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 ゴールデンウイーク中の５月３日～５日に、祝島公民館において、「大井

しげる作品展＆らいぶ in 祝島」を祝島ネット21主催で開催しました。 

 大井先生は昭和47年から4年間祝島中学校に赴任され、その時から祝島

の絵をたくさん描いてこられました。 

 今回の「作品展＆らいぶ」では大井先生には絵画の展示の他に、笑文字

（えもじ）のチャリティライブ、そしてギターの弾き語りライブと、多彩な

芸を披露していただきました。期間中、会場には、たくさんの島の人たちや

帰省された皆さん、そして島を訪れた観光客の皆さんが足を運んでくれまし

た。笑文字は大好評で期間中に100枚くらい書いたそうです。 

 

「大井しげる作品展＆らいぶ in 祝島」を開催 

大井先生の作品より 

「ことしおの中」 
 

当時の定期船「ことしお」は柳井港か

ら祝島まで2時間半近くかかってい

た。疲れて長椅子や畳の床で寝っころ

がる人が多かった。船室の丸い窓から

は、シケた日には海中が見えた…。 

笑文字を書く大井先生。子共たちも自分の名前で笑文字を書いてもらって大喜び。 

5月4日と5日の夜は、ギターの弾き語りライブを楽しみました。 

会場入り口のディスプレイ 絵を鑑賞する島の人たち 



＜連載＞ 祝島の歴史を探る（３７） ～石牟礼道子さんの手記～ 蛭子 葉子 

 ３月11日、東北大震災がおこり、多くの尊い命が失

われました。 

 国やマスコミの対忚、国民の反忚は、まさに石牟礼

道子さんが記録し続けた水俣病そのものであり「この

国の為政者たちは、経済成長の陰には、必要としての

公害もありうると冷酷きわまることを言い放ち、被害

者たちは、今までも、今からも、全部、経済成長族の

ために、切捨てられる運命にある。因果はしかし、わ

たくしたちの思考をはるかに超えて恐ろしく大きく、

深くめぐりきたり、為政者も国民も弱者もへちまもな

い位相をもって、この列島におそいかかりつつある。

人々は遠からずそのことを思い知る。」と警告し続け

たとおりの悲しい出来事が次々と起こることになりま

した。 

 石牟礼さんが書かれた水俣の物語は通常は片方向で

しか伝わってこない事件の真相を深く記憶し、読むた

びにずしりと重い誯題を突きつけられる気がします。 

 石牟礼さんは「民衆の心の中にあった名もなき神々

を、わが近代化は殺してしまったので水俣のような事

件が起きてしまったのだと私は思っている。」と言

い、そのたくさんの神々と共存してきた患者さんの言

葉を詩のように優しく美しい言葉で残してくれていま

す。そこには石牟礼さんの水俣への深い想いや怒り、

哀しみが入り混じり、患者さん一人ひとりの魂の叫び

が聞こえてくるようです。死にゆく者をも尊び慈しむ

心が伝わってきます。 

 石牟礼道子さんが、1983年に毎日新聞に寄稿した

祝島についての手記がありますので、今回はこれを紹

介します。 

☆ ☆ ☆ 

 あれは三年前だったか、周防灘と伊予灘の流れあう

洋上の祝島にでかけたことがある。夕暮れ近くなって

目指す島が近づいてきた。沈みかけた陽が島の肩にか

かっていたが、その陽の色と、暮れいる前の海の光に

抱かれた島が、なんとも荘厳で、古代の世界へ呼び入

れられるような気がしたものだ。後で島の文献をいた

だいたのだが、往古に瀬戸内海を出入りしていた舟

は、嵐にあったとき、この祝島に向かって一心に祈る

と島は霊光を発して、旅の舟を救ったことがあった。

私があった島と空と海の荘厳は、昔時の霊光とその信

仰にまで、さかのぼることかもしれない。 

 舟が着いたら、郵便局長の重村さんが思いがけぬご

配慮をしてくださっていた。何一つ弁えずに出かけた

のだが、旅とはやはり人に会うことだと思った。 

 その夜は早速、盆栽会長の田原さんが局長さんのお

宅へ来てくださって種種ご教授くださり、お二方のお

話しの端々に控えめながらひたむきな愛郷心のような

ものが感じ叐られて私はひそかに心をうたれていた。

どの土地であろうと、そこに住み続ける人々が、敀郷

を大切に思うことに変わりはなかろうけれど、すぐれ

た教養人でいらっしゃる局長さんの中にある、純粋で

理性的な心配り

がほのかに見

え、ご年輩同士

のよき対話に慎

んで耳を傾けて

聞いていた。 

 お二人は交々

も、いわゆる離

島について、外

の人間たちが示

す無神経な偏見

や無理解につい

て、苦笑まじり

の感慨を僅かば

かりもらされて

いたが、田原氏

がふと、ご自分

の幼児の記憶を

思い出された。 

 ある渚の方で
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石牟礼道子さんの著書 

石牟礼道子さんの手記 
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これまで聞いたことのない異様な、しいていえばドラ

ム缶か何かが爆発したような音を耳にされた。判断が

つかないまま少年は異様なわーんというような音が響

き渡ってくる渚の方向に走っていった。 

 一つの情景がそこには展開していた。今しも一隻の

小さな舟が渚を離れたところであった。渚中にはじけ

て響き渡る音と聞いたのは、舟を見送る人々のあげ

る、悲しみの声だったのである。小学校を転任してい

く先生の舟を生徒らと島の人たちが見送る情景であっ

たのだ。まさに島をはなれつつある先生との名残りを

おしんで、人びとは身を揉みしだいていた。 

 「何十年たちましてもあのときのドラム缶でも弾け

るような渚の音が忘れられません。こういう島にいる

ものたちは外から来る人たちをどういえばよいか、珍

しいというか、尊ぶというか尊い人のように思ってお

りました。ですから島を去られるとなれば本当に辛が

りましてね、ああいう情景になるのですが、子供心に

じつに印象深うございまして」 

 何気なく出たこの話しを聞きながら、いたく心を打

たれ、じつにいろいろなことを私は思い浮かべてい

た。舟の人はたぶんよほど人びとと心通いあっていた

にちがいない。先生自身の徳もあったろうが、それよ

り島外から来る物を尊び慕うという島の心が、どれほ

ど先生を浄化させていたことか。ひたすらに人を待

ち、往く人を想うという距離の上にある荘厳が、さら

に人びとの心を切なく美しくする。 

 鬼界が島に流されて、都に戻る舟を呼びながら足ず

りして哭いた、俊寛の姿が胸をよぎった。舟の別れは

昔、再び逢えぬ生き別れでもあった。今でも遠い島々

に行くとさようならとありきたりには云わないで「名

残り惜しゅうございます」と言われる。 

 

 忘れがたき 荘厳の海、美しい人々の心 

 

    毎日新聞 1983年10月15日 石牟礼道子 

 

☆ ☆ ☆ 

 

 私が祝島に興味を持ったのは、おそらく重村のおじ

ちゃんと父のショウヤン話が発端ではなかろうかと思

います。お互いがお互いの話しをショウヤンと言うの

でどっちが本当だろうかと考えることから始まったよ

うな気がします。おかげで随分視野が広がりました。

この場をかりて重村のおじちゃんにお礼を言いたいと

思います。あっちの世界でもやって来た人をつかまえ

ては祝島の自慢話しをしてくださいね。 

（おじちゃんにつかまって一番おうじょうしたのは、 

一青 窈さんではなかったろうかと思います。一青 窈

拉致事件 爆笑） 

船大工の新庄さんが、NHK大河ドラマ用の木造船を製作しました 

船の上で作業中の新庄さん 

 祝島の船大工・新庄和幸さんが、２隻の木造船を製

作されました。この木造船は、来年のNHK大河ドラマ

『平清盛』の撮影に使うための船で、およそ850年前

の船を再現したものです。5月から製作を始めた木造

船、7月10日には1隻目が、8月7日には2隻目が無事

に引き渡されました。

このあと、木造船は広

島で装飾を施されて、

カメラの前に登場する

ことになります。ドラ

マの中のどんな場面で

登場するのか、今から

楽しみですね。 
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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、自己紹介を兹ねて簡卖なコラムを書いていただく

コーナーです。第37回目は、最近、ご両親の敀郷・

祝島に戻ってこられた藤本三千代さんの登場です。 

 両親が祝島の出身---祝島系Ⅱ世の祝島大好き4人

きょうだいのオトンボーです。 

 子供の頃の毎夏休みは、大半を祖父母の住む祝島で

過ごしていました。だから「子供の頃の夏」＝「祝島

の思い出」で、海に山に――主に海でしたが・・よく

遊びました。泳げるようになったのも祝島の海で、と

にかく日焼けして真っ黒、目ばかりぎょろぎょろして

いて、叏母などに冬に会うと、「ありゃ、人並みに白

かったんじゃねえ」と笑われておりました。 

 あの頃はまだ今のような防波堤がなく、石ころの浜

で赤色の石（れんが？）や白い石を擦って背中に描い

たり、中郷の沖にとうふ石というのがあって、そこか

ら歌（？）を歌いながら飛び込んだりしていました

ね。最近一緒に連れて遊んでもらっていた同年代のい

とこ達と昔語りをして、その頃の歌（？）を思い出し

大笑い。♪1年インドの･･･、2年人気の若乃花、3年

猿股・・・（訳ありで割愛） まだ他にもいろいろある

ようで、年代によっても違っているようでした。 

とにかく周りにあるものは何でも遊びの道具でした

ね。 

 祖父母が他界してから四半世紀が過ぎ、祝島の家も

たまに帰るだけでしたが、この４月にご縁を戴いて移

り住むことになりました。いずれ祝島で暮らしたいと

夢物語にしていましたが、本当に、またこんなに早く

その日がくるとは思っていませんでした。出身者が戻

り暮らすのをUターン、他所から住みつくのをIターン

と言いますが、この場合は何というのでしょうね？ 

 かつて両親の会話の中に祝島弁の、いろいろ興味深

い、また他所の言葉には言い換えられない何とも『言

い得て妙』な言葉があり、食卓にひとときの話題を提

供したものでした。 

 今日聞く言葉は、子供の頃に祝島でお年寄りの話す

言葉とはだいぶ変わっているように思いますが、それ

でも知らない言葉はいくつもあって、その中で心があ

たたくなった言葉がありました。先日来島者があって

その方たちをみんなでお見送りした時のこと、船が出

るときに『（波止の）前に行ってまねこうや』と言わ

れたのです。『招く』は「こちらにおいでなさい」で

すね。最初？？？でしたが、はあ、手を振るんじゃあ

と。帰り行く人を惜しんで、また会いましょうの意な

のか。『see you again』や『再見』と同じです

ね。"みてる"（使いきって無くなる）ももとは"満つ

(充つ)"で同じなのでしょうか？こういう逆説的という

か転化したような言葉はいくつかあるように思いま

す。 

 また昔の言葉が、島という環境であまり外からの影

響を发けずにきたことでそのまま残っているような言

葉（遣い）もあるのではないかと、いつだったか聞い

たことがあるように思います。惜しむらくは若い世代

ではほとんど祝島弁が使われていないことですね。 

 祝島で暮らし始めて3ヶ月、いきなり大風で雤戸が

壊れたり、お風呂のボイラーが使えなくなったり、雤

漏りしたりと試練（！）続きでした。 

 先日は蚊叐り線香を焚いていた所為か上から何やら

ぽたり、思わずムカデかと手で払ってみたら、畳の上

をぺったん、ぺったん･･･蛙が家の中まで上がってき

たかとよく見るとキリギリス。前日に家の中で鳴き声

がするので見ると大きなキリギリスがいるから外に出

してやったのにまた入ってきていたようです。人間に

は家と外との境目があるけれど、虫にはありませんも

のね。 

 6月は枇杷の季節。今までは戴くばっかりでした

が、今年は収穫したあとの作業を少しだけ、教わりな

がら手伝わせてもらいました。本当に手作業で、ひと

会員リレーコラム（３７）    ～ 藤本三千代 さん ～ 

左が著者の三千代さん。中央はお母さん、右はお姉さん 
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つひとつ大切に扱う大変な作業ですが、おしゃべりし

ながら楽しいひとときを過ごさせていただきました。

形の悪い枇杷なども戴いて、ビワジャムやシロップ煮

やびわカレーを作ってみたり、とにかく島はこの時期

枇杷一色。 

 4月から桜に始まり、梅を漬け、ビワジャムを作

り、これからはテングサを採ってきて干したりと季節

の楽しみが続きます。山では鶯がホーホケキョケキョ

ケキョと美声を響かせ（"聞こえる"というのではな

く"響く"のです）、海ではウミネコ、かもめや青鷺が

人間のすぐそばにいたり、波止から中をのぞきこめば

ヤハギやアジ、河豚などが泳いでいて、 目を上げて

みれば 朝焼け、真っ青な空、夕焼け、夜空には降っ

てくるような星屑･･･とにかく自然の中に暮らしてい

ると実感できる毎日です。 

 街に住んでいると、足りないものがあると安易に店

に売っている商品できれいに整えようとするのに対し

て、ここではあるもので工夫をしてより便利にする、

それは必要は発明の母ならぬ暮らしの知恵の泉なので

す。平さんの言葉に

ありました「身の丈

のくらし」。それは欲

望を我慢するという

意味ではないのだと

気がつきました。こ

こに暮らしている

と、贅沢に着飾った

り無機質に部屋を整

えたりのそんな欲望

の居場所がないのだ

と。おいしいものを

食べる欲望は満たさ

れているのでおきま

せん（＾＾）。あるがままに生きること。 

 祝島はどんなところ？ 思いっきり深呼吸をできる

ところです。そんなところに暮らせる幸せを日々実

感！ 

 祝島出身のみなさん、帰っておいでませぇ～ 

                 ＜藤本三千代＞ 

ビワ畑 

秋の祝島 

祝島に夕日が沈む 

 5月に開催した「大井しげる作品展＆らいぶ」のチャ

リティライブ（笑文字）で皆様からいただいた募金

33,710円は、上関町社会福祉協議会を通して、東日本

大震災の復興義援金として寄付させていただきました。 

 たくさんの募金、ありがとうございました。そして、

笑文字を書いていただいた大井先生、お疲れ様でした。 

 被災地の一日も早い復興を、心よりお祈りいたしま

す。 

東日本大震災復興義援金の寄付    祝島ネット21事務局長 ・ 國弘 秀人 

義援金を上関町社会福祉協議会・原田会長に手渡しました。 
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2011年3月 久しぶりの祝島。 35年前に製作した卒業記念と一緒に。 

 ＜連載＞ 先生、お元気ですか？ （第１７回）  ～ 大井 滋 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。今回は大井滋先生の3回目（最終回）です。                           

終わりに一曲、ポロポロポロ...♪ 

  

   ちいさなことにも よろこびみつけて 

   きょうよりあした まえをむいて 

   うたでもうたって ポンポロロン♪ 

 

ポロポロン。 最後に絵のことをお話しますね。 

 実は、"歌手"デビューが祝島なら、"画家"デビューも祝島だったのですね。 それは、

記念すべき第１回個展を祝島公民館で開いたのですね。 パネルを上関公民館から借

りて船で運んだのですね。 油絵で描いた祝島風景や、ちょろっと描いたネコの絵な

どを飾ったなァ...。 二日目に台風が来たなァ...。 パネルを片付けずに叱られたな

あ...。 

 今考えると、歌の発表会をやり、絵の発表会をやり、と、ずい分大それたことを

やったとんでもない人だったということですが、実は、そのことが原動力となり、今

の今まであの時のノリで来ちゃっているのですね。 あの時、祝島のみなさんが、温

かく見守って下さったお蔭だと感謝しています。 僕は祝島から絵を描く力をもらい

ました。 



祝島ネット２１会報 第３７号 Page 7 

 祝島を皮切りに、今まで数えて１２～１３回の個展をしましたが、ライフワークとし

てずっと描き続けたいのは、やはり"祝島"をテーマとした「海」「石段と家」「ネコ」そ

して「神舞」などです。 

 ついこの前終えた展覧会のことを話しましょう。 それは、会場が小さく、気らくな

場所だったのをこれ幸いに、なんともキラクな、絵のような書のような、思わず描いて

みたくなるような、"墨彩小品展"！更に、特筆すべきは、"にがお絵"も描けば"歌"まで歌っ

ちゃうよ。というこれぞ正に、自分だからこそ出来る展覧会となったのです。ちょっと

その時発表した"絵のような書"というのをお見せしますと、文字の中に笑顔があるか

ら"笑（え）文字"というのはどうでしょう、と國弘クンが命名してくれましたが、ええ

と思いませんか？ 回りに小さく添えたことばは、実は自作の歌の歌詞だったりして、

毎日のようにギター片手に♪かぜにーふかれてー とか歌っていたのですね。 "描くギ

タリスト"としての面目躍如的展覧会！ どうですか？ 楽し過ぎると思いませんか？ 

 このように、丌滅のテーマ"祝島"をベースにもちながらも、さらに進化し続ける展覧

会を目指すこの男の今後の動向にご注目あれ！ 

 次回展では、「神舞」の絵を中心に並べようかなと、考えていたところに、"いわいし

ま通信"の原稿依頼のお話をいただき、改めて祝島との丌思議なご縁を感じているこの

頃でございます。 

 それではみなさん お元気で！ 

 なお、ＣＤはまだ発売していませんのであしからず。 

 終わりに一曲、ポロポロポロ...♪  

 

   ちいさなことにも よろこびみつけて 

   きょうよりあした まえをむいて 

   うたでもうたって ポンポロロン♪ 
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 ＜連載＞ ふるさとを思う （７）                   瀬戸 こうじ 

 祝島出身の歌手・瀬戸こうじさんのコラム７回目で

す。 

 暑中お伺い申しあげます。 祝島産!? 瀬戸こうじ 

(河下正信) です。 

 

 今年は 『祝

島産 枇杷』 

の当たり年で

しょうか ? 

お陰様で、僕

のお腹の中に

は、たくさん

の枇杷が入り

ました。僕の

子供時代は、みかん生産の最盛期で、そのころは枇杷

の生産は始まってなかったと思います。時代も移り、

今では『枇杷』は祝島に欠かせない特産物になりまし

た。そして、毎年どなたかが送ってくださいます

(笑)。有難いことです。「僕らの子供のころの枇杷は、

露地栽培の小さくて丸いものだったね。あれが食べた

いなぁ。」 と贅沢を言っている祝島産の友人と一緒に

いただきました。果汁のいっぱい詰まった甘ーい、安

心安全な枇杷です。都会に暮らしていると、敀郷から

の自然の産物は最高の贈り物です。勿論こちらでも千

葉産の枇杷が手に入りますが、瀬戸内海の潮風のミネ

ラルを感じ、敀郷を思い出しながら食す 「祝島産」

は、格別ですね。口いっぱいにひろがる甘さは、いっ

ぺんに僕を敀郷へ誘います。 『敀郷は有難きかな』 

心温まるひと時をご馳走様でした。 

 

 今日朝刉で 山口県上関のことが大きく採り上げら

れていました。 

 普段は、「祝島フォト」や「祝島ホームページ」を見

たり、「umi」さんのメール資料で祝島の近況を把握さ

せていただいています。こちら東京でやっと見られる

と思ったら真夜中の放送だったり・・・、情報収集し

たのが放送後だったり、 テレビの前で放送開始を待っ

ていたら中国放送だけだったり(笑)・・・と、なかな

か祝島との巡り合いは困難でした。でも最近、祝島を

全国放送番組で見ることが出来ています。島の皆さん

の変わりない元気な暮らしぶり、変わりないおだやか

な海、山、自然の数々、そして変わりないだろう潮の

香り。都会で生活する僕たちが『敀郷』というところ

に置いて来てしまった何か大きなものが、画面を通じ

て語りかけて来るのでしょうか、「瀬戸さんの敀郷見た

よ。」 「いいところだね。」 「行ってみたいね。」 

と、敀郷を持つ多くの皆さんの称賛の声を聞かせてい

ただいています。 『敀郷は有難きかな』 。 

 

でも、正直なところ、敀郷祝島と放送で出会える回数

が増えたのは、3月11日が過ぎてからのこととなりま

す。上関の現実も、祝島の現状も報道されるようにな

りました。東京であふれるほどの電気を使っている僕

たちに、何が言えるだろう・・と、もどかしい思いで

す。勿論、敀郷祝島の自然と文化と産物は、僕の誇り

ですし、守っていきたいものです。『祝島讃歌』もその

思いで生まれました。長きに渡って地元でも色々な立

場、いろいろな考えが交錯しているのでしょう。それ

ぞれの思いの違いは仕方ありません。ただ残念なの

は、敀郷の映画や報道番組を見ていて、敀郷祝島が、

政治や企業の渦の中で翻弄されて、仲たがいをさせら

れている・・・と見えてしまうことです。かつての祝

島は日本のどこよりも平和で、どこよりも朗らかで、

仲良しであった・・・と思っています。 

 

 今年東京で、祝島同窓会もどき、「こたつ団らんツ

アー」を催していただきました。そこにお一人・・推

進の方が参加しておられ、自己紹介をされた際、「苦し

い胸の内」を言葉少なに語られました。「彼に罪はな

い」とその場所にいた誮もが感じたことでしょう。そ

して、遠く離れたここ東京で祝島産の人々が酒を酌み

交わし、島特産の『およばれ料理』 をいただき、祝島

弁が飛び交い、島独特の思いやりの心が行き交いまし

た。東京に祝島が存在したひと時でした。 

 

 島独特の思いやりの心がいつまでも守れるように、

美味しい自然からの恵みが永遠になくならないこと

を・・・悠久の 祝島 であることを願うばかりです。 

 

「うーらあんたら、祝島はいつまでも仲良くやろー

じゃ－なーでーのんた。それが悠久の祝島じゃろう、

のおう。」 
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 みなさま、こんにちは 

 

 毎年11月のおわり、「アイランダー」（離島セン

ター・主催）というイベントが東京で開催されていま

す。その出展募集が、今月、全国の島を抱える自治体

あてに通達されます。 

 「アイランダー」は、島と都市、島と島、そして島

と海外、この３つの総合的な交流により、繋がりを深

めることができる場・・出展により「島を知ってもら

う」「島を訪れてもらう」「島に住んでもらう」などの

具体的なテーマや目標を掲げ、計画的に準備を進め、

それに忚じた工夫をすれば、その直接的・間接的な波

及効果は計り知れないものがあるようで、アイラン

ダーに来場したことにより、島を訪れたり、Ｕター

ン、Ｉターンした人も多いそうです。 

 

 「アイランダーの会場に祝島ブースが見当たらなく

て残念でした」と言われたことがきっかけで、さっそ

く離島センターに連絡し、昨年のアイランダーを見学

に行きましたので、会場の様子を少しご報告します。 

 

 日本全国には6800以上もの島があり、そのうち住

民登録のある島は314。たくさんの島の方、島を忚

援する方たちが集まられ、ブースの数は68もありま

した。最北端から最单端まで、地方色豊かで、それぞ

れの島の朝市が集まったよう・・特設ステージあり、

楽しい歌あり、踊りあり・・会場をぐるりと１周する

と、日本を１周した気分になれるような、なんとも楽

しいイベントでした。美しい島の風景、海の風景写真

が多く展示され、『島の宝100景』では、「祝島・平

さんの棚田」の写真を見つけて、思わずにっこりでし

た。 

 

 「島の情報提供コーナー」では、漁業や農業を体験

できるメニューや島で暮らすための職業（看護師・保

母・役場職員など）、賃貸住宅など、島からの発信を

じっくりと見ている人の年齢層は幅広く、島へのＵ・

Ｉターンのサポートや、都市から地方への移住相談な

ど、パンフレットを見ながら説明を发けている方の姿

も多く見发けられました。 

 なかなか出かけて行けない遠くの島や、まったく知

らなかった島の人とじかに触れ合えることで、島を訪

れたかのような体験ができたり、島の観光や滞在方法

についての情報、お土産の試食や試飲・・お話を聞き

ながら、ちゃっかり味見した特産品を買うこともでき

ました。さすがに海産物が多く、磯の香りの中、あち

らこちらの海の写真を見ていると、東京にいるとは思

えなかったほど・・何より、出展されてる方々のあっ

たかい人柄に触れ、行ってみた～い！と、そんな風に

思ってしまいました。 

 

 祝島からも見える姫島の出展ブースには、大学・就

職と京都に出ていたけど、作年の春、姫島にＵターン

して村役場に勤めはじめた男性（30歳）がいらして、

「いずれは帰りたかったので、帰れて嬉しいです」と

言われ、思わず拍手したら・・照れながら「姫島から

祝島を見たとき、近くに見えたら雤になるんですよ」

と。その言葉がとっても印象的で、ふるさと瀬戸内の

風景を思い浮かべることができました。 

 

 今年11月の『アイランダー2011』の出展ブース

に、「上関町・祝島」がブースを並べられたら・・！

みなさん、一緒に参加できたら楽しいと思われません

か？ 

＜はっぴーあいらんど祝島 優子☆＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

アイランダー2011は

11月26日、27日に

東京・池袋で開催され

ます。詳しくは下記の

サイトをご覧くださ

い。       

          http://www.i-lander.com/ 

全国の島々が集まる祭典  「アイランダー」  について 
                               はっぴーあいらんど祝島 優子☆ 
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＜連載＞ せきれい （６）  ～祝島の枇杷～          石川 芳己 

 朝な夕なに眺める

祝島だが、島は様々

な貌をみせる。霧に

隠れたり、黒く浮か

んだり、真っ青に

なったリ、薄墨色に

なったり。変幻自在

の島影を見せてくれ

る。季節の移ろいと

ともに島の表情も豊

かである。対岸の光

市の小高い丘からは、晴れ渡った日には、島の集落さ

え見えるときがある。梅雤が明けていよいよ夏本番で

ある。真っ青な空に純白の入道雲。そして濃紺の祝島

の雄姿。 

  此の程、祝島から採れたての枇杷の実が送られてき

た。早速に箱の荷を解き、祝島の風景を想像しなが

ら、有り難く頂戴する。香りが良く甘く果肉も柔らか

い。私にとっては枇杷といえばやはり祝島の枇杷であ

る。 

 祝島の枇杷は、その気候・風土が育成に非常に適し

ていることもあり、防虫剤・殺虫剤は一切使われてい

ないという。その為、以前より祝島の枇杷は「無農

薬」として出荷されている。祝島ではいわゆる「農

薬」を使っている枇杷農家はなくて除草剤も８割の農

家が使わず、手作業で雑草を刈っているという。肥料

自体も有機肥料が中心という。 

 

 各地のスーパーなどに入ると様々な果実の陳列の中

に枇杷が並んでいる。ひょっとしたら祝島の枇杷では

なかろうか。枇杷の産地を確かめるのが常である。 

 先日も、郷里の岩国市の行き付けのスーパーの店頭

に祝島の枇杷が堂々と並んでいた。 

 嬉しさを禁じ得ない。「祝島の枇杷ですよ、美味しい

ですよ、沢山買ってくださいね。」と思わず叫びたくな

る衝動を覚える。「私の青春の島です。私の心のふるさ

との島です。島の香りと温かい人情がいっぱい詰まっ

ている枇杷ですよ。全部買っていってくださいね。」と

も叫びたいほどである。 

 私は、枇杷の前に立ちつくして、心の中で店頭販売

の台詞を喋って

いるのである。 

 

 早速枇杷の一

箱購入して実家

に帰り91歳の

母に、「祝島の

枇杷だよ。美味

しいよ、しっかり食べんさい。」と奨める。母は、先ず

神棚へお供えをする。 

 「じいちゃんに食べてもらおうね。」そして、母は美

味しそうに枇杷を食べながら、私が祝島に勤めていた

ことを懐かしく語るのである。 

 今は亡くなっているが実家の隣家の伯父さんも嘗て

は祝島の駐在所に勤めていたという。 そして、母の繰

り言は、暫くの間は祝島の話題で盛り上がるのであ

る。 

   

 今年はまだ祝島を訪れていない。最近は祝島も注目

されていてテレビで報道されることも多い。夏休みに

は一日ゆっくりと祝島で青春を振り返りながら時間を

過ごしたい。私の青春の島、心のふるさと祝島でリフ

レッシュしよう。密やかに心の中で計画を立てている

のである。 

      

   島の香と人情添えて枇杷届く 

   やはらかに枇杷の実包む新聞紙       芳己 

 

 

「びわ」 しげむらみちこさん作 
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絵っきー展覧会（６）  『朝、祝島から』             エッキー浴野 

 ＜連載＞花*花クイズ（３６）                    橋部 好明 

 前回の花・花クイ

ズの答えはフジバカ

マでした。 

 秋の七草のひとつ

で、白色～淡紅紫色

の小さな花「頭花」

を多数咲かせます。

筒状花のひとつを引

き抜いて逆さにすると‘藤色’の‘袴’と2本の足に

見えて人間の姿を連想します。奈良時代頃に中国から

香草として渡来しました。 

 日本で唯一渡りをする蝶で、2000㌔も飛ぶという

アサギマダラが羽根を休める花として最近有名です。

昨秋姫島に渡った時に多数

飛来していました。自宅の

庭でアサギマダラの羽根を

見つけた事がありますの

で、祝島にも飛んで来てい

るようです。フジバカマ、

ヒヨドリバナ、スナビキソウなど蝶の好きな花を沢山

に植えて‚アサギマダラの楽園‚を作りたいと思って

います。 

 

さて、今月の花の名は？ 

祝島集落の東の海岸に敷き詰めたように咲いている花

です。 

夜明け前、東の空の雲が真っ赤に燃えるような、ドラマチックな一日の始まり。（祝島小学校収蔵作品） 



お知らせ ＆ 募集 

ウメの土用干し 

 お盆までには発行しようと思っていた今回の会報、お盆にようやく出来ました(^_^;)。今年は丌老長寿マラソンがな

いので、少し楽になると思っていましたが、その分、光市周辺で他のイベントを次から次へとやることになり、結局

忙しさは変わらないような気がします。ただ、マラソンコースの草刈りがない分だけ、体力的には楽ですが…。 

 さて、ゴールデンウイークに開催した、大井先生の作品展＆らいぶ。「おかべの唄」（正式には「お好み焼きブ

ルース」という曲名だそうです）など、中学時代の懐かしい歌も少し聴くことができて、とても楽しいライブでした

ね。この作品展を叐材に来られていたケーブルテレビの番組制作をされている方から、番組（15分間くらい）の

DVDをいただきました。作品展の様子と大井先生の歌をバックに祝島を紹介する映像も流れます。コピーしても大

丈夫とのことですので、ご希望の方は事務局までご連絡ください。また、私も2日間のライブを録画しています。こ

ちらも、そのうち編集してDVDにまとめようと思っていますが、いつになることか…。 

 次回の会報の発行は11月か12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。会貹は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 

祝島ネット21会報 「いわいしま通信」 第37号 

発行日：2011年8月13日   （頒価 400円） 

発行者：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/ 

■来年の神舞の開催が決定！ 

 祝島出身の人には特別なお祭り、4年に一度の「神舞」が来年

も開催されることが決まりました。今からとても楽しみですが、

高齢化と人口減少により、前回よりもさらに準備の人出が少なく

なることが予想されます。島の出身者の皆さんは、ぜひ「神舞」

期間中だけでなく、できるだけ準備の時も島に帰って手伝ってい

ただければと主催者も望んでおられるようです。みんなの力で、

「神舞」の伝統を未来へつないでいきましょう。 

 

 ◎開催日：2012年 8月16日～20日 

 ◎主催：祝島神舞奉賛会・祝島自治会 

 ◎公式ホームページ：http://iwaishima-kanmai.net/ 

小屋建て 苫編み 櫂伝馬の漕ぎ手 


