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以前から「島に食堂があればいいのに…」という声はたくさんありました
が、ついに待望の食堂ができました！しかも２軒も！さっそく紹介したいと
思います。
一つめのお店は11
月24日にオープンし
た「こいわい食堂」。

の「こいわい定食」
は、かまどで炊いたご
「こいわい食堂」

飯が自慢です。ひじ

き、味噌、石豆腐など、祝島の食材をたっぷり使った
料理がとても好評です。1日5名様限定なので、前日までに予約が必要。他
に、島の人たち向けの日替わりメニューもあります。
そして、もう一つのお店は、12月24日
にオープンしたばかりの喫茶・軽食の店
「わた家（わたや）」。港のすぐそばなの
で、魚釣りに来られたお客さんにも便利で
す。コーヒー・紅茶・スコーン・カレーラ
イス・各種うどん・日替わり定食など、豊
富なメニューが用意されています。島のお
「わた家」

年寄りたちと、島を訪れた旅人の憩いの場

になりそうですね。
今まで、島に来られたお客さんに
は、食堂や休憩する場所がなかった
ので、少し不便を感じる方がいらっ
しゃったと思いますが、このたび食
堂が2軒出来たことで、また島を訪
れる楽しみが増えると思います。皆さんも島に帰省された際には、ぜひお立
ち寄りください。

「こいわい食堂」
○営業時間：11:00～14:30
○定休日：火・水・木曜
○電話：0820-66-2231
（電話は営業日の10時から15時
の間にお願いします。
）

や

「わた家」
○営業時間：10:00～17:30
○定休日：未定
（年内は30日まで営業。
年明けは1月4日から。
）
○電話：090-7544-8169

祝島物語

絵・しげむらみちこ

＜連載＞ 祝島の歴史を探る（３５）
先日放送された「風の民、練塀の島

～祝島の集落と住居～

蛭子 葉子

刻まれた千年

の営み」は佐々木ディレクターの祝島への応援歌のよ
うな暖かい番組でしたね。いみじくも従兄弟のケンシ
が言った「家に帰るっていうのじゃなく、島に帰って
来るって感じじゃないですか。」という言葉に番組制
作の想いが集約されていたように感じました。橋部さ
んの調査で株内の共同作業によって作られたという練
塀は「ささえあって生きてきた」祝島の歴史を示して
もくれました。
ということで、今回「城南高校の報告書」はその
「練塀」について書かれた"集落"と"住居"の紹介をし
んでいる石畳の高塀と石の錬積みが目にとまる。これ

ます。

は「ネリヘイ」・「カイサク」と呼ばれるこの島特有
のものである。前者は石と石の間に泥・しっくい・セ

◆集落
祝島の集落は、最初三浦にできたものと考えられ

メント等をつめて仕上げられ、多くのものが軒と同じ

る。しかし現在では、島の北東部のみに存在し、三浦

高さである。また塀の最上部に屋根をとりつけている

には、人家は一軒しかなく、ただ農作物の出荷小屋や

のは「ネリヘイ」が風や火に強いにもかかわらず水に

農機具などを納めておく小屋が点在しているだけであ

弱いということに対する島民の工夫と思われる。
このように築かれた「ネリヘイ」は、最初は台風に

る。
島の北東部に集落が集まった理由としては、次のよ

そなえての防風壁であったのだが同時に島内という狭

うなことが考えられる。まず地形は三浦と共に比較的

小の土地に密集している民家を大火から守るための防

平坦で穏やかな傾斜であるが、北東側の方が船の陸あ

火壁にもなったのである。近年では石垣からコンク

げにはつごうが良かったこと。また交易・文化交流に

リート塀やブロック塀への転化が進み、現在みられる

は少しでも本土に近い北東部の方がなにかと便利で

「ネリヘイ」は二～三世代前のものである。次に屋根

あったようである。

であるが、この島では台風の時期になるといろいろな

さらに気候的には、

三浦

現在の集落

方向から風が吹きつけるため「寄棟造り」が多く、天

山を防風体として冬

井も低くなっている。最近では風にもある程度強く外

の強烈な北西風（あ

観もよい「入母屋造り」の家も見られる。現在のよう

なじ）を避けるため

な瓦屋根は60～70年前から目立って多くなったもの

に北東部の方へ居住

でそれまでは草ふき屋根もあったらしいが、台風の通

し始めたのであろ

り道で大火の起りやすいこの島には適していなかった

う。

のか今では一軒もない。防風対策としては先に述べた
石垣の他に屋根瓦をしっくいで固めたり、石をおいた

◆住居
祝島の住居は殆どが平家建か中二階建で、建坪は大
体60坪前後のものが多い。旧家は非常に頑丈な材料で

りしている。このような現象は昭和26年にこの島を
襲った「ルース台風」の後で現われたもので風雨の強
い地方の風土性というものがよく理解できる。

造られており、100有余年経った現在でも昔のままの

間取り型は、田の字型（家に向かって右側に土間の

姿をとどめているものさえある。その材料としては、

ある家）になっている。「上オモテ」は客間に「下オ

当時島内に多かった野生の松が使用されている。

モテ」は客との応対の際に対外用としてまた対内用と

その家々の間を網の目のように走っている琉球風な
細い石畳を歩いていくと、まず殆どの家屋の外郭を囲
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いる。この島では、「オク」の間を息子夫婦に明け渡
すことが即ち家督を譲ることを意味していたため多く
の場合「上オモテ」と「オク」のしきりに壁がぬられ
ている。「ヨコザ」には、昔、囲炉裏があったのだが
昭和24～25年頃からストーブや堀こたつに替ってき
たそうである。「ヨコザ」というのはまだイロリを使
用していた時代にその家の主人が座る場所の呼び名で
それがそのまま部屋の名称となったものと考えられ
る。「ニワ」自体はそれほど広くないが押入れが割合
大きい面積を占める。農具の保管場所、穀物の貯蔵場
所として使用されている。また「下オモテ」の地下は
昔、芋の貯蔵場所であったが現在では使用されていな

続く・・・・

い。このような母家以外に物置・風呂場・便所等の付

（今年は例年にもまして忙しく、これ以上書く余裕が

属建物があり、それらは全て「ネリヘイ」で囲こまれ

ありませんので次回に引き継ぎます。申し訳ありませ

ている。

ん。）

絵っきー展覧会（４）

『練り塀の通り道と、島のねこと人』

エッキー浴野
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会員リレーコラム（３５）

～ 國弘 秀人 さん ～

このコーナーは「祝島ネット21」の会員の皆さん

るのではないかと思います。誰もが21世紀の祝島の

に、自己紹介を兼ねて簡単なコラムを書いていただく

島づくりに参加できるように、それを支援する組織

コーナーです。第35回目は、祝島ネット21の事務局

「祝島ネット21」を作ろうと考えています。

長・國弘秀人さんです。

（2000年12月26日の編集日記より）
この日記を書いてから6日後の2001年1月1日に祝
島ネット21設立。あれから10年、あの時に自分なり
に思い描いた祝島の理想像に近づいた部分もあり、そ
うでない部分もあり、といったところでしょうか。で
も、祝島と、島の外にいる祝島を愛する人達とのつな
がりは確実に増えてきたと感じています。こうして当
時の想いを見直して、あらためて初心に帰って、これ
からどういうことができるだろうかと考えてみたいと
思っています。

祝島不老長寿マラソン会場にて

さて、順序は逆になりましたが、ここで自己紹介
を。私は祝島中学校を卒業後、高校は田布施に下宿し

皆さんこんにちは。祝島ネット21事務局長の國弘

て熊毛南高校へ通いました。その後、大学は四国の松

秀人です。会報35号で、ようやく会員リレーコラム

山。そして就職は神奈川県へと、祝島から徐々に遠ざ

の出番が回ってきました(^_^;)。思えば今からちょう

かって行きました。さらに、
（英語が苦手なくせに）

ど10年前の2000年12月、祝島ネット21設立のた

オーストラリアに住んでみたいなぁ…と思った時期も

めの準備が急ピッチで進んでいました。
「祝島を離れ

ありました（かなり本気で！）。でも、気になること

ていても、島のために何かできることをしたい」そう

がありました。それは祝島のこと。原発問題という大

いう熱い想いを持った島の出身者が声を掛け合い、話

きな波に飲み込まれている祝島はどうなってしまうの

が本格的に出てからわずか1ヶ月足らずで設立するこ

だろうか？気になるけどテレビや新聞ではまったく情

とができました。当時の想いというか、決意のような

報が入ってこない。そんな時に登場したのがインター

ものを『祝島ホームページ』の編集日記に私は次のよ

ネット。
「これを使えば世界中どこにいても情報が

うに綴っていました。

入ってくるらしい。誰かインターネットで情報を発信
してくれないだろうか。そしたら、オーストラリアに

まもなく20世紀も終わり、21世紀を迎えます。皆

行っても祝島のことがわかるのに…。」と思っていた

さんは21世紀の祝島はどんな島であって欲しいで

のですが、誰もやってくれそうになかったので、
「仕

しょうか？

方ない、自分で作ってしまおう！」と考えて、見よう

豊かな青い海があり、緑の山があり、お

いしい魚が釣れ、おいしい空気があり、のんびりと過

見まねで作ったのが『祝島ホームページ』でした

ごせる時間と空間があり、みんなで支えあっているコ

（1997年3月デビュー）。夏休みや正月に帰省した

ミュニティーがあり、活気にあふれ、若者が働き、子

時に島で聞いた話を少しずつホームページに載せてい

供が増え、いろんな祭りも復活し、…そんな祝島であ

きました。重村さんや蛭子のおじさんにはずいぶんと

ればいいなぁと思います。しかし、現実は厳しいで

いろんな話を聞いたり、資料を見せてもらったりした

す。今、島に住んでいる人たちだけでは、どんなにが

ものです。そうこうしているうちにインターネットも

んばっても限界があります。でも、島の人と、島の外

徐々に普及していき、
『祝島ホームページ』を見てく

にいる出身者の皆さん、そして祝島を愛するすべての

れる人も少しずつ増えてきました。やはり祝島の出身

人達がまとまって協力すれば、もしかしたら何とかな

者は、皆同じように祝島の情報を知りたかったんだろ
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うと思います。中には『祝島ホームページ』を見るた

い」と言われて、お二人と初めて顔を合せました。そ

めにパソコンを買った人もいたとか…。そうなると、

して、レストランで食事をしながら話をして、その場

こちらにも使命感が湧いてきて、最初は「自分のた

で「そういう会を作ろう。やるんなら１月１日設立で

め」に作ったホームページですが、
「みんなのため」

いこう！」と決めました。岸本さんや花田さんを中心

という気持ちが強くなってきました。一方で、作って

にいろんな人があちこちに声をかけてくれて、30名

いる私自身も祝島のことで新発見をすることが多く、

の発起人が集まり、21世紀最初の日に祝島ネット21

「祝島って結構面白い！」という気持ちも出てきまし

が発足しました。

た。さらに、おりからの不況で会社が早期退職制度を

あれから10年間、皆様のご協力により、さまざま

実施するなど、いろいろな状況が重なり、ちょうど

な取り組みをしてきました。今後はもっと多くの方に

2000年は神舞年でもあったし、何か“祝島が自分を

島づくりに参加していただけるような仕組みを作りた

呼んでいる“ような気がして、Ｕターンを決意。

いなぁ…と考えています。これからもどうかよろしく

2000年の1月に祝島にＵターンしました。

お願いします。
＜國弘秀人＞

そして、その1年後に祝島ネット21設立となった
わけですが、そのきっかけを作ったのは、岸本智恵美
さんのひと言。2000年8月の神舞の時、智恵美さん
が公民館で伊美から来た“太夫さあ”たちの食事の配
膳などを手伝いされて、「お年寄りがあんなに頑張っ
てやってるのに、もっと若いものが手伝えるようなこ
とは出来んのじゃろうかねぇ」と神舞小屋の前で私に
話しかけてきたことです。
そして、設立に向けて具体的に動き出すきっかけと
いうか、背中を思いっきり強く押してくれたのは、花
田惠美代さんと藤本寿代さんのお二人。12月の初め
にたまたま用事で東京に行った時に、「ぜひ会いた

櫂伝馬で太鼓をたたきました
（2004年の神舞の時の写真です）

橋部 好明

＜連載＞花*花クイズ（３４）
前回の花・花クイズ
の答えはスベリヒユで
した。

さて、今月の花の名は？
日本各地の山野の日当たりのよい場所に生える多年
草です。

この花は、畑や道端
に生える多肉質の１年
草です。草が密集して
いる時は目立ちません
が、乾燥して他の草が生えなくなった所にしっかり根
を下ろして生育できる乾燥には強いようです。滑りヒ
ユとも呼ばれ、茹でて食べるとぬめりがあるからと
か、葉が滑らかであることによるといわれています。
茎は地を這い、葉は肉質で長さ1.5～2.5cm、径は
6～8mm、黄色の五弁花が日を浴びて咲きます。

祝島ネット２１会報 第３５号
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＜連載＞ 先生、お元気ですか？ （第１５回）

～ 大井 滋 先生（１） ～

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。
皆さんお待ちかね、昭和47年度から4年間、祝島中学校に赴任された大井滋先生の登場です。当時からユニー
クな先生でしたが、相変わらずユニークな活動をされているようです。今回から３回の予定で連載になります。

先日、アトリエで新曲を披露してくれた大井先生

祝島のみなさん、こんにちわ、お元気ですか？僕はとっても元気です。
それでは先ず一曲 ．．．ポロロン♪

大井先生直筆の歌詞です

祝島ネット２１会報 第３５号
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この歌は、自分の描いた３０号の油絵をながめていて出来た歌で、自分の中の祝島の
イメージなのですね。星と干し魚と、もの欲しそうに ．．．シャレてるゥ。
実は最近、シンガーソングライターモドキをやっていて、ライブハウスで弾き語りを
やっているのでございますよ。
相変わらず教師らしからぬことやっているわけですが、思えばロングアゴーの昔、僕
がまだ髪が短かった頃、「あ、ぼくたちと同じ頭だ」と言われ赴任した祝島中学校．．．。
ギター片手によく歌ったなぁ。
右も左も分からない若僧が、だんだん調子が出て来ると、髪を伸ばし始め、吉田拓郎
をもじって「ヨジダダグローデズ」とか言って、体育館で歌ったなァ。
♪おっかべーに行かなくっちゃ、とか、ガードハロー（歯磨き粉）のコマーシャルソ
ングを♪ガードジーローとか、その当時の先生方のエピソードを生徒に書かせて♪あー
それが石丸先生！♪あー西寺先生！♪くまの先生パンダーイ！とか歌ってバカ受けだっ
たけど、今思えば失礼極まりないことだったなぁ。話によると、英語の田中先生が、僕
が書いたその歌詞を今も大事に持っているというからウレシイ。
國弘くんと黒磯くんが先日、僕のアトリエに来てくれて、弾き語りを交えつつ、アツ
く３人で語ったのだけど、昔の話もだけど今の話に力が入り、「先生、昔よりパワー
アップしてますねぇ。」と二人。「でしょでしょ」てなわけで、思い出話も数々あれど、
現在の、さらにパワーアップした“アーチスト”としての話も沢山あって、Ａ４ １枚
１枚にはとうてい納まらないのでございます。
それでは今日はここまで。次回へと続きます。

追伸：歌手の時は「ソカピ」という名で出ています。
．．．ポンポロロン

祝島ネット２１会報 第３５号
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＜連載＞ せきれい （４）

石川 芳己

～祝島の練塀～

このほど、山口放送の
NNNドキュメント番組で
『風の民、練塀の島～刻ま

わっているかも
しれない。
私が初めて祝

れた千年の営み～』が放映

島を訪れたの

された。祝島の石積みの練

は、昭和48年

塀のルーツを訪ねる番組で

の4月のことで

ある。深夜の放送番組で

ある。祝島小学

あったが録画しておいて何

校に着任する為

度も視聴したことである。

である。初めて

練塀の道

祝島の練塀は、万葉の時代から造られてきたようであ

眼にする島の風景。石垣島のように家の周りを石積み

る。練塀には、文字通り、千年以上の歴史が刻まれて

の練塀で囲まれた島の風景が珍しく印象的であった。

いる。

家庭訪問では、練塀で囲まれた児童の家を一軒一軒探

祝島の橋部好明さんは、郵便局を定年で退職され、

しながら家庭訪問したことを思い出す。勿論、家庭訪

今は、上関町の教育委員長の要職にあり、祝島で練塀

問の道順は、子どもたちがちゃんと案内をしてくれ

を守るなどの様々な活動に取り組んでおられる。ふる

た。本当に有り難かった。ありがとう。嬉しそうに、

さと祝島をこよなく愛しておられる様子が番組で放映

そして、少し恥ずかしそうに案内をしてくれる子ども

されていた。橋部さんは、祝島の石積みの練塀の起源

たちの表情が今でも脳裏に焼きついていて忘れられな

を辿る為に、まず、祝島の伝統的な無形文化財の神舞

い。子どもたち一人ひとりの顔を思い出すたびに胸が

と関係のある国見半島へ出かけてみることになる。竹

熱くなってくるのは加齢のせいであろうか。あれから

田津港に渡り、国見市の小田原賢司さんにあって、練

幾星霜。元気でいるだろうか。

塀の起源を訪ね、入念に調査をされている。入手した

練塀は迷路のように家々を囲んでいる。強烈な海風

情報から、大韓民国の済州島にも石積みの練塀が見ら

や冬の北風から家屋や生活を守る為である。しかし同

れるという。橋部さんは、済州島へ渡り、調査をさ

時に、練塀は、風から生活を守るだけではなく、人々

れ、現地の人々との交流を深められたのである。嘗て

の心の絆をも強めるものでもある。練塀は、人情溢れ

祝島において、遣新羅使一行が航海の安全を祈願した

る祝島の源である。

という。石積みの練塀の起源もそのような歴史にかか

＜連載＞魚・さかな・肴（３４）

北颪練塀の島駆け抜けり

～ ツムブリ ～

私が子ども時代に見たことのない魚で、10年く

思います。祝島での

いの、ヤズに似ているという印象の魚でした。デジカ

呼び方はわかりませ

メで写真をとっていたのですが、もとの写真は前のパ

ん。ウヤシマとコー

ソコンの中で永眠してしまいました。

ジロの瀬戸でヤズの
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木村 力

ないのではないかと

らい前に一匹だけ釣ったことのある魚です。1kgくら

ツムブリというのは

芳己

群れの中で釣れまし

紡錘（つむ）形のブリ

た。刺身で食べたのですが、身はきれいで、なかなか

（ヤズ）という意味で

旨かった覚えがあります。写真は小さいのですが、ス

はないかと思います。

マートなヤズという感じはわかるかと思います。オバ

祝島近辺では滅多にい

チ（尾びれ）もサワラに近い形です。
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瀬戸 こうじ

＜連載＞ ふるさとを思う （５）
祝島出身の歌手・瀬戸こうじさんのコラム５回目で
す。

そのまま、鳩を我が家につれて帰り、帰りがけに
買った餌をつぶしスポイトで与え、タオルのベッドを

こんにちは、瀬戸こうじ（河下正信）です。

作り、一ヶ月ほど一緒に暮らしました。はじめは震え

だいぶ秋も深まり、街には、クリスマスのイルミ

ていた鳩ですが、10日も経つと、危害は及ぼさないと

ネーションも見られるようになりおせち料理のポス

感じたのか、おとなしく僕に委ねているようでした。

ターが貼られ、師走のあわただしさも近づき始めまし

そろそろ飛ばしてみようと試みてみましたが、羽が動

た。そんなあわただし

かず、飛ぶことは出来ません。痛がっているようでは

さの今日この頃、祝島

ないのですが、羽ばたけません。鳩にとっては致命傷

のテレビ番組が昨晩放

です。餌を採りにいけません。生きていけないので

送され、今日は気分が

す。悩みました。このまま、ここで最期まで見届けて

良く、穏やかな気持ち

あげるべきなのか。ノバトは自然に帰すべきなのか。

でこの原稿を書かせて

苦渋の選択です。どちらにしても、先は見えていま

いただいています。

す。そして、出した結論は、自然に帰すことでした。
なるべく敵のいない所、仲間の鳩が集まる所、最期の

澄み切った青空を眺めていると、この空はどこまで

ときを迎えるにふさわしい所を選択し、お台場のある

続いているのだろうと考えます。そう、間違いなく祝

場所へある日の明星の頃を選んで、幾日か分の餌を置

島までつながっています。そんな当たり前のことをつ

いて、後ろ髪を引かれる思いで、溢れる涙に耐えなが

くづく思うこの頃です。澄み切った青空の遠く彼方

ら、鳩を置き去りにしました。果たして、これでよ

に、海にぽっかり浮いているような祝島を思い描きま

かったのだろうか。これが鳩にとって最良の選択だっ

す。僕の頭の中は、すでにセスナ機に乗り、上空から

たのだろうか。その心の葛藤が９年経った今でも続い

見ます祝島です。今まで見えなかった、島の裏の三浦

ています。ただ、残された命が幸せであってくれと、

湾も、細かい入江もはっきり見えてきます。「ああ、あ

祈るばかりです。

そこが僕の秘密基地だ・・」などど、思い出の場所が
わくわくしながら脳裏を過ります。

僕は、このことで、言葉なき動物の意思の尊重とい
うことを深く考えさせられました。自然に生きる動物

外から見て初めて気がつく美しさというものもある

の心が読めるはずはありません。しかしながら、それ

のです。僕は祝島にそれと同じような気持ちを抱いて

を理解しようとする努力だけはしていきたいと、考え

います。島を離れたからこそ感じられる有難さ、美し

ます。僕の動物好きは、子供のころからです。鶏、ス

さ、愛おしさです。歳のなせる技なのかもしれません

ズメ、ヤギなど祝島でも友達でした。でもその頃の

ね。そして自然への花への動物への愛しさがこの年に

「好き」は子供心の身勝手さからでしょう。今は、責

なってだんだん湧いてきました。小さい命への思いや

任という二文字を担った上での「好き」でなくてはな

りや大切さを感じ、僕のブログの内容も自然とそちら

りませんね。自然、動物、植物に対して心ある接し方

へと流れています。
「植物図鑑のようだね。
」と言われ

をしていきたいと考えます。

たことがありますが、いままで気がつかない小さなと

祝島の自然の恵みと 美し

ころへ目が向くようになっています。

い山や海と 祝島特有の「ほ
うり」心の温かみも 後世へ

９年前にこんなことがありました。近くの公園で羽

と伝えていきたい・・と願っ

に傷を負った鳩に出会いました。片方の羽が、折れて

てます。微力ながら、僕も競

血がにじんでいました。ノバトです。保護すべきかど

馬でいえば第三コーナーを

うか悩みました。が、傷ついた鳩を抱え、獣医へと身

回ったところの還暦ですの

体が動いていました。
「カラスなどの鳥に襲われたのだ

で、鞭を打って頑張っていき

ろう。治らないね。
」との、医師の所見でした。

たいと思います。
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いちかわＦＭ 『はっぴーあいらんど祝島通信』 ～放送５０回をむかえて～

はっぴーあいらんど祝島 優子☆
「こんにちは、優子☆です」

みましょうか」
との言葉に、ど

毎回この言葉で始まる『はっぴーあいらんど祝島通

うしよう…と思

信』は、千葉県のいちかわＦＭで毎週火曜、お昼の時

いつつも、なん

間のほんの10分間ほど流されているラジオ番組です。

とかなるか
な、って度胸を

碧く広がる美しいふるさとの海、そこにぽっかりと

決めたものの、

浮かぶハートの形をした祝島。大好きな祝島のいろん

頬はぽっぽと熱

なことを、のんびりと紹介してみたり、島から遠く離

くなるし、ドキ

れた関東ではほとんど知られることのなかった上関原

ドキする心臓の音までマイクに録音されてしまうので

発のこと、祝島の方々が直面している現実などをでき

はないかと、要らない心配ばかりが先に…反省だらけ

るだけ忠実に、そしてそれらに対して感じた自分の想

の初めての収録でしたが、飾りのない素の自分…自分

いをありのままに…そんなふうに伝えてきました。

なりの精いっぱいだったと、今もそう思います。

ふるさとへ帰ることのなかなか叶わないわたしに

もともと、ちょっとゆっくりめのマイペースなわた

とって、ＦＭスタジオで祝島や瀬戸内の海のお話をお

し…マイクを通して聞こえる声も自分のものではない

しゃべりする時間は、本当に楽しいひとときです。と

ように思え、自分の声ってこんな風に聞こえてるんだ

きには、ふるさとから知らされる厳しい現実に涙をこ

～と、スタジオの空気に慣れるのにも時間がかかり、

らえて…という時もありましたが、そのほとんどは、

あはは…と笑ってごまかしてもみたり。そもそも何回

ふるさとの風景や想い出に薄れてゆく友人たちの顔な

続くものかもわからないまま始まってしまった、なん

ど懐かしいあれこれ、
「祝島ネット21」や「STOP！

とも破天荒な企画に、初めての体験ばかり…しかも

上関原発！」のサイトを通じて知りあった方たちのこ

ちょうど、ふるさとでは田名埠頭でのにらみあいが続

となどを思い浮かべながらの楽しい収録…ご縁あって

き、心配でたまらない毎日…自分にできることはなん

マイクの前に座ることになった昨年の10月から、あっ

だろう…と、模索の日々でした。

という間に1年がたち、放送回数も50回を超えまし
た。このたび、放送されたものを１枚のCDにまとめ

いちかわＦＭの方に、「ラジオには、刷り込み効果が

ていただきましたので、これまでのこと、少し振り

あるのよ」と言われました。短いお話でも、何度も耳

返ってみたいと思います。

にするうちに、リスナー（聴かれる人）のみなさんの
心に沁み込んでいく効果があるのだそうです。毎日楽

ラジオでおしゃべりするなど、初めての経験…ど素

しみにラジオを聴かれる方もいらっしゃれば、偶然通

人のパーソナリティ優子☆は、ある日突然誕生しまし

りすがりに耳にされる方もいらっしゃるかもしれませ

た。

ん。どんなふうにでも、「祝島」や「上関原発」の言葉
が一人でも多くの方の耳に、心に残ったらいいなと、
第1回目の原稿

いろんなお話を続けました。

は、メモ書き程度

祝島ネット２１会報 第３５号

で、あってないよ

多くの自然に囲まれた祝島…そこで収穫される海産

うなものでした。

物のひじきや魚介類、ミネラルたっぷりの潮風とあっ

初顔合わせの日、

たかい陽の光を浴びて育つ、びわやみかんや大根など

いきなり「じゃ

の農作物のこと。そこに暮らす島の方たちは、現実の

あ、今日収録して

問題に立ち向かいながらも、働くことに何の厭いもな
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く、とびっきりの笑顔で日々を過ごされていること。

祝島は世界の中

1000年以上も昔より受け継がれてきた伝統ある神舞

では、ほんの小さ

は、祝島の人にとって特別な島をあげてのお祭りであ

な島だけど、大切

ること。祝島をこよなく愛した画家・松田正平さん。

なものを、ごく当

惜しまれつつ最終回を迎えた祝島不老長寿マラソン大

たり前に守り続け

会。祝島で活躍される方々をはじめ、島の人気者・子

てこられ、本当の

豚ちゃんたちもゲスト出演。島に関わるさまざまな方

幸せってこうゆう

にもゲストとして登場していただいたりもしました。

こと…そんなこと
を教えてくれる、とってもあったかい島だと感じてい

そうしておしゃべりのあとで毎回１曲、さまざまな

ます。

ジャンルの歌を流してくださるのですが、この選曲が
とても素敵だと好評です。ときどきリクエストを聴い

ラジオ番組でおしゃべりさせていただくというご縁

てくださったりもしますが、ほとんど、収録から編集

をくださった方々に感謝しつつ、大切な海を守りたい

まで引き受けてくださってるいちかわＦＭのパーソナ

想い…ひとりでも多くの方に伝わりますように、これ

リティさんが選曲してくださり、おかげで、毎回のお

からも『はっぴーあいらんど祝島通信』続けられる限

しゃべりの内容をぐっと心にとどめてくれてる気がし

り、おしゃべりしてゆきたいと思います。

ます。

◆ 「はっぴーあいらんど祝島通信」

第１回～５０回の放送の全タイトル

『祝島ホームページ』との出逢い／祝島の紹介＆田名

球の日～アースデイイベントの報告／現地・田ノ浦で

での阻止活動／松田正平『周防灘』＆上関原発／『わ

のできごと／祝島かたくり／縄文人からのメッセー

たしの海』＆自然の権利訴訟／シーカヤック体験＆虹

ジ・田ノ浦遺跡／上関原発計画への不安／祝島を描く

のカヤック隊／祝島からの伝言＆田ノ浦での阻止活

絵描きさん／絵心をくすぐる島めぐり／恵みの雨＆祝

動／神舞Ⅰ／神舞Ⅱ／練塀／氏本農園／阻止活動参加

島の水事情／祝島びわ／昭和という時代～あのころの

と支援のお願い／祝島不老長寿マラソン大会／団結小

まんまの形と心～／映画『神の舞う島』／守りたい環

屋の餅まき＆原子炉設置許可申請／万葉の島・旅人と

境・自然保護のお話／祝島のお母さんたちの想い＆

の出会い／祝島シーグラス／不老長寿の実コッコー＆

『祝の島』上映会／夏休みの思い出／『祝島の記憶』

徐福伝説／祝島からの便り＆現地支援のお礼／祝島ひ

写真展／地盤耐震聴取会・国が異例の措置／受け継が

じき／松田正平展＆現地での訴訟の行方／映画『祝の

れるもの・神舞／映画『ミツバチの羽音と地球の回

島』制作中／上関町の自然を守るシンポジウム＆上関

転』／上関町のたからもの・定期船／１０年目・最後

町議選／祝島・春のイベント＆祝島ネット２１／懐か

のマラソン大会／生物多様性＆「原子力大綱」国に意

しい風景＆電力会社のチラシ／祝島の石豆腐／祝島・

見を！／『奇跡の海』の本の紹介／想い、伝えたい

小さな島の大きな問
題／～地球の日～
アースデイ東京＆
アースデイ瀬戸内／
大切なふるさとの海

★いちかわエフエムは、千葉県市川市を拠点とするコ
ミュニティ放送局です。送信周波数は83MHz。市川
市と、市川市近郊の松戸市、鎌ヶ谷市、船橋市などで
も受信できます。
http://www.ichikawafm.co.jp/

＆住民説明会／～地
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お知らせ ＆ 募集
■2011年版祝島カレンダー
2011年版の祝島カレンダーができました。会員の皆さんのところには既に届
いていると思います。今回は「想い出の定期船」というテーマで定期船「ことし
お」を主役にして制作してみました。昭和35年に就航した「ことしお」には、悲
喜こもごも、いろんな想い出が詰まっている人が多いのではないでしょうか。他
にも、「運輸丸」など、お年寄りには懐かしい定期船の写真が載っています。一
年間、どうぞご愛用ください。
尚、祝島では各家庭に１枚ずつ無料配布させていただきました。

■日本離島センター「離島人材育成基金助成事業」募集要項
財団法人日本離島センターが毎年募集している「離島人材育成基金助成事業」

2011年版カレンダー

の募集が今年も始まりました。「こういうことをやったらどうだろう？」という
アイデアをお持ちの方は、ぜひ事務局までアイデアをお寄せ下さい。会員メーリングリストに投稿していただい
ても結構です。みんなで考えてみましょう。
【応募対象】離島に在住している人、もしくは離島で活動しているグループ・団体等
【助成対象事業】①離島の産業振興に係る事業

②離島の生活・文化・福祉の向上に係る事業

③他地域との交流推進に係る事業 ④その他人材育成に必要な事業
※応募できる事業は、自ら新たに取り組む事業です
【助成金額】助成金支給対象経費の3分の2以内で、1事業につき100万円を限度額とする
【応募期間】平成22年12月20日から平成23年2月14日まで
【事業実施期間】平成23年4月1日から平成24年2月29日まで

あなたのアイデアを待ってます！

編集後記
お待たせしました！ 年末ギリギリになりましたが、ようやく会報35号ができました。
さて、今回から「先生、お元気ですか？」のコーナーに、ついに待望の大井先生が登場。私も中学時代に大井先生
から国語と美術を習いましたが、覚えているのは「替え歌」と「こいのぼり」（分かる人にしか分からない…）
(^_^;)。とてもユニークな先生で、「替え歌」が楽しみでしかたありませんでした。今年5月、映画『祝の島』の防府
上映会で中学卒業以来の再会。そして今回、コラムに登場していただくことになりました。来年あたりはぜひ祝島で
絵画展＆コンサートをやっていただきたいですねぇ…。期待しましょう！
ところで、会員の皆さんに重要なお知らせです。来年から会報『いわいしま通信』は年3回の発行にさせていただ
こうと思っています。会報を楽しみにされている会員の皆さんには発行間隔が1ヶ月延びるのは大変申し訳ないので
すが、年4回だと、時間的・体力的に、だいぶ厳しくなっておりますので(-_-;)、少し余裕をもって編集作業ができる
ように、発行回数を年3回に減らさせていただきます。ご了承ください。発行月は3月・7月・11月を予定していま
す。

それでは、皆さん、良いお年を！ 来年もよろしくお願いします。

（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/
定期船「いわい」到着

