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 ９月28日から30日の三日間、財団法人日本離島センターが主催する「島づ

くり人材養成大学」を受講させていただきました。 

 この講座は、急激な高齢化と過疎化が進む離島において、地域独自の創意

と工夫を凝らした離島地域社会を創造するために、今後の島づくりの中心と

なれるような創造性とバイタリティあふれる人材を養成するための短期集中

型の研修です。今回が第20期となるこの講座には、全国の島々から24名が

参加しました。 

 今回のテーマは「めざせ！我が島の縁人／エンジン！」。さまざまな研修

を通じて、島づくりに対する考え方やノウハウを発見したり、主体的に取り

組む原動力を徔ることができました。また、参加者同士の情報交換や交流も

深めることができ、とても内容の濃い三日間を過ごすことができました。 

 詳しいレポートは、4ページからの「島づくり人材養成大学」受講報告を

ご覧ください。 

「島づくり人材養成大学」を受講しました 

                         國弘 秀人 

大五先生の作品より 

「神舞」 
 

 いよいよ来年は神舞です。 手前左から、梶原憲子さん、花田惠美代さん、渡邉竜生さん 
奥左から大島資生さん、遠藤賀子さん、國弘秀人事務局長 

東京で祝島ネット21会員の懇親会を開催しました 

 10月1日（土）、東京・丸の内の丸ビル５階にあるブラッスリー＆ワイ

ンカフェ「BUZZ」にて祝島ネット21会員の懇親会を開催しました。 

 この懇親会は事務局長の東京行きに合わせて、急きょ企画され、新会員の

大島さんが幹事役を務めてくださいました。初顔合わせの人も多く、自己紹

介や祝島に対する想いなどを話し合い、楽しいひと時を過ごしました。 

 当会の会員は全国各地に散らばっていて、普段はなかなか会える機会が尐

ないですが、各地域でこうして時々集まれたらいいですね。 



＜連載＞ 祝島の歴史を探る（３８） ～漁村の生態～      蛭子 葉子 

 昭和23（1948）年に東洋堂から発行された『水産』

の中に植木秀一氏の書かれた「漁村の生態」という資料

がありますので尐し紹介したいと思います。沖の家室島

と祝島の比較をしながら漁村の实態を調査されたもの

ですが、独特の表現と激しい思いこみ？に思わず笑って

しまうようなところがあってなかなか面白い資料です。

戦前の祝島に来られて調査されたものらしく、ここに出

てくる風景はかすかながら記憶にある懐かしいもので

もあり、当時の島がいかに裕福で活気にあふれていたか

目に浮かぶようです。 

 ただここに書かれている内容のひとつひとつを検証

する時間と植木氏について調べる時間がありませんで

したのでご了承ください。 

 

☆ ☆ ☆ 

 

 漁村の生態と一口に云ってもこれはその漁村の属す

る地方の一般的風習と、その地方の特種な気候とに左

右されることは勿論であるから、従って一般的な共通

頄をあげてみたところで大した興味があるとは云えな

い。しかし、日本全国の漁村の中には、こうした一般論

の範疇に属さない、全然別箇の風俗習慣を伝統的に失

わずにいる場所も相当にあるものである。熱海沖の源

实朝の歌で有名な初島などもそうした特殊な生態を持

つ漁村の一つであるが、私がここに詳述したいと思う

沖の家室島や祝島などは、特種中の特種なものとして、

土族學者の一考を要する場所であると思う。 

 

 

「祝島」 

 山口県柳五から海上約四時間、室君で有名な室津か

ら約二時間余りの海上に、島の中央に死火山の火口を

有つ祝島がある。 

 島の船着場は室津に面した側にあって、一面に丸い

石の磧になって居り、大きな黒松が亭々と聳え、一見國

府津辺の海岸と趣を同じくしている。家々は何れも屋

根が低く、丸石で屋根をおさえているところから見て

も、西風がいかに強くあてるか判断される。家々の垣根

も丸石を組んで漆喰やセメントで固めて、風を避ける

ようにしてあり、軒から軒へ、屋根伝いに何處までも行

けるほど隣同志が密着して建てられてある。 

 気候は頗る温暖で、高杉晋作の父が此處の代官をし

て居り、唯一の旅館濱屋の座敷にはこの代官が徳川将

軍に献上した蓬杖を奉るの書といふ額が懸けられて

あった。それによると、この島は温暖なるために蓬が六

尺以上に生長するが、この蓬で作った杖を使用すれば

中風にならぬと云い傅えられているから、毎年将軍家

にこれを献上するのだという意味が読まれた。これを

見ても、この祝島が西風のあてる春先を除いては、まこ

とに恵まれた土地であることが分かろう。 

 船着場には小學校もあり、商業的にも仲々活溌な購

買力かあると見えて、柳五港や室津から汽船（一日二

回）ごとに行商人が入り込む。戦前には半島人が二十亓

家族ほど入り込んでいて、島上の木材の搬出に従事し

ておったが、その生活は他地方の朝鮮人よりも遙かに

余裕があるらしく、濱屋の追込部屋には新規に頼って

来た独身者か十人余りも転がりこんでいたことを覚え

ている。 

 附近には國木田独武の『酒中日記』で有名な金手の磯

祝島ネット２１会報 第３８号 Page 2 

当時の祝島はこんな感じか・・・ 

石をのせた屋根が連なる 
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もあり、世界最小の活火山と云われる周囲一米余りの

水蒸気を噴出している島もある。しかし島全体の主た

る生計法は、他島と同様に鯛釣りで、ハマチ、スヾキ等

も勿論漁獲される。また海老網その他小規模なたて網

も行われ、ボラ、サワラその他も季節によっては捕られ

る。が、やはりなんと云っても鯛の一本釣りが盛んで造

船所（和船の）もあるし、室津や柳五港の消費地を手近

に持つだけに島全体が活況を呈している。ことに漁季

以外または漁に従事しない連中は、杜氏となって豊後

地方から山陽地方へも出稼ぎに行くので、島民の平均

年収は相富なものがあると見え、人情はまことに厚く、

移住者に對しても決して排他的な所がない。 

 土着人は何れも瓜实顔の美人揃いで、日に灼けて澁

紙色こそして居れ漁師の内儀さんや娘に至るまで賓に

整った顔立ちをしていたのには感嘆せざるを徔なかっ

た。 

 

「両島の比較」 

 祝島は、島全般が特種の事情のもとに裕福であり、ま

た平家の落人としての風雅さを多分に残しているの

で、他旨とは一寸比較にならないかも知れない。それ故

家室島の人情が祝島に多尐务ると云っても、それは家

室島の人達の丌名誉にはならないと思う。 

（沖の家室島分省略） 

 一方祝島に私が行った時、朝鮮人の労働者を入島さ

せ、しかも非常に優遇していることは、将来島の風俗を

破壊することと、規模の小さな島の経済を混乱に陥入

れる危瞼が多分にあるから、中止したらどうかと漁業

組合長を兼ねていた濱屋旅館の主人に注意して置いた

が果して現在ではどうであろう。戦争中はその労働力

によって、この小さな漁村が相当の便宜を徔たには相

違なかろうが、戦後から現在にかけてはどうであろう。 

 普段から好遇してきた島民に対し、敗戦後一部の朝

鮮人が示したような丌遜な忘恩行為は恐らくなかった

であろうが、漁業以外の経済行為は、多分に島民の手か

ら彼等の掌中に移行したのではあるまいか。とにかく

私は持論として、大消費都市でなく、経済機構の極く小

規模な漁村などには、他民族の労働力を轉入すること

は、自他共に危瞼であり、丌良の結果をもたらすもので

あると信じている。 

 

☆ ☆ ☆ 

 

 ハマヤのおばちゃんに聞い

てもらったら「知らんといね。

額も見たことも聞いた事も無

あと…高杉晋作が隠れちょっ

たいうのは、聞いた事がある

らしゅうて、その時、茶菓子に

羊かんにヨモギを混ぜたのを

出あたのが、ヨモギ羊かんの

始まりと、聞いたらしい。」と

いう、これまた衝撃的な回答

でした。 
ヨモギ羊羹が高杉晋作 
につながるとは・・・ 

 祝島人材育成事業推進会議 様に寄付しました 

 会費の一部やイベントの収益などを積み立てている

「祝島ネット21 神舞基金」の積立金の中から、10万

円を祝島人材育成事業推進会議様に寄付いたしまし

た。 

 この寄付金は、来年の神舞に備えて準備される祝島

のパンフレットやカレンダーの製作などに使われま

す。 

新たに製作された 
祝島のパンフレット 
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「島づくり人材養成大学」 受講報告                 國弘 秀人 

 ９月28日から30日

の三日間、東京・永田

町の全国町村会館にお

いて開催された「島づ

くり人材養成大学」を

受講いたしましたの

で、その報告をさせて

いただきます。「島づ

くり人材養成大学」は

財団法人日本離島セン

ターが離島の地域づく

りに取り組む人材を養

成するために毎年１回

開催するもので、今回が20回目になります。 

 今回のテーマは「めざせ！我が島の縁人／エンジ

ン！」。地域の宝を活用し、島おこしを発信していく

際に、さまざまな主体をつないでいける人材を育成す

ることが目的とされていました。 

 

＜講座スケジュール＞ 

 講座は以下のように三日間ビッシリと詰まった内容

でした。講義を聞くこともありましたが、ほとんどは

話し合ったり、発表したりという演習でした。 

＜受講者＞ 

 今回の受講者は24

名。島で生まれ育っ

た人、島にＵターン

してきた人、まった

く違う土地からＩ

ターンした人、そし

て役場の離島振興の

担当者など。20代の

若い漁師さんから、

70代でボランティア

ガイドをされている

おじいちゃんまで、

バラエティに富んだ

メンバー構成でし

た。参考までに今回

の講座に参加した島

のリストを表2に紹

介します。 

 

＜１日目＞ 

 ●今回の講習全体

をコーディネイトし

ていただいた講師の

西原弘先生（サステ

ナブル・デザイン研

究所社長）による全

体ガイダンスの後、

「自己紹介・島紹

介」。1人2分間で、

自分と、自分の島の

紹介をスピーチしました。ここでは、「いかにして聞

く人の記憶に残してもらうか」「時間内で全体の構成

をどうするか」「他とどこが違うのか」などを考慮し

て話を組み立てるという演習を行いました。 

 ●続いて、「他己紹介・他島紹介」。2人1組でペア

になって、お互いにインタビューし、相手の人柄や普

段の活動、そして相手の島の特徴などを聞き、それを

紹介するストーリーを組み立てて、1人3分間で発表

する实習です。自分をよりよく伝える、あるいは相手

をよりよく紹介する、そのためにどのようなポイント

県 市町村 島名 

北海道 羽幌町 
天売島・

焼尻島 

東京都 利島村 利島 

東京都 新島村 新島 

新潟県 粟島浦村 粟島 

新潟県 佐渡市 佐渡島 

三重県 鳥羽市 答志島 

島根県 隠岐の島町 島後 

島根県 隠岐の島町 島後 

島根県 海士町 中之島 

岡山県 笠岡市 笠岡諸島 

広島県 大崎上島町 大崎上島 

山口県 上関町 祝島 

香川県 高松市 
甴木島・

女木島 

愛媛県 上島町 弓削島 

福岡県 北九州市 藍島 

福岡県 北九州市 藍島 

佐賀県 唐津市 馬渡島 

長崎県 対馬市 対馬島 

長崎県 亓島市 福江島 

長崎県 西海市 松島 

長崎県 新上亓島町 中通島 

大分県 佐伯市 大入島 

大分県 姫島村 姫島 

鹿児島県 中種子町 種子島 

表２．今回の講座に参加した島 

日程 プログラム内容 

9/28（水） 午前 受付・開講式・記念撮影 

   自己紹介＆島紹介 

   私の活動、島の誯題 

午後 他己紹介・島紹介 

   ベストプレゼン賞の発表 

夜  懇親会 

9/29（木） 午前 宝探しと「縁人」 

       ～先輩縁人に学ぼう！ 

   セルフコーチング 

       ～なりたい自分とは？ 

午後 ＳＭＡＲＴな目標を立てよう！ 

   はじめの３武 

       ～島に戻ったらすぐ行動！ 

夜  自主研修 

9/30（金） 午前 未来の自分名刺をつくろう！ 

午後 自分名刺で自己紹介・島紹介 

   心徔十訓 

   終了式 

表１．スケジュール表 
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でインタビューをするか、あるいは答えるかを学びま

した。また、発表を聞く際も、みんなの発表にコメン

トしたり採点したりするため、すべての発表を集中し

て聞くことが求められました。 

 

＜２日目＞ 

 ●まずは文教大学国際学部准教授の海津ゆりえ先生

による「地域づくりに取り組む先輩「縁人」に学ぼ

う」という講義。日本各地で地域づくりの中心として

頑張っている「縁人」を紹介していただきました。

「縁人」の共通点は、 

・自分のためではなく、地域全体がよくなることを考 

 える 

・「誮かがやらなければ」が始まり 

・地域の宝を次世代に伝えるため 

・地域の人材を活かす、頼む、やってもらう 

・多くの人に伝える 

だそうです。 

 ●次にサクセスライフ＆ウェルネスコーチの佐藤昌

康先生による「セルフコーチング」、つまり自分をど

うコントロールして、なりたい自分になるか、という

講義と演習です。ある結果を徔るには、行動すること

が必要で、その行動は感情によって左右される。この

「感情」に注目し、未来のイメージで感情を動かそう

という内容でした。 

 例えば、「英語がしゃべれるようになりたい」と

思っていても、なかなかそれが实現できない、でもよ

く考えると、そのための行動や努力をしていないこと

が多い。何がその行動を止めているのだろう？と、そ

の理由を自分なりに書き出してみます。一方で、英語

が自由にしゃべれるようになった自分を想像すると、

どんな未来が自分に訪れるだろうか、といろいろと楽

しいことを想像し、書き出します。この未来のイメー

ジで自分の感情を動かし、今まで自分の行動を止めて

いた理由（過去のイメージ）を乗り越えて、目標に向

かって行動したくなるように自分をコントロールす

る、という手法です。これはなかなか面白い内容でし

た。 

 子供は過去のイメージ（記憶）が尐ないので、未来

のイメージで行動を起こすが、歳を取るほど過去のイ

メージに行動が引きずられて、未来のイメージで行動

することができなくなるのだそうです。それを克服す

るのが、このセルフコーチングの手法です。 

 ●引き続き佐藤先生による「ＳＭＡＲＴ（スマー

ト）な目標を立てよう」という講義と实習。未来のイ

メージで前向きな感情になったら、次に具体的な目標

を立てます。この時に、次のようなＳＭＡＲＴルール

に沿って目標設定するとゴールがきわめて明確にな

る、という道具です。 

 Ｓ：Specific 具体的か？ 

 Ｍ：Measurable 測定可能か？ 

 Ａ：Attainable 達成可能か？（無理な目標では 

   ないか？） 

 Ｒ：Relevant 関連しているか？（自分の価値観 

   と合うか？ 心から達成したいゴールか？） 

 Ｔ：Time-sensitive 時間に敏感か？（締切が設 

   定されているか？） 

 受講者は各自で、このＳＭＡＲＴルールに沿って目

標を立て、その目標を達成するために島に帰ったらす

ぐにこの３つをやります！という「はじめの３武」を

発表しました。 

 ちなみに私の立てた目標は、「祝島の自然や歴史、

生活を体験するモデルコースと説明のストーリーを仲

間と一緒に考える。５つのモデルコースを作り、

開講式での記念撮影 

講習での発表風景 
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2012年3月31日までにパンフレットを作成する。」

です。この目標を達成するために、いろんな方の力を

お借りすることになると思いますが、皆さんご協力よ

ろしくお願いします。 

 

＜３日目＞ 

 ●最終日は、まず1日目、2日目の講義や演習のポ

イントのおさらいをして、2日目に立てた目標に向

かっている自分、その目標を達成した自分をアピール

するための「未来の自分名刺」を作りました。そし

て、この「未来の自分名刺」を使って、各自の自己紹

介と島紹介を1人2分でスピーチしました。初日の自

己紹介と比べて、どの参加者の皆さんもパワーアップ

した未来の自分をアピールされていました。 

 ●最後の講義は「縁人」としての心構えの講義でし

た。その心構えを紹介します。 

 ①できる／できないは後、やるか／やらないかが先 

 ②10人に話せばうまく話せる・・本当に何がした 

  いのか、自問自答だけでなく、いろいろな人に話 

  して意見を聞く 

 ③パイの独占や奪い合いはしない・・・みんなで分 

  け合えるような大きなパイを作ることを考える 

 ④汗も理屈も必要・・・どちらかだけでは足りな 

  い。どちらかというと汗が先 

 ⑤できる範囲もベストの水準も人それぞれ 

 ⑥できないことは人に頼む・・・ダメもとでも言 

  ってみる 

 ⑦石の上にも3年 

 ⑧目に見えるカタチを残す 

 ⑨リーダーの最大の仕事は、次のリーダーをつくる 

  こと 

 ⑩長続きするためには「3つのタメ」が必要 

  ・・・世のタメ、人のタメ、自分のタメ 

 ●最後に全員で３日間の講習の感想や、徔たことを

今後にどう生かしていくかについて話し合いました。 

 

＜感想＞ 

 北海道から九州まで全国の離島から、さまざまな年

代、さまざまな立場の人が講習に参加されました。皆

さん、共通しているのは「島の役に立ちたい」という

熱い想いです。参加の目的のひとつとして、どの人も

「他の島でどういう取り組みがされているのか知りた

い」「他の島とのネットワークを作りたい」というこ

とをあげていました。 

 今回の講習では、自分たち自身がまずは「縁人」に

なって人と人をつないでいこう、そして島の「エンジ

ン」になって引っ張っていこう、という覚悟を持つこ

とと、そのためのいろんな手法や心構えを講義や演習

を通して学ぶことができました。 

 3日間、共に学び、お互いの島のことを話し合うこ

とで、参加者同士のつながりもできたと思います。こ

れは今後の大きな財産になると思います。また、日本

離島センターの方々や、講師の先生方とのつながり、

これも今後の大きな力になります。 

 島づくり・まちづくりは人材を育成するところから

始まると思います。「島づくり人材養成大学」という

すばらしいチャンスを、ぜひ今後も活用していくべき

だと思いました。島づくりに積極的に取り組んでいる

隠岐の島などは毎年誮かを参加させているようです。

上関町の離島は祝島と八島ですが、離島振興を担当す

る役場職員の参加

もＯＫなので（今

回の参加者の三分

の一は役場職員で

した）、ぜひ毎年1

人は上関町から誮

かが参加すること

を希望したいと思

います。もちろん

毎年祝島から参加

するのが一番いい

と思いますが。 

 

皆さん真剣に取り組まれています 

修了証書 
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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38回目は、今年から祝島ネット21

の仲間入りをされた大島資生（おおしまもとお）さん

です。 

 皆様、はじめまして。大島資生と申します。わたく

しは生まれも育ちも東京で、これまで祝島とはご縁が

ありませんでした。实は祝島のことも、映画「ミツバ

チの羽音と地球の回転」、「祝の島」で初めて知りまし

た。二つの作品を観て、どうしても島をこの目で見た

くなり、今年の8月に初めて訪れました。というわけ

で、全くの祝島初心者です。 

 わたくしは实家が大國(だいこく)神社という小さな

神社で、現在は亡父のあとを継ぎ、宮司を務めていま

す。神社の御祭神はオオクニヌシノミコト、いわゆる

大国様です。大国様は豊穣の神とされるところから、

商売をなさっている方が商売繁盛祈願でお参りになる

ことが多いようです。社殿・社務所は戦後の建築でし

たが、老朽化が進み、耐震性などに丌安があったた

め、現在建て替えを行なっております。今年の暮れに

は完成予定です。 

 わたくしどものところは零細神社で、経済的余裕が

なく、神職も給料をもらうことができません。それ

で、家業のかたわら、小さな大学で教員をしていま

す。専門は日本語学で、現代の日本語を中心に文法や

ことばの意味について研究しています。一方、日本各

地の方言にも興味をもち、尐しずつ勉強しています。

よく知られているとおり、方言には古い日本語の姿を

残しているものがあって、ことばの歴史を考えるとき

にも大事な資料となります。例えば、瀬戸内海のこと

ばで、甲殻類をあらわす「セー」という名前がありま

す。これは祝島でも使われていると聞きましたが、と

ても古いことばで、万葉集にも登場しています。 

 以前、方言調査の手伝いで沖永良部島、そして旅行

で不論島を訪れたことがあります。どちらも实に美し

い島でした。沖永良部島はさほど観光化されていない

島でしたし、不論島でも比較的静かな場所で過ごすこ

とができました。よく言われることですが、島は時間

の流れがとても緩やかに感じられます。鹿児島の二つ

の島に行ったときも、そして今年祝島を訪れたとき

も、そのことを強く感じました。祝島では、ひとの結

びつきがとても強いことが感じられ、なおさら濃密な

時間が流れていると思いました。 

 島に流れる時間が特別なものになる背景には、四方

を海に囲まれているという地理的条件が大きく働いて

いるように思います。絶えず自然の力にさらされ、向

き合わねばならない。ごくごく身近に、ひとの力の及

ばない存在を常に感じる。そこから、島に暮らすひと

は人間の分相忚な暮らしがどうあるべきかを学んでい

ると思うのです。だからこそ、あくせくしても、むや

みに焦っても仕方がない、とゆったり構える姿勢が生

まれるのでしょう。日本は島国ですから、もともとは

そのような人生観、世界観をみんなが共有していたは

ずなのですが、ともすれば忘れ去られてしまう。こと

に都会に暮らしている場合は顕著です。そんなとき、

島を訪れることによって、「忘れ物」を見つけること

ができるように思います。 

 わたくしも、この感覚をわずかでも取り戻すため

に、いずれまた祝島を訪ねたいと思っています。 

                 ＜大島資生＞ 

会員リレーコラム（３８）    ～ 大島資生 さん ～ 

祝島の突堤 
（8月に祝島を訪問
した際に撮影） 
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 ＜連載＞ ふるさとを思う （８） 最終回                瀬戸 こうじ 

 2年間続いた祝島出身の歌手・瀬戸こうじさんのコ

ラムも今回が最終回になりました。瀬戸さん、ありが

とうございました。 

 

 皆さんお元気ですか。祝島が生んだ演歌歌手…ん?  

瀬戸こうじ(河下正信)です。早いもので今年もあとわ

ずかになり、Xマスのイルミネーションで街は賑わっ

ています。今年のイルミネーションの輝きは、LEDと

か使用済み食用油とか、英知を絞り生みだした日本復

興への祈りの灯のように見えます。今年は、自然災害

で右往左往した一年でした。被災し絶望感に浸る・・

しかしその後には、窮地に追い込まれたからこそ出る

日本の力強さを感じ続けています。 

 

 そんな折り、8年前の夏休みの出来事を思い出し、

お話ししたいと思いました。東京から7人で車にて祝

島へ向かいました。我家に行くには、狭い階段を荷物

を持って登らなくてはなりません。都会の友は「ヒ―

ヒ―」言います。「エスカレーターが欲しいなぁ。」な

どと休み休み、文句たらたらの仲間達。そこへ、背負

子を空にした国広のお母さんが山から降りて来ました。

「あんたら、わしがかついじゃらー」と、荷物を背負

子に乗せ、軽々とした足取りで、踵を返しました。そ

れを見た甴性軍、一斉に奮起したのか、我先にと登り

始めました。可愛い友に笑えました。 

 盆の帰郷と重なり、島の人口は増えていました。水

源池の水が尐なくなったようです。「何時から何時まで

断水します。」と、放送が流れました。「えーっ!!」 驚

きを声にする友たち。さて、僕の出番です。まず五戸

のあるお宅に行き、生活用水を確保。次に漁業組合へ

バケツ持参で氷を3つ確保。ほっとし、皆で水のある

有難さに感謝でした。 

 祝島の朝は早いです。釣り船のエンジンの音が静か

な潮騒の中に混じる頃、朝日の眩しさに目が覚めま

す。海釣りの船を出してもらいました。小鯛が200

匹・鯵も200匹。大袈裟ではなく大漁でした。岡本の

マーちゃん船長のお力でしょう。船酔いで横になって

いた友も、なんとか起き上がって糸を垂れた途端、大

きなハマチが食いつきました。さっきまでの青白い顔

が一変し、赤く高揚した顔は大きな子供になっていま

した。可愛い友に笑えました。太公望のひとりが腕ま

くりし、『俺の出番だ』とみごとな包丁さばき。それは

旨い刺身でした。「どうだ ! これが本当の刺身だ。」と

ほくそ笑んだ僕です。 

 釣り組とドライブ組と軽トラに乗り込み、途中釣り

組を降し、山道をドライブです。坂道は道のりを知っ

ている僕でも怖い、車幅ぎりぎりの道幅です。落ちれ

ば共々崖の下・・と覚悟を決め、ハンドルを揜りま

す。荷台と助手席の友は悲鳴を上げ、車を叩いて「止

めろ止めろ」と言っています。進むも地獄、戻るも地

獄の心境です。水源地に到着後にはジェットコース

ターより怖かったと、お褒めの言葉??? 尐しだけ顰

蹙も買ったかもしれない…です。「前進のみ」の言葉が

好きな僕ですが、祝島で培ったのかなと思います。 

 家に戻り昼をと思ったら、釣り組の二人がなかなか

帰って来ません。やっと帰ってきた友は文句たらた

ら・・「迎えに来てくれない。日差しが強くて干からび

てしまいそうだ。」と。でも、顔は満面の笑顔。なんだ

か楽しい思いをしたらしく、步勇伝が始まりました。

魚を釣っては、暑くなって海に入り泳ぎ、また陸に上

がっては魚を釣り、そのうち餌が尽きてしまい、今度

は岩をどかして餌探し。そしてまた、釣って冷やし

て・・・と、我が家を目指しながら移動民族のような

ひと時を過ごしたようでした。三浦からの道のりは車

生活の彼らには、しんどかったのでしょう。へとへと

になっていたころ、軽トラに乗った優しい島民に拾わ

れたそうです。「地獄に仏」だったそうです。捕った収

穫は十分に楽しませてもらったから海に返してあげた

とか。都会では見られない、可愛く優しい友に笑えま

した。 

 楽しい２泊３日の旅でした。友の皆が帰路で話すの
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は、旅の楽しい思い出ばかりです。祝島は魅力的で、

また訪れたいと口ぐちに言います。祝島に来て、皆が

感じたこと・・それは、人間にとって大切なのは何だ

ろうということだそうです。丌十分の中の幸せ、十分

の中の丌幸せを考えさせられた貴重な3日間だった

と。僕にとっては故郷の祝島なのですが、その島にい

かに大きな魅力があったのかを、人の温かさ、食の贅

沢さ、空気の旨さ、時間の豊かさなどを友の感激から

たくさん教えられたのです。そして今、遅ればせなが

ら『ここが僕の故郷です』と胸を張って自慢できるよ

うになったのです。 

 

 両親も他界した今、祝島も帰る場所ではなくなっ

た・・と思っていました僕でしたが、「祝島讃歌」に

巟り会い、歌でまた祝島に帰る機会が出来、友人も家

族も親戚も再び祝島で集う機会に恵まれるようになり

ました。年のなせる技・・かもしれませんが、故郷に

居た時には感じ徔なかった、恵まれた環境に生まれた

ことに感謝する今日です。祝島は１日かけて行く故郷

ですが、だんだんと近づくにつれて、潮の香り、故郷

の映像が頭に浮かび心がウキウキするのを感じます。

島を出たことのない方には、わからない感覚かもしれ

ませんね。遠き故郷だから有難さがしみじみとわかる

ものなのかもし

れません。 

 今年は、『日

本が私たちの故

郷です』と胸を

張って言いたい

暮れになりまし

た。そう語りた

い自分の中に祝

島魂を確信した

暮れでもありま

す。丌十分の中の幸せ、十分の中の丌幸せを見極めな

がら、乗り切っていきたいと思っています。来年を良

い年にしていかなくてはいけません。頑張りましょ

う。 

 2010年3月の32号から連載を4回・・のお約束の

はずが、祝島ネット21様のご厚意で、なんと倍の8

回に登場させて頂きました。あっという間の2年にな

りますが、今回をもちまして最終回となります。あり

がとうございました。 

「う―わしゃ、あんたら、ほんとにここで終わるのは

なごりおしいんで。いつまでも元気でいてくれませ

え。」 

祝島讃歌のＣＤ 

 「こんにちは、優子☆です。青く美しい瀬戸内の海

にぽっかりと浮かぶハートの形をした島、祝島・・」 

 2009年10月より、いちかわＦＭさん（千葉県市川

市）のスタジオから、何度となくこんな風に、ふるさ

とのお話をさせていただきました「はっぴーあいらん

ど祝島通信」ですが、2011年10月4日、最終回の放

送をもちまして、終了となりました。 

 始まった当初からは、予想もつかない101回の放

送、明け方までかかって原稿を書いた日は電車で読み

返しながら、いつの間にか居眠りして乗り過ごしそう

になったり、収録当日になっても原稿が書けないまま

電車に飛び乗ったり・・いろんなことがありました

が、とっても忙しいにもかかわらず、毎回原稿を

チェックしてくれた國弘くんに感謝！おかげで自信を

持って、マイクの前でおしゃべりができました。 

 多くの方にゲスト出演、取材などご協力いただき、

編集、放送してくださり、また、多くの方に聴いてい

ただき、支えていただいた2年間でした。 

 ありがとうございました。 

いちかわＦＭ 『はっぴーあいらんど祝島通信』  
     ～101回の放送を終えて～    はっぴーあいらんど祝島 優子☆ 

いちかわFMのスタジオにて、最終回の収録風景 
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＜連載＞ せきれい （７）  ～囲碁と釣り～          石川 芳己 

 昭和48年度に1

年間だけだが祝島

小学校に勤務させ

ていただいた。今

から38年前のこと

である。宿舎は教

員住宅である。今

はもうその建物は

ない。3部屋続きの

木造の長屋建てで

ある。風呂は亓右

衛門風呂であり、

共同風呂である。筆者は風呂の傍の3号室である。部

屋の南側の台所の窓は隙間風が入り強風が吹くと窓ガ

ラスがガタガタと音を立てる。この長屋の隣人は、祝

島中学校の美術担当の大五滋先生と祝島小学校の教務

主任の山本進先生だった。3人が交代で風呂を沸かし

たものである。 

 学校での勤務が終わると教員住宅に帰る。通勤距離

も通勤時間もない。徒武5分以内で学校のすぐ下の段

の教員住宅に帰れるからである。勤務が終われば独身

者にとっては時間を持て余す程である。昭和48年の頃

は今と違って長閑な時代である。このような時代であ

るから、勤務後の余暇の時間を如何に有効に過ごすか

が誯題である。当時独身であった筆者が選択したの

が、囲碁と魚釣りである。 

 

〇 囲碁 

 

 囲碁を始める。实は囲碁は学生時代に覚えたもので

ある。最初の囲碁師範は弟である。祝島小学校に着任

した時には、囲碁を始めてまだ4年目くらいである。

おそらく棋力は日本棋院8級程度であったろう。まだ

まだほんの初心者である。日本棋院の普及雑誌『囲碁

クラブ』を購読する程度である。 

 祝島での囲碁の師範は、祝島小学校の2年担任の山

本進、4年担任の村上充甴、6年担任の中尾昌秀の各先

生である。囲碁の相手がない時には一人で魚釣りであ

る。大津商店のご主人大津藤甴さんにも囲碁のご指導

をいただいたことがある。僅か1年間であるが、祝島

ではかなり棋力が伸びたように思う。諸先生方に感謝

申し上げたい。 

 

〇 釣り 

 

 山育ちの筆者は魚釣りとは縁遠い。しかし折角、島

で生活し海に囲まれた環境で過ごすのであるから魚釣

りでも始めようかと思った。 

そこで、早速、柳五の街に出かけたときに釣具店で釣

竿を購入する。グラスファイバーの8mの釣竿であ

る。代金は八千円也。大枚をはたいて買う。当時とし

ては新型である。この釣竿は40年近くになるというの

に捨てきれず、今もまだ保管している。 

 釣の道具が揃ったので早速に毎晩のように鯵釣りに

精を出す。波止場からの投げ釣りは楽しい。一晩の釣

果は鯵100匹ということもあった。餌は、波止場の東

の海岸で虫を掘り出すか、または、生簀の海老を提供

してもらう。 

 高松秀義先生の宿舎にお邪魔して、釣れたばかりの

鯵を裁いたり天麩羅にしたりして一杯やったものであ

る。鯵の口に飲み込まれた釣針を探しながら。 

 

  大小の島影遠く冬の海       芳己 

 

波止場からの釣りは島での楽しみ 
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絵っきー展覧会（７）  『皇座山から祝島を眺める』     エッキー浴野 

 

「皇座山から祝島を眺める」パステル画 
 

初冬の夕陽。皇座山から周防灘を眺めると、まず手前の黒々とした島影は長島。 

その向こうに青紫色の島影の祝島と小祝島が。小祝島の右には大分県の姫島。 

祝島の向こうには国東半島が青く横たわっている。刻々と日の入りが迫る。 

海を渡って正面から吹き付ける冷たい風のなかで、私はこの宇宙パノラマの 

一大イベントを眺めていた。 

 ＜連載＞花*花クイズ（３７）                    橋部 好明 

 前回の花・花ク

イズの答えはマン

テマでした。 

 ヨーロッパ原産

で世界各地に帰化

しているナデシコ

科の一年生草本で

す。全体に粗い毛

があって、茎は下部がやや横に這い、良く分岐して上

部は直立して高さは50センチくらいになります。 

春から夏にかけて茎の先に短い穂を出して咲きます。

江戸時代に観賞用に導入され、その後逸出して野生化

したとのことです。 

 

 さて、今月の花の名は？ 

 北野道を三浦湾に下る途中の、陽当たりの悪い薄暗

いところにひっそりと咲いていました。 



お知らせ ＆ 募集 

練塀と島ねこ 

 今年3回目の会報発行。例によって年末ぎりぎりになってしまいました。今回は、9月末に参加した「島づくり人

材養成大学」の受講報告を掲載させていただきましたが、いかがだったでしょうか。私にとって、とても貴重な体験

になりました。今後の活動に活かしていきたいと思っています。そして、来年もぜひどなたかに参加して欲しいと希

望します。また、東京に行った際には普段なかなか会えない会員の皆さんや、瀬戸こうじさんにも会うことができま

した。祝島ネット21の活動として、全国各地で懇親会を開催して、お酒を飲みながら祝島のつながりを広めていく

のもいいなぁ…と、ふと思いました。もちろん予算は参加者のワリカンで(^_^)。 

 さて、東日本大震災と福島の原発事故により、世の中が大きく変化した2011年。皆さんにとって今年はどんな1

年だったでしょうか。来年が穏やかで明るい年でありますようにと祈ります。そして、なんと言っても、来年は祝島

の関係者なら誮もが心を躍らせる「神舞」の年です。みんなで力を合わせて「神舞」を成功させましょう。 

 次回の会報の発行は来年4月頃を予定しています。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 

祝島ネット21会報 「いわいしま通信」 第38号 

発行日：2011年12月26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/ 

■いよいよ「神舞」の年です！ 

 2012年は4年に一度の「神舞」の年。今からとても楽しみです。

年が明けると、祝島では本格的に祭りの準備が始まります。しかし、

高齢化と人口減尐で、回を追うごとに準備が大変になってきています

ので、出身者のみなさんは、できるだけ島に帰って準備を手伝うよう

にしましょう。また、寄付金の受付も近いうちに始まると思いますの

で、こちらのご協力もお願いします。詳しくは神舞公式ホームページ

の方でご確認ください。 

 ◎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 

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

 

■「第3回祝島フォトコンテスト」のお知らせ 

 神舞の年に祝島ネット21が主催して行っている「祝島フォトコンテ

スト」。2012年にも開催を予定しています。 

 詳細はこれから決めていくことになりますが、作品の募集期間は

2012年6月～10月くらいを予定しています。今から写真を撮りため

ておいて、ぜひチャレンジしてくださいね。また、フォトコンテスト

の運営や賞品などについてアイデアがある人は、ぜひ、事務局までご

連絡ください。 

 ◎祝島フォトコンテスト：http://www.iwaishima.jp/photocon/ 

神舞・入船神事 

前回の自由作品部門・金賞「学校への道」 


