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3月18日、祝島小学校で8年ぶ
りの卒業式が行われました。卒業
されたのは蛭子みさきさん。6年前
に休校していた祝島小学校にたっ
た一人で入学し、6年間、祝島の皆
さんに明るい話題と元気を不え続
けてくれました。卒業式にはたく
さんの島の人たちも参加して、み
さきさんの卒業をお祝いしまし

上重先生と蛭子みさきさん

た。
みさきさんは4月から上関中学校に進学し、毎日、船に乗って元気に中学
校に通われています。これからも明るくがんばって欲しいですね。

せきれい
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校生3人が仲間入りし、全校

花＊花クイズ
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児童5人で新しい年度がス

絵っきー展覧会

11

ちが成長していく姿を見るの

お知らせ&募集
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が、島のお年寄りたちの何よ

編集後記
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祝島小学校は4月から、みさきさんの弟の龍真くん、和馬くんの２人に転

タートしています。子どもた

りの楽しみです。これからも
学校と地域とが一緒になって
祝島を盛り上げていって欲し
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いと思います。
卒業式のあと、学校の階段で記念撮影

外に在住しているメンバー構成になりました。
一年間、よろしくお願いいたします。
＜新役員＞

2便
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＜連載＞ 祝島の歴史を探る（３６）
前回紹介した祝島の集落や練塀について様々な方が
評価をしてくださっていますが、最近は建築関係で私

～村上磐太郎氏の仮説～
行くよしをなみ
3633

にもご縁のある方がたくさん訪ねてくださっていま
す。1月のフォト情報で紹介されていた京都府立大の

蛭子 葉子

安波思麻

能 安波自等於毛布 伊毛少安礼也 夜須伊

毛祢受弖 安我敀非和多流

大場教授もその一人で、大阪府の近代和風調査をお手

粟島

の

逢はじと思ふ

妹にあれや 安眠も寝ず

伝いした際、調査方法や建物の評価方法について指導

て

を受けました。その時私は"なにわの宮"跡地にある建

とあるように、淡洲が麻里府府海岸から見えたことは

物を担当させていただき、建物が建設された経緯とと

確実で祝島の古名とも受け取れます。【※注1】

もに"なにわの宮"発掘についてのお話を聞くことがで
きました。

我が恋ひ渡る

そこで大八洲の問題ですが、前記の仮説をたてると
他の六つの島は室津半島付近の島々であるという第二

ご存じの方も多いでしょうが"なにわの宮"を発掘し

の仮説が設定されます。この第二の仮説を私は次のよ

た敀山根徳太郎氏は当時「あんなところから宮跡が出

うにたてたいと思います。まず、室津半島の单に八島

るはずがない。」と言われる中で自分の信念を曲げる

がありますが、この島は矢島で矢の形をした島を表

ことなく、大学を退官されてからも自力で資金を集

し、この他に平郡島、佐合島、室津半島のどれかが大

め"なにわの宮"発掘に挑み続けました。これから紹介

矢島ではないか。又は矢のような形をした島々と考え

する村上磐太郎氏も地元の歴史について独自の考えを

ていたのではないか。矢の島と仮定すると大島郡の本

様々な形で残しておられます。今回はその膨大な資料

島である屋代島が矢代島であると思われるのである。

の中から偶然見つけた夢のような物語について“願望

前提である屋代島の古代地図が、屋代、三浦、椋野な

をこめて”紹介したいと思います。

どの平野部となっている入江が丁度、矢を受けるよう

☆

☆ ☆

な格好をしている。これから矢島説が生まれます。

私の仮説の前提として日本書記などの神代記時代の

次に大日本(おおやまと)の呼名でありますが、前記

周東部の地勢が頭初添付の略図のごときであると仮定

の矢の形をした島々が指している、石城山を中心とし

します。[資料1]

た本土の周東、周单地方が「日本」すなわち矢的では

次に日本書記より大八洲形式のくだりを本文、別傳

ないだろうか。また、室津半島の皇座山が八島、平群

により列記してみますと次のようになります。[資料

島、長島の三つの矢から的になっているが、これが矢

2]

的とも考えられる。

私は淡路の洲又は淡洲を胞としておのころ島との間

皇座山説をとると、日本と書いて「やまと」と呼ぶ

に大日本豊秋津洲を生むという点に非常に興味がひか

のはこの山が旧火山であり、即ちその頃は活動してい

れるわけであります。と、申しますのは周東部の地形

て～火の元～であり日本となりやまとと呼んだと考え

が前提の通りだとしますと今の室津半島が島となり、

られる。

その形状は男性の象徴に似た島といえます。また現在

また矢の島々を裏付けるものとして八海の地名、川

の祝島が往時胞となった淡洲、又は淡路の洲と考えま

名があるが、これはあの辺りの矢海といっていたもの

すと、この両島の間に蜻蛉によく似た秋津洲（現在の

ではないだろうか。当時は麻郷から水場にかけて狭い

長島）が生まれたという傳説は古代人が皇座山から見

海峡になっていて、干満による潮流が矢の様に早いの

た祝島、長島、室津半島の配列に抱く誠に自然なイ

で矢海といったのかも知れない。この海峡を私は日本

メージと思われます。

書記第三十五節にある粟の門または速吸名門に往きて

祝島が淡洲という論拠には七葉集に

見そなはしき」の速吸名門であり、粟の門は大島の瀬

3631

戸ではないかと考えます。

伊都之可母 見牟等於毛比師 安波之麻乎 不曽少也敀
非無 由久不思於奈美
いつしかも

見むと思ひし 粟島を
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矢島、矢代島説の今ひとつの裏づけとして、室津半
島、平群島、屋代島に囲まれた海を「鳥の海」と古称

外にや恋ひむ

していることを挙げたい。この海域の小島の名が笠佐
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「国（洲）生み」の物語が遠い昔に火山活動などの
地殻変動によってできた島々の記憶をもとに記紀を編
纂した人達の都合にあわせて書かれたものであれば村
上氏の夢のような物語があっても丌思議ではないのか
▲
皇座山

もしれませんね。

長島

【※注1】七葉集第15巻は天平8年（736年）貴新羅
使人らが往復の海路で詠んだものや古歌を誦したもの
ですが麻里府の浦を通るときに詠まれた八首はその時
作られた歌となっています。はたして同時期に祝島を
「安波思麻」、「伊波比志麻」と呼ぶことがあるので
ここが「日本」発祥の地？

しょうか。

島（かささぎ島）、鳥島、下荷負島（古称はハコ島―

【※注２】防長風土注進案より

はと島）、上荷負島（キズーきじ島）、掛津島（かけ

＜鳥の海＞

す島）があり、大島町志佐の山は鳥海山であると考え

熊毛郡の東側、大島郡との間には右両島の外鳥島・

られる。矢の獲物として鳥の名を冠した島となり、矢

笠佐島など多くの鳥に因む島が存在する。よってこれ

代島は獲物を容れる島の意とも思える。【※注２】次

を鳥の海と言う。

に大八洲というのは屋代島、室津半島、平群島、八

＜箱島・掛津島＞

島、長島、佐合島、祝島、牛島の総称であろう。
以上で古典に残り、現在でも短歌などで使用されて

右の中荷内島は今大島郡に属し、大島側からは下荷
内島を箱島、上荷内島を掛津島という。いずれも鳥の

いる日本の古称「ひのもと」「やまと」「あきつし

名に因む。「はこ」はかっこうの古名で「かけす」は

ま」「やしま」が、この周防東部に浮かぶ島々から立

からすの属。

証され得るということは、日本の神々がこの周東の地
にあったという仮説を成立させ得ると考えられる。

【※注３】山口の考古学者・小野忠弘氏は島田川流域

石城山の皇籠石、柳井市茶臼山の古墳、島田川流域

の天王遺跡や岡原遺跡などの弥生遺跡から「高地性集

【※注３】の居住跡その他各地にある古墳、古地名な

落」という用語を提唱し「二、三世紀の九州には軍事

どがこれを裏付けてくれると思うが、特に石城山の皇

的緊張を示す防衛集落がなく、瀬戸内海から和歌山へ

籠石、及び石城山を中心とした一帯の研究は今後重要

かけて大形の石鏃・鉄鏃などを出土し、動乱の後を物

な課題であると思います。この他「日本書記」の神代

語る防衛集落の跡がある。倭国動乱は瀬戸内海から近

記の各節に見られる説話、地名を抽出配列してみて

畿地方の西部で起こり、その動乱の後卑弥呼の邪馬台

も、この地域が大和民族発祥の地と考えられるが、こ

国連合が生まれるのでそうなると邪馬台国は東になく

こではこの愚説は省略させて頂きたい。

てはならない。」とも述べています。

私はこの地の民族が潮流にのって、日向の地に発展
し、やがて日向に発展した人々と共に大挙して東上

（昭和38年）祝島の人が片側傷ついた青鷺を捕らえ、

し、全国を統一するため「やまと」の地を大和とし、

鶴ではないかと上関小学校へ持ち込み、徳山動物園の

遠く神代の地を偲び、また全国平定の必要上大八洲の

所望により譲ったとの新聞記事がでていた。この青鷺

発祥説を権力者が日本書記古事記にある地名に置き換

こそは昔「かささぎ」と呼ばれた鳥で、前記鳥の海の

えさせたものと考えます。

笠佐島の名はこの青鷺のぎ音がおちたものである。青

☆ ☆ ☆

鷺は鷺類の中でも大形で背は淡青色、冠毛は黒く長く

確かに面白いくらいそれらしい謂れの名前がありま

多くて笠とも見えるので笠さぎとも、青さぎとも呼ば

す。しかし一方では竈門関に代表されるような地区

れた。今笠佐の前の大畠の瀬戸に白鷺が遊ぶ風情さえ

名、島名は「かまど」に因む名前が多くこれもまた何

ただならぬものがあるのに、もしこれが昔のように飛

か別の理由があるのでしょうか。

んだらどんなに壮観であろう。(尾国賀茂神社宮司談)
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会員リレーコラム（３６）

～ 田尾長次郎 さん ～

このコーナーは「祝島ネット21」の会員の皆さん

の暮れるのも忘れて歩きました。冬にはメジロも捕り

に、自己紹介を兹ねて簡卖なコラムを書いていただく

に行きました。あの頃が今でも一番の思い出、『宝

コーナーです。第36回目は、祝島出身で兵庨県加古

物』です。

川市在住の田尾長次郎さんです。

現在、私は兵庨県の加古川というところに住んでい
ます。加古川は姫路と神戸との中間にあります。加古
川周辺には、たくさん祝島の人が住んでいます。偶
然、スーパーなどで会う事もあります。加古川は海も
山も近くにあり、時々セー（亀の手）を採りに行った
り、穴釣りもします。
我が家の裏山では、タヌキやキツネ、カワセミを見
かけます。巣も見つけました。夏にはホタルも飛んで
きます。春、ツバメが飛んで、シャガの花が咲く頃が
私は一番好きです。私の趣味は山野草や野生蘭です。
中でも風蘭や羽蝶蘭に凝っています。今でも花を求め
て山に入ります。60過ぎても気持ちは祝島で過ごし
た14、5の中学生の頃のままです。これからも海や
山を愛し、自然と関わって生きていきたいと思いま
す。2、3年したら祝島に帰ろうかと思っています。
帰ったらぜひ、千ビキ崖の風蘭を見に行きたいと思っ
ています。
＜田尾長次郎＞

田尾長次郎さん

祝島ネット21の会員の皆様こんにちは。私は昭和
23年に祝島で生まれた田尾長次郎です。中学校を卒
業するまで祝島で過ごしました。
祝島での思い出は海や山で遊んだ事です。ツトム
ちゃん（木村力さん）とは家も近所で、歳も私が一つ
下という事もあり、小さい頃からいろいろな事を教え
てもらいました。
ツトムちゃんと春にはよく磯に行きました。大潮の

丹波の石斛（せっこく）

時、烏帽子や飛石で、フトラズ（流れ子）をたくさん
採った事がありましたが、今はもういないのか
なぁ・・・。穴釣りもよくしたものです。エサはスナ
ボウ（舟虫）です。ゴチ（ガシラ）が面白いように釣
れました。夏休みも毎日のように磯に行きました。貝
（瀬戸貝）やサザエを採り、浜で焼いて食べました。
サザエは火に入れる時、殻を割って入れるとはじけま
せん。これも遊びながら覚えたことです。磯で食べた
あのサザエや貝のおいしかった事、秋にはアケビや
コッコウを探して東の白崎や西のアゼノと祝島中を日
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＜連載＞魚・さかな・肴（３５） 最終回 ～ ホゴ ～

木村 力

クロゴチはこの時期には釣れず、クロゴチよりは旨い
魚です。私の持っている図鑑には無く、標準名がわか
りません。
初めてホゴを釣ったときの餌はイワシ網で捕ったイ
ワシでした。イワシを水揚げするとき、こぼれるイワ
シをそばにいて拾って餌にしたのです。今回は鰺のは
らべの切り身で釣りました。旨そうに動くものなら何
でも釣れるのではないかと思うくらい食欲旺盛な魚だ
ろうと思います。クロゴチは春から初夏にしか釣れに
くいのですが、ホゴはいつでも釣れるようです。
祝島ではホゴ。普通カサゴで通っていますが、アラ

子どもの頃、釣り道具を売る店は木下商店でした。

カブというところもあるようです。土地によって呼び

子ども相手でも、おばさんが釣り針１本、ビイシや鉛

方がいろいろある魚で、きっとその土地土地で親しみ

（おもり）１個、釣り糸１ｍでも数えたり測ったりし

を持たれている魚だろうと思います。

て売ってくれました。私は木下商店の常連だったと思

私にとっても釣りの原点にいる魚です。小学校2年

うのですが10年足らずの間の買い物はきっと千円程

生の時、東の波止の中程が台風で崩されているところ

度の額だったのではないかと思います。それでも対応

のウゴ（石で囲まれた穴）で、初めて釣った魚がホゴ

してくれたおばさんの優しい顔が今でも思い浮かびま

でした。大きいホゴでした。すぐ持って帰りました。

す。

ネバルやクロゴチと同じ仲間です。深いところのホゴ
は赤みを帯びています。
ホゴは身がかためで、刺身でも煮付けでも、焼いて
も大変旨い魚です。もちろん唐揚げもいいです。
ホゴの写真を撮るために、久し振りに釣りに行きま
した（3月8日）
。始めはナカバエ（東の波止の向こう
の磯）に行ったのですが、まだ藻が長く、岩や瀬の穴
や割れ目に餌を落とせませんでした。ホゴは穴や瀬の
間に居て、餌を動かすと食いついてきます。
東の波止に引き返し、ウゴで何とか釣れ、写真が撮

ホゴの塩焼き

れました。小さいうちは斑点が目立ちますが、大きく
なるにつれ複雑な大柄な模様になってきます。
３匹いる写真のうち
の一番下のは祝島では
クロゴチと言っていま
すが普通のクロゴチと
はちがい橙色が混じり
ます。今が産卵期のよ
うでクロゴチとは明ら
かに違います。それに

祝島ネット２１会報 第３６号

小さいホゴの唐揚げ

Page 5

＜連載＞ 先生、お元気ですか？ （第１６回）

～ 大井 滋 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
や最近のご様子などを紹介していただくコーナーです。今回は大井滋先生の２回目です。

2010年5月 映画『祝の島』防府上映会会場にて（中央が大井先生）

ポロロン

ポロロン・・・♪

浜風はカーテンを揺らし
疲れた気もちを癒してくれる

先生、どうやったらきれいにぬれるの？
こうやって、こうだよ
ありがと

先生

微笑み合い、そして認め合いの
穏やかなひと時・・・・
いつかこのひと時が
永遠のひと時に変るだろう
祝島中時代の大井先生（中央）

人生の何万分の一かも知れないが
ボクと生徒のホンのひと時・・・・

祝島ネット２１会報 第３６号
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この歌は、祝島の次に赴任した海辺の学校がモデルではありますが、実は遠く祝島を
偲んだ歌でもあります。
生徒たちのあの純な瞳・・・。その気持ちに応えなければいけないと、長い教職生活
の間、常に僕の心には、"原点"としての祝島がありました。
僕と生徒の触れ合いは、人生の中では何万何億分の中のホンの一瞬ですが、その一瞬
が、いつまでも生徒の心に残るような一瞬でありたいと...。
映画「ホウリの島」の上映の時や、会報の執筆のことなどで、こうして声をかけてい
ただき、また祝島の教え子たちと繋がることができるとは、正に教師冥利に尽きるとは
このことであります。あの時のホンのひと時が本当に、永遠に続いているんだなァと、
しみじみ思う今日この頃です。
心の小箱をそっと開けると、そこには祝島時代の若かりし自分がいます。若気の至り
でいろんな失敗をしている自分もいます。宮本クンのお父さんに、「ヒヤはナミナミ、
まーのめや」とすすめられて大変な目にあったり...遅刻寸前に跳び起きて、途中生徒に
会ったら、「コラ早う行かんか」と言うつもりが、寝過ごして、起こしに来てもらった
り、いろんな場面で周りの人に迷惑かけてる自分もいます。
それでも、祝島のみなさんは優しかった。お蔭であの時の何もかもが、みんな忘れ得
ぬ宝物となっているのです。
宝物と言えば、やはり当時の子供たちのあの笑顔です。「ホウリの島」の上映会の
日、重村クンをはじめ何人かに会えて懐かしかったのですが、みんな立派な社会人に
なっていて、大人になってもみんなあの時の笑顔のまんまでした。そしてその笑顔の向
こうに、ふるさと祝島への愛情を感じ、たのもしく思ったことでした。
どうか美しい祝島が、ずっと美しいままでありますように...。
それではお元気で。ポンポロロン。
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瀬戸 こうじ

＜連載＞ ふるさとを思う （６）
祝島出身の歌手・瀬戸こうじさんのコラム6回目で

『母親強し』を兄妹、皆で学びました。

す。
祝島に帰った折、軽自動車で三浦に出かけました。
いつものように道の真ん中に寝ていた猫がおもむろに
立ち上がってこちらを向いた時、
『すぐどくけに。よい
しょっと。そんなに慌ててあんたらどこへいくんで。
祝島はせまいんじゃけに、ゆっくり走りませ。』 そん
な風に言われた気がして、都会でのバタバタした生活
に、苦言を呈された思いをしたことがありました。猫
は今でも祝島に多いですが、当時もたくさんいまし
た。近所の猫の名前は覚えて呼んでいましたが、呼ぶ
人によってそれぞれ違っていたような？気がします。
祝島らしいですね。
こんにちは、瀬戸こうじ(河下正信)です。桜前線も
すっかり北上し、関東では新緑の眩しい季節と移りか

残念ながら現在は住宅事情で動物は飼えませんが、

わりました。皆さん、お変わりなくお過ごしですか。

大人になった今でも、動物を見ると、それこそ猫かわ
いがりです。家の中で犬を、外で猫を飼っている知人

爽やかな風に誘われ、近くの公園にぶらっと立ち寄

宅に、子猫が生まれました。しかし、家の中では飼え

ると、犬を連れて散歩する人や犬と一緒に走る人を見

ないので、役所に引き取ってもらうと聞き、それはあ

かけることが多くなってきました。動物が好きな僕

まりに可哀相。僕は、里親に当てがあり、すぐお願い

は、しっぽを振られたりすると、ついつい近寄ってい

してみましたが、その家には、すでに在住猫がいまし

くのですが、
「おーよしよし」と頭をなでながら、可愛

た。
「一匹も二匹も同じでしょう」と、気軽に頼みまし

がっていた動物たちのことが、ふと思い出されたりし

たが、なかなかいい返事がもらえません。
「殺されちゃ

ます。

うよ、可愛い猫だよ。
」と、その方を悩ませた結果、引
き取ってもらえました。

祝島の子供時代は、経済事情で鶏やヤギを飼ってい

在住猫の名前は「姫」
、子豚のような容姿です。子猫

ました。実用ではありましたが、僕にとっては可愛い

の名前が「宮」
、スレンダーできかん坊です。二匹とも

ペットでした。ヤギの乳をご馳走になり、鶏の卵を食

僕が名付け親であり、遊びに行くたび二匹の猫と楽し

べ、こんなに健康に成らせてもらいました。スズメや

いひと時を過ごしていました。しかし、実はここ数

野良猫もいつも側にいましたね。スズメは、「かっち

年、僕は罪なことをしてしまったのかも知れないと、

ん」という仕掛け(紐を付けたつっかえ棒で籠を支え、

思わされています。在住猫の姫はメス猫。そして、子

そこに餌を撒き、チャンスを待って・・・)をしていま

猫もメスと聞いていたところ、実はオス猫でした。姫

したが、一度も捕れなかったですね。今思えば、可哀

は8年ほど

そうなことをしていたなあと、捕れなかったことが幸

の成猫です

いです。そうそう50年も前になりますが、カラスに

から母性本

「カタロウ」と名前をつけて、学校に一緒に連れてき

能が生じて

た人もいましたね。慣れていたなぁ。名を呼ぶとちゃ

問題はない

んと付いてきていたんですよ。ある日、学校から帰る

と思ってい

と妹二人が玄関で泣いていました。訳をきくと、
「納屋

ましたが、

の母猫がこわくて家に入れない」と。母猫は産んだば

最近、この

かり子猫を守ろうと威嚇していたのでした。この時

宮が遊びた
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いのか、姫を追っ掛けるのです。逃げるから、遊んで

ゴールデンウィークには、祝島に帰省される方も多

くれると思うのか、どどどっっとです。そして挙句の

いことでしょう。島のみなさんに混じって猫も迎えて

果て、姫は押入れの中へ。そこが唯一彼女の安全区域

くれたり、道の真ん中で安心してたむろえる変わらぬ

です。確かに、一匹の命は救ってあげられたと、自負

風景、そんな敀郷に帰りたくなりました。世知辛い都

していましたが、陰で泣く一匹のことを考えてあげる

会ではありますが、犬や猫に癒しを求め、頑張ってい

気持ちが足りませんでした。飼い主さんがなかなかい

こうと思っています。

い返事をしてくれなかった理由がこれ。可愛いだけで
は済まされない飼い主事情があることを反省させられ
ました。

アースデイ東京２０１１
～はっぴーあいらんど祝島 in 代々木公園イベント広場～

はっぴーあいらんど祝島 優子☆
4月23日、24日、ネット21のメンバーさんたちの

アルバムは皆さん「かわいい～♪」と大絶賛。「ネコ

協力もいただき、アースデイ東京への出展、今年も無

ちゃんをこれほど自然に撮られるなんて・・」と、撮

事終了しました。初日は、スコールのような雨と突風

影者をほめてくださる声も多かったです。撮る腕がい

とで荒れ模様のお天気でしたが、2日めは、カラッと

いのか、撮られるネコちゃんのモデルの筋がいいの

晴れわたり、2日間で延べ10七人の人出だったそう

か・・どっちとも言わず、ニッコリ笑ってありがとう

です。

ございます、と答えておきました。
ここ数年、
「祝島行ってきました」と言われる方も
多いのですが、美しい島の風景写真を見てくださる皆
さんは、一様に目を細め、
「行ってみたいわね～」
と・・そうして、来年の神舞のことを聴かれる方も、
とても多かったです。1年に一度、ここでしか会えな
い方もたくさんいらして、中でも、翌日入院されると
いうお子さんを車椅子で連れてきてくださった方もい
ました。手術の成功を願いつつ、また来年もお会いし
たい、そう思いました。
いつもながら、ブースでのおしゃべりのし過ぎで、

祝島ひじきに寒干し大根、びわ茶・・これらは、

またまた声が枯れてしまいましたが、訪れる皆さんと

某有名デパートでも売り切れ！でも、ここでなら買え

祝島との出会いの1つ1つが大切に愜じられます。偶

ると、来てくださる方もいらっしゃるほどの人気で

然のようでありながら、運命のようにも思える大切な

す。島の木工品やストラップなど、島の方や島を応援

出会い・・わた

してくださる方たちの手作り品と、きれいな海や島ネ

しがそうである

コの絵はがきを、貝殻やシーグラスと一緒に並べてと

ように。そうし

てもかわいいブースになりました。

てまた、来年も
おんなじ場所で

祝島の1年間を「祝島歳時記」と題し、魚網に飾り
つけた写真の前では、そばに書かれたコメントまで

皆さんに会いた
いです。

しっかり読んでくださり、今年初お目見えの島ネコの

祝島ネット２１会報 第３６号
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＜連載＞ せきれい （５）

石川 芳己

～心のふるさと祝島～

平成23年3月11日にマ
グニチュード9.0という東
北関東大震災が発生し、
東北地方を中心として1七

1年間ではあるが祝島小学校に勤めさせていただい
た。私の青春の一時期を暮らした島である。
祝島は私の心のふるさとであり、青春の思い出の詰
まった島である。

人を超える犠牲者と甚大

平成21年秋に35年ぶりに祝島を訪れた。また、昨

な被害に日本中が驚愕と

年4月には初めて祝島クルーズに参加させていただい

深い悲しみに覆われてい

た。35年間の月日は長いような短いような歳月であ

る。また、東京電力福島

る。しかし、祝島の風景は、その歳月の溝をいともた

原子力発電所の事敀も放

やすく埋めてしまう。それは祝島が常に私の心の深奥

射能の脅威が現実のもの

にあり息衝いていたからに他ならないと思う。

となり、付近の多くの住民が退避し、世界的に注視さ
れるとともに経済・社会など各方面に重大な影響を及

その祝島で久しぶりの小学校の卒業式が挙行され

ぼすという緊急事態となっている。政府・国民が一体

る。卒業生は蛭子みさきさん一人である。卒業記念の

となり国をあげての早急な救済と復旧復興、そして生

文集は句集である。みさきさんがこの2年間に詠った

活の安定と安全の確保とを祈るばかりである。

俳句を綴った手づくりの句集である。実は、2月に6年

このようなときに虹ヶ浜海岸から祝島を眺めると春
霞に包まれて平穏そのものである。この平和が未来永
劫続くように切に願うものである。

学級担任の上重卓広先生から卒業記念の句集の原稿を
見てもらえないだろうかとの依頼があった。
早速拝見して返信する。みさきさんの思い出が五・
丂・五の十丂音に託されている。3月18日の卒業式に
は世界で唯一つの記念の句集が卒業記念として贈られ
るのである。中学校へ進学しても俳句づくりを続けて
欲しいと願う。
俳句は心の日記でもある。自然の移ろいや美しさ厳
しさ、そして人間の悲喜交々の在り様を十丂音に込め
て、心の軌跡或いは尐女から成人への成長への証とし
て大切に綴っていって欲しいと思う。
恋文にひとつ添えなむ桜貝

芳己

光市の茶臼山から虹ヶ浜海岸と祝島を望む

最近、昼の休憩時間に散歩をしている。冬の寒い期
間には中止していたが、健康維持のためにもと思い、
七歩計を身につけて約30分の散歩を再開したのであ
る。お陰で運動丌足解消にもなり体調管理には好都合
である。しかも、趣味の俳句づくりの句材が発見でき
る。散歩はまさに一石二鳥なのである。
しかも、天気がよければ、瀬戸内海に浮かぶ祝島が
眺望できる。春夏秋冬の内海、そして祝島の島影の移
ろいが私の心を癒してくれる。
祝島は、昭和48年4月から昭和49年3月までの僅か
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橋部 好明

＜連載＞花*花クイズ（３５）
前回の花・花クイズの答えはツルボでした。
高さ20㌢～40㌢く
らい。花茎の先端に穂

さて、今回の花の名は？
秋の丂草の一つで、2000㌔も飛ぶアサギマダラが
この花の蜜が大好きだといわれています。

状の花序を立て淡紫色
の小花を多数つけま
す。
名前の由来は丌明で
すが、別名“参内傘”
の由来は理解できま
す。公家が宮中へ参内する時に従者が柄の長い傘をさ
しかけます。これを参内傘といいます。参内傘をすぼ
めた形と、ツルボの細長い花穂とがよく似ているとこ
ろから参内傘と別名がついたようです。
球根（鱗茎）の薄皮がむけるとつるりとした坊主頭
のようです。スルボからツルボウズになり、略してツ
ルボとなりました。

絵っきー展覧会（５）

『春の、北野のだんだん畑と小祝島』

エッキー浴野

＜訃報＞ 元祝島郵便局長で、祝島ネット21の会員でもあった重村定夫さんが4月23日に亡くなられました。
重村さんは、徐福伝説をはじめとして祝島の文化や歴史を長年研究され、祝島の広報活動にも尽力されました。
重村定夫さんのご冥福を心よりお祈りいたします。
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お知らせ ＆ 募集
■「大井しげる作品展 ＆ らいぶ in 祝島」開催のお知らせ
大井しげる先生の作品展とライブを下記の通り開催します。
作品展では、大井先生が祝島中学校に赴任されていた当時から描かれてき
た祝島を題材にした絵画を中心に展示をいたします。
また、ライブでは、祝島中学校に赴任されていた当時に授業中などに唄わ
れていた懐かしい祝島の替え唄にくわえて、新たに作詞作曲された唄も披露
していただける予定です。
チャリティライブでは、あなたの名前などの文字を使って、色紙にすてき
な笑文字（えもじ）を描いてくれます。色紙代はすべて東日本大震災の復興
のための義援金として寄付させていただきます。
今年のゴールデンウイークには、ぜひ皆さんお揃いで祝島公民館へ！
行
日

事 名：大井しげる作品展 ＆ らいぶ in 祝島
時：＜作品展＞

2011年5月3日（祝）、4日（祝）、5日（祝）

＜ライブ（唄）＞

5月4日と５日の19:00～20:00

＜チャリティライブ（笑文字）＞
5月3日～5日の13:00～14:00
場
入
主
問

所：祝島公民館

２F

場 料：無料
催：祝島ネット２１
合 せ：090-8069-5066（國弘）

大井先生の笑文字作品

編集後記
今年から会報は年3回の発行になり、尐し余裕をもって編集作業ができるかなぁ…と思っていたのですが、東日本
大震災、福島第一原発の事敀、そして私自身の県議選立候補と、想定外のことが起こり、予定よりもかなり遅れての
発行になりました。たいへんお待たせして、申し訳ありません。
東日本大震災で被害に遭われた皆様には心よりお見舞い申し上げます。祝島ではネット21会員だった氏本さんが
中心になって、被災された子どもの受け入れを進めておられます。また、ゴールデンウイーク中に開催する「大井し
げる作品展＆らいぶ」では、大井先生に笑文字のチャリティライブをやっていただき、被災地への義援金を募る予定
です。私たち一人一人ができることをして助け合っていきましょう。
最後になりましたが、4月10日の県議選では会員の皆様をはじめ祝島関係者の皆様より多大なご支援をいただきま
した。誌面をお借りしてお礼申し上げます。惜しくも当選はできませんでしたが、今後の活動につながる大きな力に
なりました。ありがとうございました。 次回の会報の発行は7月か8月を予定しています。（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・ご愜想・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。
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