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 春の恒例行事となった「祝島お花見クルーズ」と「第４回練塀ウォークラ

リー」を４月４日（日）に開催しました。今年は絶好のお花見日和に恵ま

れ、定期船「いわい」で島を一周しながら、満開の山桜と瀬戸こうじさんの

船内ライブを満喫しました。ベテランガイドの橋部さんの祝島の解説も好評

でした。 

 午後からはウォークラリーを開催。今回は参加チーム数が少なかったです

が、皆さんしっかり楽しんでおられました。毎回チェックポイントの課題で

詠んでもらっている俳句は、今回も名作（迷作も？）ができました。 

祝島お花見クルーズと第４回練塀ウォークラリー 

                      を開催しました 

 祝島物語  絵・しげむらみちこ 

橋部さんのガイドで島を一周 長磯付近の山桜 

瀬戸こうじさんと記念撮影 思い思いに楽しんでおられました 

各チームが作った俳句 ウォークラリーの表彰式 



＜連載＞ 祝島の歴史を探る（３３）  ～お寺の本末制度～    蛭子 葉子 

 話しは脱線したまま～ 

 建築現場では工事が始まる前に工事の管理者となる

現場代理人の届を施主に提出します。その届の中には

代理人の経歴を記載することになっていて、この春か

ら始まった現場代理人（所長さん）の経歴書を確認し

ていたとき、どうも谷山君と同期生のようだったので

所長さんに「山口出身ですか？山口のどこですか？」

と聞いてみましたら、所長さんは新南陽市（市町村合

併により現在は周南市）の方でした。祝島人にとって

新南陽市は徳山の影に隠れて存在感が薄い（すみませ

ん）ような気がしますが、調べてみると意外に祝島と

歴史的繋がりがあります。 

 そのうちのひとつがお寺の繋がりで、ひと昔前まで

都濃郡だった新南陽市にある"善宗寺"は祝島三カ寺の

上寺となっていました。今回はそのことについて書き

たいと思います。 

 

 祝島にある三つのお寺は江戸時代の「本末制度」の

うえで、いずれも「本山京都西本願寺下、泉州堺善教

寺下、都濃郡冨田善宗寺

下、玖珂郡與田村明頸寺

末寺」となっています。 

 「本末制度」とは江戸

時代、徳川幕府が仏教教

団を統制するために設け

られた制度で、本山の下

で地区の中心となる寺を

本寺、それに従属する寺

を末寺と言います。幕府

は全国に寺の本末制度を

定め、本山 － 本寺 － 中

本寺 － 直（じき）末寺 

－ 孫末寺など上下所属制

を厳しくし、本山を統治

下におくことによって、

本山を中心とする中央集

権的な組織を確立しまし

た。 

 この「本末制度」のう

えで本願寺を頂点とする

真宗の長州藩と加賀藩を

例に示すと図1・２のような構成となっています。こ

の図からもわかるように、善宗寺は中国方面において

多数の末寺を有するお寺として有名で、すでに中世に

おいて活躍していた由緒のある大寺院だったそうで

す。周防の国のご本山と呼ばれ、東は岩国から西は船

木までの周防一円と長門の寺門を加えた、百有余の念

仏堂宇の中心が「冨田の善宗寺」でした。 

 一方、西本願寺下の堺善教寺は、古くから瀬戸内海

沿岸に本末関係を展開した有力な真宗寺院でした。善

教寺が周防で領地拡大をした背景には岩国藩の力添え

があったようで、岩国の「善教寺町」の由来にもつな

がる"阿弥陀堂跡"の謂れには 

 慶長六（1601）年、全光公の岩国に入るや、堺の

善教寺の僧、地を請て寺を建つ。慶長九年、公、今の

善福寺の地を賜ふ。同十一年、善教寺は高森の受徳寺

と富田の善宗寺をして、寺宇を造らしめ、通寺〈即ち

出張所〉となす。元和三年、藩府は四世の僧教円に寺

傍の地を賜ひ、寺を建て善福寺と号す。寛永十年五世

教盛・二寺を管し難きを以て、寺を廃して善教寺に合
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し、祉に就き僑舎を建つ。 善教寺の通寺は、藩廃す

るの後、またこれを廃し、專ら善福寺となる。 

と書かれています。 

 この話からも地方で有力なお寺を利用して領地を拡

大していった堺「善教寺」の勢力的な活動の様子が伺

えます。しかし、本家の萩の毛利氏は、長年縁の深い

京都の興正寺が西本願寺に属した事から、これを全面

的に支援し、領内の善教寺の末寺を興正寺に再編して

いきました。そうして善教寺は"おごれるものも久しか

らず"昭和２年に超元寺に合併され今では廃寺となって

しまいました。一方、中世以来由緒ある大寺院であっ

た"善宗寺"は、今も地元の人々の信仰を集めていま

す。 

 もともと会報22号で「長蔵寺」のことを書くとき

に、Ｉさんから聞いた話がきっかけでお寺の歴史に興

味を持ち始め、そのＩさんからは会報で参照した「防

長風土注進案」は一番信頼性にかけると苦言をさされ

たことでお寺のことを調べ直しているうちに、地元堺

から遠く離れた周防で絶大な権力を持っていた「善教

寺」とはいったいどんなお寺だったのか、祝島との直

接的な繋がりはなかったのか知りたくなりました。 

 と、ほんとうは「善教寺」のことを書きたかったの

ですが、肝心の「善教寺」の調査に出かけようとする

と、なぜか決まって現場から呼び出され、いつの間に

か会報の期日が迫ってまいりました。ということで

「善教寺」のことは次の機会に報告したいと思いま

す。 

 

※組織図はＩさんの友人の叔父、元水産大教授・龍谷

大講師の児玉織氏が宇部高専の歴史教室で講演された 

"本願寺絶対主義教権確立の一前提"より拝借しまし

た。 

善宗寺の山門 

映画の自主上映会を開催してみませんか？  

 祝島を舞台にした2本の映画『祝（ほうり）の島』

と『ミツバチの羽音と地球の回転』。現在、全国各地

で自主上映会が開催されています。皆さんも、この映

画の上映会を開催してみませんか？ 

 上映会を開催する手順はざっと以下のような感じに

なります。 

1．仲間を集める 

2．上映会の計画を立てる 

 ①日程・会場を決定し、設備の確認を行う 

 ②必要経費を見積る 

 ③入場料を決める 

3．配給会社に申込む 

4．宣伝・チケット販売活動 

5．上映会の準備 

6．上映会開催 

7．上映会後の事務処理 

 詳しい情報は、映画の公式ホームページをご覧にな

るか、各配給会社にお問合せください。 

 

◆『祝の島』 

 ◎公式ホームページ  

   http://www.hourinoshima.com/ 

 ◎問合せ サスナフィルム（担当：中植） 

  TEL 03-3227-1870  

   FAX 03-3227-1406 

 

◆『ミツバチの羽音と地球の回転』 

 ◎公式ホームページ 

   http://888earth.net/ 

 ◎問合せ グループ現代（担当：藤井） 

   TEL 03-3341-2863 

   FAX 03-3341-2874 
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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33回目は、滋賀県立大学で社会学

を教えられている武田俊輔さんです。 

 皆さま、はじめまして。昨年、会員に加えていただ

きました武田俊輔と申します。どうぞよろしくお願い

申し上げます。滋賀県彦根市にある滋賀県立大学の教

員として、社会学という学問を研究しています。 

 私が祝島を初めて訪れたのは2008年の8月、前回

の神舞の時です。その年の7月に大学で、学生たちや

地域の方々と鎌仲ひとみ監督「六ヶ所村ラプソ

ディー」の上映会・監督講演会を開催したのですが、

打ち上げの席で鎌仲監督や、彦根に来られていた「長

島の自然を守る会」の高島美登里さんからお誘いをい

ただいたのです。その折に高島さんがおっしゃった

「自分は自然を守る立場から活動しているけれど、社

会や経済の視点から、上関のような町が原発に頼らず

に生活していける仕組みを一緒に考えてくれる人が必

要だ」という言葉が、私を祝島へと導くことになりま

した。 

 かくして訪れた祝島と神舞の印象は、とても強いも

のでした。櫂伝馬船での舞、鉦や太鼓の音色。そして

仮神殿での荒神の舞に集い、また出船の際に惜別の思

いを込めて手を振る島の方々の姿…。5日間の滞在中

に見たそうした光景が忘れられず、私はぜひ島につい

て、また神舞についてもっと深く知りたいと感じて、

その後繰り返し島を訪れています。昨年9月には上映

会を企画した学生たちと島を訪ねさせていただき、ま

た田名埠頭で行われていた中電へのブイ運び出し阻止

の現場にも出向きました。 

 私にとっての祝島の魅力は、その海や山の何とも言

えぬ美しさもさることながら、島で反対運動と掛け持

ちで様々な仕事をこなしてこられた島民の皆さんのお

人柄にあるように思います。ご先祖さまから受け継い

だ海と山に根ざした自分たちの暮らしへの確信。長年

の仕事の経験の中で培われたように思われる、時に鋭

い批評を交えつつも互いに認め合う信頼。仕事や会話

の中に垣間見えるユーモア…。島でそうした魅力的な

方々のお手伝いをさせていただいたり、お話を伺わせ

ていただけることは、私にとってとても貴重です。と

りわけ神舞を通して、島の中での暮らしや生活を賭け

た長年の原発への反対運動の中で培われた人々

の"絆"を、もっと深く知っていきたいというのが、私

の思いです。 

 7月18日（日）には大学で、今度は鎌仲監督の新

作「ミツバチの羽音と地球の回転」上映会・監督講演

会を、学生たちや地域の方々と一緒に開催します。会

場では、学生たちが祝島のひじきを使って料理を作っ

てくれることになっています。こうした上映会や自分

自身がこれから書いていく論文を通じて、祝島やその

豊かな自然の恵み、それを脅かし続ける上関原発の問

題を多くの方に知っていただきたい。そして原発のよ

うな無理な開発なしで生きていくための地域づくりに

ついて一緒に考えていきたいと願っています。今後と

も、何とぞ宜しくお願い致します。 

                 ＜武田俊輔＞ 

会員リレーコラム（３３）    ～ 武田 俊輔 さん ～ 

2009年9月に学生と共に祝島を 
訪問した際の写真。左奥が筆者。 

滋賀県立大学での六ヶ所村ラプソディー 
上映会にて。左が筆者。右は鎌仲監督。 
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 ＜連載＞ ふるさとを思う （２）                   瀬戸 こうじ 

 祝島出身の歌手・瀬戸こうじさんのコラム2回目で

す。瀬戸さんには、4月のお花見クルーズで船内ライ

ブをやっていただきました。そしてクルーズ後には休

む間もなく波止場でのステージ。たくさんの島民の皆

さんが波止場に集まり、瀬戸さんの歌を堪能されまし

た。 

 こんにちは、瀬戸こうじ(河下正信)です。ようやく

気候も安定してきたようですね。祝島もだいぶ暑く

なってきたのでしょう。お変わりありませんか。4月4

日はお世話になりました。慌しいスケジュールの中、

わずか6時間の里帰りでしたが、とても感慨深いもの

になりました。 

 音響機材を持参の為、チャーター便での上陸でした

ので、とにかく花見クルーズに間に合うようにと、到

着しました。着いた波止場で、数人の知った顔のおば

ちゃん達が僕を囲んで、「うーら、よう、帰ってくれた

のんた。」「いつ歌ってくれるんで。」と口々に聞かれま

した。連絡不行届きだったようで、朝便からずっと

待っていてくれたみたいです。「ごめんなさい。取りあ

えずクルーズ船に乗って、12時に島に帰ってから、1

時に始めます。」と、皆さんに伝えました。嬉しかっ

た、本当に嬉しかったです。こんなに歓迎を受けると

は想像していませんでした。もう胸いっぱいで、この

まま歌わないで帰ってもいいとさえ思いました。「まず

いぞ、泣くぞ!! 泣いちゃいかんぞ!!」葛藤の始まりで

す。 

 そして、いよいよコンサートの始まりです。いつも

東京で歌っているのとは、訳が違います。よく、言い

ます、『お客さんはジャガイモだと思って…』などと。

でも、どっちを見ても知った顔ばかり。「あぁ、○○

ちゃん」「あぁ、○○おじちゃん」顔を見ると、昔のこ

とが一瞬に思い出されます。「清水君のお母さん、お久

しぶりです。」若くして他界した幼馴染の顔が浮かんで

来て、声がつまってしまいました。みんな、お世話に

なった、僕のオシメ、鼻垂れ小僧、ガキ大将時代を

知った人ばかりです。やり難いったら。でも、歌って

いるうちに確かに、清水君の顔も、両親の顔も、親戚

の顔も、その中にいたことを感じた僕です。 

 ステージから降り、皆さんと握手しながら回ったと

き、伯母ちゃんたちが僕のポケットに手をつっこんで

きます。そして、小さくたたんだ、しっかりと握り締

めていただろう1000円札をポケットの中に。1000

円あれば祝島では、何日暮らせるのだろうか。そんな

貴重なおばちゃんたちのお金を僕の為に…。島の皆さ

んが、満面の笑顔、泣き笑いの声援を送ってくれたこ

とだけで、楽しんでいただけたことで、僕にとって

は、この上もない喜びなのです。そして色とりどりの

テープの花を数知れずステージに添えてくれました。

まるで島と僕の心を繋ぐかのように。どれほどの時

間、どれ程歌ったのでしょうか? 感激の中でステー

ジも終わりました。 

 島を離れようとする『いわい』の上で、別れを惜し

んでくださるおばちゃんたちのテ―プを握りしめなが

ら、これから先も歌手の道を歩む以上、また、ここに

戻って歌うぞ、と心に誓いました。「皆さんどうぞお元

気で、また、来年も帰りますよ。」こみ上げる思いが、

目頭からあふれ出します。何物にも換えがたいものを

この旅で得た気がします。感無量。ありがとうござい

ました。 

お花見クルーズ船内ライブ 

波止場のステージで歌う瀬戸こうじさん 



熊 あの当時、校長先生には、ほんとによう叱られ

た。 

英 叱られようったん？ 

熊 「ちゃんと正しい言葉を使わんにゃあいけん。

国語の先生じゃけえ、あんたぐらいは使わんにゃあ

いけん」って言うて(笑)。 

英 校長先生って藤本先生？ 

秀 「私が満州にいたころは…」って、いっつも朝

礼で話しようったあの先生じゃろう？  

英 満州！ メガネかけてねえ。 

熊 くしゃっとした顔しちょって先生(笑)。私は3

年間ずっとあの校長先生じゃったけえ甘えあげてか

ら(笑)、言うことを全然聞かんかった。 

英 教頭って誰やった？ 

熊 教頭先生、私んときは金谷先生やったよ。細う

てからひゅうってぴょろっとした先生がおった。 

英 よう覚えちょらん。 

熊 徳山の方から来ちょっちゃった先生やけえ、す

ぐおらんようになっちゃったんと思うよ。あとは石

丸先生と西寺先生と。大井先生とかね。 

秀 大井先生が、そうか、一緒やったんやね。 

熊 楽しい。大井先生ね、授業時間中に子どもの家

へ行くって、用事があって行って、帰ってこん。な

んで帰ってこんのやろうって言いよったら、そこの

おじさんに酒つがれて飲みよったって(笑)。 

英 授業中に？ 

熊 そうよ！勤務時間中なのに帰ってこんのよ(笑) 

英 島のおじさんもすごいね(笑)。 

熊 勧められて飲みようったちゅうけえ(笑)、あき

れてから…。じゃけど、まあ、あの先生ならあるっ

て(笑)。ありそうなと思わん？ 

英 ありそう。飲ませられそうやねえ。「飲みませ

え」言うてね。 

熊 でも、おもしろいなあおもしろかったけどね、

大井先生ね。 

英 そうそう。 

熊 歌ぁ作っちゃあ歌いようちゃったでしょう。

「前の日に一生懸命勉強したものを、いかにも前か

ら知っちょったような顔をして教える」とかね(笑) 

英 あの頃、よくね、先生らも集まってましたよね

え。 

熊 そうそう。大井先生ん所へ遊びに行ったことが

あるいね。 

英 先生んちにも来てましたよ。大井先生とか夜

ね。 

熊 うん。 

英 うちらが行っちょるとき先生らが来たりねえ。 

熊 大井先生ん所はすごい便利なんよねえ。こたつ

に座っちょって何でも取れるいうて(笑)冗談を言い

ようったけど。それで、かっこええ野村先生がおっ

ちゃったしね。 

英 野村先生は１年で辞めた。かっこよかったよ。

それで結構、兄ちゃんらにも長いこと年賀はがきが

届きようった。 

熊 あっちの方じゃったねえ、長門の方。大津高校

じゃったか長門高校じゃったか、ようわからんけ

ど、そこの先生。 

秀 高校の？ 

熊 ハンドボールのねえ。 

英 ハンドボールがすごい強いらしいよ。 

熊 男らしい、いい顔しちょっちゃったね。 

英 そうそう。性格もすごいね。 
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おじいさんに贈られた扇を持つ熊野先生 

 ＜連載＞ 先生、お元気ですか？ （第１４回）  ～ 熊野 矩子 先生（３） ～ 

 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。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の3回目（最終回）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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熊 そうそう。さっぱりした。 

英 年賀状も男らしかった(笑)。なんか、ほんと

に、「何とかしろよ」みたいにねえ(笑)。なんかほ

んとにね、ちょいとこう祝島じゃ絶対ないような年

賀状じゃったから、かっこいいとか思いようった。 

秀 大井先生は子どもらには人気があったよね、す

ごい優しかったよね。 

熊 優しい～、ほんとに優しい。怒っちゃないもん

ね。 

英 いや、怒りようったんじゃけど、怒ったときに

おもしろいのがね…。されたことない？ 怒ったと

きにたたかれる方法、知らん？ 

熊・秀 知らん。 

英 大井先生は、すごい叩きようったんよ。 

熊 えっ、ほんと～！ 

英 いや、叩きようったっていうか、こうやって手

を持ってから、「力抜いて、力抜いて、はい、力抜

いて」、ぽ～んって。 

熊 （大笑い）。 

英 じゃけ、自分の手で、自分を叩く… 

秀 ああ～、やられた、やられた。 

英 覚えてた？ 

秀 思い出した(笑)。やりようった、そうそう。 

英 「はい、手ぇ力抜いて。はい、抜いてくださ～

い」。それでぎゃ～んて行くんじゃあ(笑)。時々、

途中で力入れて止めるじゃないですか。そしたら

「はい、力が入ってる。」とか言うて、力が入って

ないときに、わ～って叩きようった。 

熊 へえ～、そうなん？ おもしろ～い。 

秀 怒り方がみんな特徴があったよ、先生がね。石

丸先生もおもしろかった。 

英 石丸先生は(笑)。 

秀 ぐりぐり(笑)。 

英 ほいでね、西寺先生は筋肉注射とか。 

熊 あったあった。あれね、よう室積でもやりよ

うっちゃったよ。 

秀 みな必殺技を持っちょった、先生が(笑)。 

英 室積でもやっぱりしようったん、筋肉注射？ 

秀 よそでもせるんじゃあ(笑)。 

英 祝島だけかと思いようった(笑)。 

熊 やりようった、やりようった。 

 

英 ところで先生、これは何ですか？ 

熊 これは、私が新任のときにね、じいさんが私に

贈ってくれたんよ。 

英 じいさん？ 

秀 これ、孤島って書いちょるよ…(笑)。「人生の

門出を孤島の…」 

英 「人生の門出を」、ほんとじゃ。孤島って祝島

のこと？！ 

熊 そうそう。 

英 ほんとに！？ 

熊 じゃけ、私が就職決まったときに… 

英 ああ～、「矩子さんの前途を祈って 人生の門

出を孤島の上に 学び行く愛孫に…」 

熊 「愛孫の前途に幸多かれよ」って。 

秀 九十翁って書いてある。90歳だったんです

か、おじいさん。 

熊 うん、年は…。じゃが、これは数えじゃけえ。 

英 おじいさんは何をする人？ 

熊 一応ね、ちょっと偉い人じゃったんじゃ。 

英 教師？ 

熊 「孤島」って書いてあるじゃろう。じゃけ、じ

いさんにとっちゃあ孤島じゃったんじゃあ。実際に

孤島っていう感じじゃったんじゃろうね。祝島って

いう名前を知らんかったんじゃけえ。孤島じゃない

のにねえ…。 

英 すごいね。お偉いさんやったんだ、おじいちゃ

ん。 

熊 うん。 

 

…ということで、熊野先生の爆笑トーク、今回でお

しまいです。お楽しみいただけましたでしょうか？ 

おじいさんから贈られた扇 



    「楽団の思い出」 

         難波 文子 文・絵 

 

 あまり思い出も多くありませんが、少しだけ

覚えています事を書いてみましょう。 

 全部レコードからの聞き覚えで、しかもほと

んどハーモニカ、五人くらいでドラムはありま

した。私も田端義夫の「別れ船」を唄いました

（一度目の時）。 

 二回目の時は「純情二重奏」と「会津磐梯山竹の

節」、三度位しかありませんでした。 

 ドレスを何段にも縫って、ひざ位の長さに縫い上げ

した真っ白のワンピースなど着て、洲本さんなど、難

波の君ちゃんのチャイナドレスを着てホッカブリのよ

うなネッカチーフをしたり、いろいろでした。 

 それから後は何となく小ざくらが

消えてしまったのです。私はつばめ

楽団に雇われて何度も唄いました。 

 

＜後記＞ 

 長い間お読みいただき、ありがとうございました。

「楽団誕生物語」は今回で終わります。 

 最終回は、当時、歌姫といわれた難波文子さん（新

庄の文ちゃん）に思い出を書いていただきました。文

ちゃんが小ざくら楽団に入ったのは国民学校高２卒業

直後の春休みだったそうです。透き通ったきれいな歌

声に聞き惚れた人も多かったことでしょう。 

 現在は北九州市にお住まいで、今もずっと歌を楽し

んでいらっしゃるそうです（花田記）。 
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 ＜連載＞楽団誕生物語（最終回） 

       ～楽団誕生物語スペシャル 思い出編～    花田惠美代 編 

写真中央の小柄な女性が難波（当時新庄）文子さん 
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 ＜連載＞花*花クイズ（３２）                     橋部 好明 

  前回の花・花クイズの

答はヒナキキョウでした。 

 高さ30cm位になる多年

草で、茎は多数が群がって

立ちます。葉はへら形また

は倒披針形で、ふちには鈍

い鋸歯があります。青紫色

で漏斗状鐘形の愛らしい花を咲かせます。 

 さて、雑学。万葉時代では「あさがお」といえばキ

キョウ。秋の七草に出てきます。 

「朝顔は 朝露負ひて 咲くといへど 夕影にこそ 

咲きまさりけれ」 

で、これはキキョウのこと。ムクゲが渡来してからは

朝咲く美しいムクゲの花を指すようになり、紫式部の

源氏物語（平安時代中期）に出てくる朝顔は、現在の

アサガオだと言われてます。 

「秋果てて 霧のまがきに むすぼほれ（からまき

あって） あるかなきかに うつる朝顔」 

これは朝顔の君から源氏への返歌です。意味深長です

ね。 

 

 さて、今月の花の名は？ 

 祝島三浦湾に咲いていた白花は貴重種だったのです

が…。 

＜連載＞魚・さかな・肴（３２）  ～ ドンジー ～          木村 力  

 子ども時代の今時期が、磯釣り、ウゴ釣りの旬でし

た。枇杷の熟れる頃に、まだ潮がひらないうちに山道

を歩いて、トビイシやイワグチ、チョンギーの方に降

りていって釣っていました。餌はスナボウ（フナム

シ）。そのウゴ釣りで、狙わないけど釣れていたのが

このドンジーでした。祝島で言う「ドンジー」は標準

名「ダイナンギンポ」と言うようです。ドンジーは、

瀬の間から浅いところの石の小さい穴まで、狭いとこ

ろや暗い陰によく居ます。釣れるとぬるぬるして釣り

針から外すのがなかなか大変です。 

 このドンジーは確か「腹ぐすりになる」と言ってい

たように思います。焼いて食べていました。きれいな

白身です。磯の味がします。 

 ５月末の日曜日に釣りに行ってみました。ウゴで最

初に釣れたのがドンジーでした。ドンジーは今も祝島

で健在です。 

釣り上げたドンジー 焼きドンジー 
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＜連載＞ せきれい （２） ～祝島花見クルーズ吟行記～      石川 芳己 

 4月4日の日曜日、午前

8 時 1 0 分 に 徳 山 駅 に 集

合。8時35分の山陽本線

の上り電車で柳井港駅まで

行く。下車して、小走りに

港へ急ぐ。祝島行きの船着

き場が変更していたため、

慌てて乗船場所を探して乗

船する。柳井港で待ち合わ

せていた常村むつみさんと

合流して、9時30分発の定期船に乗る。 

 草炎俳句会の久行保徳主宰、常村さん、野村みどり

さん、私と4名が揃う。徳山中央句会の有志で祝島花

見クルーズに参加する。希望者参加としていた為か参

加者は少ないのが残念である。 

 先日までは海も荒れていたという船員さんの話であ

る。この日は好天に恵まれる。久行主宰と常村さんは

初めての祝島行きである。春の海を定期船「いわい」

は颯爽と波飛沫を上げて、約1時間で祝島港へ着岸す

る。昔は2時間以上もかかっていた船旅が嘘のようで

ある。 

 港には、祝島ネット21事務局長の國弘秀人さんや、

祝島小学校の山本校長ご夫妻、みさき旅館の女将さん

などが出迎えてくださる。山本校長からは、引き続き

祝島小学校の児童への俳句指導の依頼を受ける。大久

保先生にも合う、先生も上重先生も留任とか。俳句に

理解のある先生がおられるのは嬉しいことである。 

 早速花見クルーズ乗船の手続きをして、11時から

12時まで祝島を一周巡航する。祝島出身のプロ演歌歌

手瀬戸こうじさんの船中でのライブがある。プロの生

の歌声を披露して喝采を浴びる。船内は各地からの参

加者で満員である。地元の教育委員長を務められる橋

部好明さんがマイクで島の紹介をされる。歴史や地質

学など幅広い紹介である。この日はこれまでの最高の

クルーズ日和であるという。幸運である。 

 島の山桜は満開、波は穏やか、天気は晴朗。準備さ

れた麦酒やおつまみを戴き、心地良く船に揺れながら

島巡りの景勝を満喫する。予定された1時間があっと

いう間に過ぎる。 

 当初は12時30分の船で帰る予定であったが、折角

ここまで来たのだからと予定を変更して再び島へ上陸

する。石積みの練塀の家並みを散策しながら中腹の祝

島小学校へ。校庭の桜が満開である。そこで座を囲み

弁当を開き花見の宴である。紺碧の海、抜けるような

青い空。純白の桜。菜の花の黄色も眼に染む。島にい

ると時間がゆったりと流れていく。悠久の時を感じさ

せる島の長閑さである。 

 昼食後は、ぶらりと島巡りである。石積みの練塀が

彼方此方に見られる。冬の強い季節風を防ぐ為に練塀

が工夫されたのであろう。未来に残したい漁村の文化

遺産である。クルーズの見ものの一つに、親子三代、

家族だけの力で作りあげた美しい棚田「平さんの田

圃」がある。島の宝100選に選ばれている。石を一つ

一つ積み重ねていき高さ8メートルに及ぶ。そこから

見る景色は絶景であるという。 

 祝島は山桜の群生林が広がる。隣の無人島である小

祝島は休火山という。不老長寿の実のコッコーが山中

に見られるという。秦の始皇帝が徐福に命じて捜し求

めたという秘物である。中風にならないという「蓮の

杖」もある。 

 浜では老女がヒジキの乾燥をしていた。収穫した後

は、大きな釜で煮込み、適当に解して天日で干すので

ある。その後、2・3日ほど干しあげて、立派な商品と

なる。 

 島巡りのウォークラリーには申し込みをしていな

かったので参加しなかった。生憎「みさき旅館」と

「はまや旅館」は休館である。休む場所もないので仕

方なく浜の民家の石垣に腰をかけて、ゆったりとした

時間を過す。ウォークラリーでは、俳句づくりも

チェック・ポイントの課題となっていて、7チームの

句が出来上がっていた。実行委員長の國弘さんに依頼校庭の桜と菜の花 
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されて選句を行い講評をする。 

  第一席  神宿る 島を彩る 山桜 

  第二席  桜咲く 練塀の道 祝島 

 祝島小学校の5年生の蛭子みさきさんが自分の手作

りの句集を見せてくれた。世界でただ一つの句集であ

る。嬉しそうである。この8日の始業式でいよいよ6年

生になる。俳句づくりを続けるという。大久保先生も

クルーズに参加。浜では、私の教え子の松村しのぶさ

んの兄の松村さん、蛭子さん姉弟のお父さんなど、島

の人たちと談笑する。 

 長閑な一日である。時間がゆったりと流れる。恰も

時が止まっているかのようである。名残は尽きない

が、5時過ぎの最終便の定期船で島を後にする。波止

場では島の人々が何時までも手を振って別れを惜しん

でくださった。 

 室津港で上陸し、室津からは防長バスで柳井駅まで

出る。約1時間である。バスは、尾国、佐賀と左側に

夕日を眺めながら室津半島の西岸の海岸線を走る。と

うとう柳井駅まで乗客は1人もなし。赤字路線であろ

うか。柳井駅から山陽本線で徳山駅に着いたのは午後

7時30分である。 

 絶好のクルーズ日和に恵まれ、心に残る万葉の島祝

島の花見周遊の船旅と島巡りであった。 

                     

  鹿尾菜干す 媼ほかむり 浜の春   芳己 

ひじき干し 

島の南側へ少し回ったところから。坂道を、赤い耕耘機が収穫したびわを積んで下っていきます。 

 絵っきー展覧会（２）  『びわと海と島と』            エッキー浴野 



お知らせ ＆ 募集 

おいしい祝島ビワ 

 今回もずいぶん遅れての発行となってしまいました。すみません。次回は8月末…ということは祝島不老長寿マラ

ソンと重なるので、どう考えても遅れます！気長にお待ちください(^o^;)。 

 そのマラソン大会ですが、祝島ネット21が発足した年に最初のイベントとして始めて以来、今回が10年目になり

ます。“十年ひと昔”と言いますが、この10年間で島を取り巻く状況は大きく変わったと思います。祝島は10年前

とは比較にならないほど有名になりましたし、その間にいろんな方々とさまざまな繋がりができました。しかし一方

で、高齢化と過疎化は確実に進んでいます。マラソン大会のように島での大規模なイベントはどうしても島の方に負

担がかかってしまうこともあり、また、今後は島にUターンやIターンする人をサポートするような活動などに力を入

れた方がいいのではないかと考え、今回を最終回にすることにしました。この大会を多くの人が楽しみにしてくれて

いることは大変うれしいことで、名残惜しいのですが、10年目の今回を区切りにして、新たなチャレンジに繋げて

いきたいと思います。最後の大会、ぜひ皆さんで盛り上げてください。よろしくお願いします。 

 次号はたぶん9月中旬に発行の予定です(~_~;)。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/ 

■「第8回祝島不老長寿マラソン」 

 夏の恒例イベント・祝島不老長寿マラソンを８月29日

（日）に開催します。只今参加者およびボランティアを募集

中です。ボランティアは大会当日だけではなく、大会前の草

刈り作業などの準備もぜひお願いします。 

 2001年から始まったこの大会も、さまざまな状況を考慮

して、今回が最後の大会となります。皆さんの参加をお待ち

しています！ 

 
【開催日】8月29日（日）（小雨決行） 

【会場】祝島小学校グラウンド 

【種目・参加料・スタート時間】 

   13kmの部 3000円 8:00スタート 

    2kmの部 2000円 8:10スタート 

【募集人数】合計で約150名 

【参加賞】Ｔシャツ、地元特産品など 

【申込み期間】6月12日（土）～7月17日（土）必着 

   ※定員になり次第締め切ります（お早めに！） 

【申込み・問合せ】電話090-8069-5066（國弘） 

●詳しい内容は大会ホームページをご覧ください 

（参加申込書のダウンロードもできます） http://www.iwaishima.jp/marathon/ 

昨年の大会の様子 

 今回が最後の大会になり

ます。 

みんなで盛り上げてね！ 


