万葉歌では朝顔という。 

 「エ～ッ・・・・？」 
クコの花 クコの実 

 絵っきー展覧会（１）  『北野山桜と練り塀蔵の競演』   エッキー浴野 
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＜新連載＞ せきれい （1）                       石川 芳己 

 会報30号の「先生お元気ですか？」のコーナーに登

場していただいた石川芳己先生に連載コラムを書いて

いただけることになりました。季節感たっぷりの俳句

で毎回楽しませていただけると思います。 

 

 このほど「いわいしま通

信」に何か連載してほしい

と「祝島ネット21」の國

弘秀人さんから依頼があっ

た。改めて既刊の「いわい

しま通信」を見てみると、

素晴らしい会報であり、執

筆内容も充実している。申

し出を辞退しようかと思っ

たが、既に承諾していたので、それも叶わず、書くこ

とに決めたのである。 

 昭和48年の4月から1年間ほど瀬戸内海に浮かぶ離

島の祝島小学校に勤務させていただいた。その頃の連

絡船は二隻である。一隻は「ことしお」、もう一隻は

「せきれい」である。連絡船「ことしお」は柳井港と

祝島を1往復していた鉄鋼船である。 

 「せきれい」は室津と祝島を1往復していたように

思うが小さな木造船である。「ことしお」の船名は柳井

の琴石山に由来するのであろうか。琴石山に瀬戸の

潮。絵になる風景を想像する。この由来はあくまでも

筆者の推測である。野鳥の鶺鴒（セキレイ）は尾を上

下に振って石をたたくような仕草の為か、「石たたき」

とも言われる。俳句の歳時記では秋の鳥となってい

る。木造船が木の葉のように揺れているさまが鶺鴒の

仕草に似ているというのであろうか。 

 実際に、「せきれい」は木の葉のように大きく揺れる

小船であった。祝島から見ると鼻繰島から姿を見せる

「せきれい」は白波の中で大きく揺れながら島へ近づ

いてくるのである。 

 この連載のコラム欄の題名を「せきれい」としよう

と思う。そして36年前の祝島を思い起こしながら筆を

進めたいと思う。実は昨年10月末に36年ぶりに一泊

二日で祝島を訪れたのである。三人の児童に俳句の指

導をしてほしいと森徳治校長先生からの依頼があり、

祝島小学校を尋ねたのである。懐かしく感無量の二日

間であった。 

 その後も、俳句を通じて子どもたちと繋がってい

る。そうした俳句を通した交流や祝島への思い或いは

近況などを交えて徒然に書き綴っていきたいと思う。

毎回、子どもたちの俳句の紹介や季節感をしっかりと

詠んだ拙句も添えてみたいと思う。 

  

  春霞晴れて浮かぶや祝島   芳己 

 今年度の役員が決まりました 

 先日の会員アンケートと一緒に実施した役員投票に

より、今年度の役員が次のように決定しました。全員

が前年度から引き続いての役員になりますが、一年間

よろしくお願いいたします。 

 

 

 

◎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 
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＜新連載＞ ふるさとを思う （1）                   瀬戸 こうじ 

 こちらも新連載。皆さん御存じの祝島出身の歌手・

瀬戸こうじさんのコラムです。今回から4回シリーズ

で掲載する予定です。 

 お久し振りです。第

28号で投稿させてい

ただきました、瀬戸こ

うじ(河下正信)です。

この度、4月4日のお

花見クルーズに同乗さ

せていただきます。そ

して、船上のミニコン

サートをさせていただ

くことになりました。

柳井での仕事があり、忙しいスケジュールですが、何

とかして、故郷・祝島に上陸いたしたく、クルーズを

降りましたら波止場にても、ミニコンサートを催させ

ていただきます。是非懐かしい皆様のお顔を見せてく

ださい。 

 そんな経過があり、この会報に寄稿のお話を頂き、

嬉しく登場させていただきました。祝島での私の子供

時代を書かせていただきましょう。 

 私は、昭和25年生まれです。戦後とは言え、まだま

だ豊かというにはほど遠く、いっぱいいっぱいの生活

でした。三度の飯は麦が半分入ったもの。おかずは味

噌とこおこ。おやつは、さつまいも。学校から帰った

ら、山の畑で野菜の刈り入れ、みかんの荷出し、海に

飛び込み、晩のおかずのあなごやたこを採り、そんな

毎日でした。年に数回の祝い事には、真っ白なご飯が

食べられる、楽しみのひとつでした。上棟式には、餅

や菓子が投げられ、親の持ち帰りの折詰めの待ち通し

かったこと。兄弟それぞれに鶏を一羽づつあてがって

もらい、生んだ卵は自分のものになり、その卵を店に

持って行き、パンや牛乳に換えていました。そんなこ

とが当たり前の生活でした。 

 そんな生活の中でも友達との遊びは一番の楽しみ。

手伝いの要らない日は、ランドセルを投げ出して、パ

ンツ一枚で海に飛び込み素もぐり競争、遠泳、勿論

後には、獲物を獲っての帰宅です。潮の流れを読み違

えて、遠くへ流されたときもありましたね。木に登

り、柿を失敬し、そうそう、スイカ畑での失敬で現行

犯で追われたときもありました。次ぐ日、学校に行っ

たら、すぐさま廊下に皆で並んでたたされました。狭

い島です、面はすぐわれるのです。おじさん御免なさ

い。 

 テレビは、 初は公民館に五円を持って見に行きま

した。その五円欲しさに鉄くずを拾ったり、コッコウ

を採って金に換えていました。その後4軒ぐらいの家

にテレビが入り、私もその一軒の家で、大勢の人が集

まる中、遠くから覗いていました。ハリマ王やアラー

の使者、力道山、大相撲、まさに街頭テレビの時代で

す。こんな経験もあり、就職してからの初ボーナスは

実家の 初のテレビになりました。 

 この頃は年齢に関係なく大勢の人との集いがあり、

近所のみなさんとの交わりが自然に生まれました。現

代に一番欠けているところかもしれませんね。おかし

いものですが、今では、五穀米、十穀米などといっ

て、あわ、ひえ、麦の入った飯を好んで食べます。そ

して、おかずは香の物、味噌汁があれば満足できま

す。年のなせる業かもしれませんが、十分を知ってし

まうと、足りずが嬉しかったりしてしまいます。そし

て、悪いこと良いこと、全て回りにいる大人達が見て

いてくれたこと、そして導いてくれる環境があったこ

と、そんなことを今にして有り難かったなと、感じて

います。 

「おじちゃんおばちゃん、有難うございました。」 

4月4日はそんな気持ちをこめて、里帰りさせてもらい

ます。 

 

＜お知らせ＞ アースデイ東京2010に今年も祝島

ブースを出展します。 

【日程】2010年4月17日（土）・18日（日） 

【時間】両日とも10：00～17：00 

【会場】東京・代々木公園イベント広場 

    NPOビレッジ 

【出展名】はっぴーあいらんど祝島 

【内容】祝島特産品・祝島グッズ・ポストカードなど

の販売、写真・資料の展示 

※ご都合のつく方、ぜひお立ち寄りくださり、お声掛

けくださったら嬉しいです。 

      ＜はっぴーあいらんど祝島 優子☆＞ 



お知らせ ＆ 募集 

お宮の桜 

 前回の編集後記で「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。」と書い

たのですが、心はまったく入れ変わらず(ーー;)、またしても大幅に遅れての発行になってしまいました。深くお詫び申し上

げます。「三つ子の魂百まで」ということわざがありますが、この歳になって心を入れ替えるのは本当に難しいです…。 

 さて、人が心を入れ替えるのはとても難しいですが、会報の内容を入れ替えるのは、じつに簡単で、今回は新しい連載が

三つも登場しました。まずは石川先生の「せきれい」、そして瀬戸こうじさんの「ふるさとを思う」、さらに浴野さんの

「絵っきー展覧会」。俳句・歌・絵とそれぞれ異なった方法で祝島への想いを表現していただいて、また次回がとても楽し

みです。楽しみといえば、冒頭で紹介した2本の映画『ミツバチの羽音と地球の回転』『祝の島』いよいよ公開間近という

ことで本当に楽しみです。じつは私は瀬戸内シネマというグループにも属していて、『祝の島』柳井上映会を担当していま

す。皆さん、柳井近辺の友人知人親戚縁者一同にぜひ声をかけていただいて、上映会にたくさんの方が来ていただきますよ

う、ご協力をよろしくお願いします。 

 次号はいちおう(~_~;)5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/ 

 恒例になった春のイベント２つ、今年も開催します。ぜひご参加ください。スタッフも募集中です！ 

■「万葉の島・祝島 お花見クルーズ」 

 定期船いわいに乗って、祝島の山桜を眺めながら、ゆっくりと島を一周します。ク

ルーズ中は船内でガイド役による祝島のお話を聞くことができます。今年は祝島出身

の歌手・瀬戸こうじさんも参加、船内でナマの歌を披露していただける予定です。 

【日時】4月4日（日）11時～12時 （荒天の場合は中止） 

【場所】受付および、出発・到着は祝島港になります。 

【参加費】大人1000円（飲み物、おつまみ付き）、小学生以下500円。お弁当は要予約500円。（当日集金） 

【申込み締切】3月31日（水） 【定員】50名（先着順） 

■「第４回祝島練塀ウォークラリー」 

 迷路のような祝島の練塀の道を、コマ図を頼りに歩いてゴールを目指します

（歩行距離は約２km）。コースの途中ではゲームやクイズなどが出題され、時

間得点と課題得点の合計で順位が決められます。初心者の方でも気軽に参加して

いただけます！上位入賞チームには祝島ならではの賞品も用意されています。 

【日時】4月4日（日）13:00～16:30 （小雨決行） 

【場所】祝島公民館が受付・スタート・ゴール 

【参加費】大人500円、小学生以下は300円。（当日集金） 

【申込み方法】１チーム５名以内で所定の用紙に記入して申し込み。 

【申込み締切】3月27日（土）※先着50名または20チーム。 

※どちらのイベントも詳しい情報や申込用紙は祝島ネット21のホームページで印刷できます。電話でも受け付け

ますので、お申し込みは國弘（電話090-8069-5066）まで。 

昨年の大会の様子 


