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 4月8日（日）に春の恒例行事「祝島お花見クルーズ」を開催、定員50名が

定期船いわいに乗って、のんびりと島を一周しました。今年は冬から春にかけ

て寒い日が多かったため桜の開花が遅く、当日は満開の一歩手前の8～9分咲き

といったところでしたが、お天気にも恵まれ、海もおだやかで、約1時間の快適

な船旅を満喫しました。船内では今年もガイド役の橋部さんに祝島の案内をし

ていただきました。 

 また、午後からは自由参加で平さんの棚田に遠足に行きました。約20名が参

加し、往復約2時間の山歩きを楽しみました。現地では平さんも仕事の手を休め

て、棚田の説明や、棚田を作った当時の苦労話などをしてくれました。 

「祝島お花見クルーズ」を開催しました 

                         國弘 秀人 

大井先生の作品より 

「神舞」 
平さんの説明を聞く参加者 全員で記念撮影 

後部デッキでお弁当タイム いわいの船内 

橋部さんのガイドで島を一周 長磯あたりの桜は満開 



＜連載＞ 祝島の歴史を探る（３９）  ～安井雄一郎氏の「松田正平論」～ 

                                        蛭子 葉子 

 昨年のちょうど今頃、山口市主催の新山口駅前広場の

建築コンペが開催され、宮崎浩氏が最優秀を獲得されま

した。宮崎氏は同じ山口市主催で20年前に開催され

た"中原中也記念館"のコンペでも最優秀を獲得してい

ます。このコンペでは提出された作品の展覧会が山口県

立美術館で開催されました。私はたまたま展覧会が開か

れるいきさつを（私の勤務する事務所で一緒にプロジェ

クトをやっていた方がそのコンペに入選したので）知る

ことになりましたが、山口県にそんな美術館があること

をちょっと誇りに思いました。 

 建築のコンペに提出する図面は通常A1若しくはA2

版1枚にまとめることが多いのですが、そのたった1枚

のパネルにかかる費用（労力）は半端ではありません。

そこにはたくさんの技術やアイデアが組み込まれてい

ます。しかしコンペは非情なもので通常は紙切れ1枚で

通知されるだけです。このコンペには500件近い応募

があったそうですが、提出された作品を見た美術館の方

は、建築としての価値というより、それ自身が完成され

たひとつの作品としての価値があると驚き、たくさんの

人にみてもらいたいと考えたそうです。 

 美術館の担当者は入選者のもとをひとりひとり訪ね

て「提出された建築家の作品はどれもすばらしいもので

美術館に展示する絵画に匹敵するものです。是非、作品

展をさせてください。一般の方にも建築家の魅力を知っ

ていただきたいと思います。」とお願いされたそうです。

そうして建築コンペ参加者全員の作品展が山口県立美

術館で行われることになりました。当時としては革新的

な展覧会で、建築家にとっても一般の方に自分の考えを

提示できる数少ない機会となりました。 

 今回は、その山口県立美術館 安井雄一郎氏の「松田

正平論」の一部を紹介します。 

 

☆ ☆ ☆ 

 

 松田正平がはじめて祝島を訪ねたのは、戦後まもな

くの昭和22年。いらい島行きは恒例となり現在につづ

いている。時期は、例年、国画会への出品作が完成、出

品したのちの四月から五月。大作を制作したあとの休

養と新たなモチーフ探しが目的のようだ。島での滞在

は半月ほど。その間に描かれたスケッチは、千葉県鶴舞

の自宅にもって帰り、アトリエで油絵に描きおこされ

る。周防灘シリーズの海景が多分に心象風景的雰囲気

をおびるのは、そのことも一因かもしれない。小品では

ずっと以前から描かれてきたが30号以上の絵は、昭和

50年ころからみられるようになる。これにすでにふれ

た独自なマチエルが加わり両面が50号大となるのは、

昭和54年ごろからである。これらが周防灘シリーズの

総称でくくられる全体といっていい。 

 シリーズの近年の傾向は、作品がいよいよ大型化し

てきていることで、前にもふれた独自なマチエルが現

われる60歳半ば以降、つまり、この十余年間では、50

号大の作品があいついで制作されている。画家にとっ

て祝島、またそれをとりまく瀬戸内の海がいよいよ大

きな存在を占めてきていることを示すものだろう。 

 祝島を知ったのは、試行錯誤のなかで将来への方向

を模索していた光時代だった。いわば松田洋画の原型

形成期ともいうべき時代である。いらい瀬戸内は光時

代の記憶とむすびつき、回帰すべき原風景となって常

に彼の心中に変わらぬ存在を占めてきたと思われる。

年に一度の島行は、その原風景にたえずあらたなヴィ

ジョンを汲み入れ、奥行きと幅をあたえてきたにちが

いない。それが近年になって一層充溢、醇化してきたと

いうことだろう。 

 恒例化した祝島行きをかされるなかで内面化をとげ

た瀬戸内の海のヴィジョン。リアルな現実観察のはて

に到達した、空とぼけてはいるが愛情のこもった人間
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千葉県鶴舞の自宅やアトリエは、現在「松田正平 
アトリエ館」として見学することができます。 
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観察、こうしたものがシリーズにより深い味わいをあ

たえているのである。 

 それに加えて郷愁をさそう島の生活と風景。スケッ

チ帖に記録された素描をみていると、画家は島の現実

を通して、そこに一種のユートピアを想いで描いてい

るような印象にかられる。ユートピアとは、画家にとっ

てのかつての「ふるさと」のイメージである。物質的に

は貧しいが、まだいまよりも人間が大きくおおらか

だった時代。 

 自然と人間がゆったりと共生していた時代。島への

こだわりにはそうした思いもこめられているのではな

いだろうか。画家にとって祝島は観念のなかで生きつ

づける「ふるさと」であり、ゴーガンにとってのタヒチ

なのである。逆にいえば、松田洋画の魅力とは、自然と

人間がゆったりと生きていたこうした「ふるさと」を想

いおこさせてくれるところにもあると思われるのであ

る。 

 ふりかえれば、明治末から大正期にかけて生まれた

松田正平の世代は、幕末から明治はじめにかけてわが

国にもたらされた油絵の技法に対して、最も自意識を

もった世代だったと言っていいだろう。ヨーロッパ芸

術からの借りもの、あるいは模倣の意識にまっこうか

ら判決をいどみ、日本人の油絵とは何かを真剣に考え

悩んだ世代、ヨーロッパ美術を先達の洋画家たちのよ

うにそのまま単純素朴にうけいれるには自意識的であ

りすぎ、かといって否定するにはまだあまりにも強い

憧れでヨーロッパにむすびついていた世代、そして欺

諾のなかで問題の所在をすりかえて絵を描きつづける

ことを潔ぎよしとしない、知的良心的でありすぎた世

代といった言葉で要約できるかもしれない。 

 彼の画業初期から一貫してみられるマチエルヘのこ

だわりも、淵源をたどれば、油絵に対するこの世代の自

意識に帰着するものといえるものだろうか。また、正統

派の油絵作家として紹介に値すると思われるにもかか

わらず、一般に知られてきた松田正平の画業が断片的

で一貫性を欠き、話題にされるわりには彼の素顔がそ

れほど知られていないのも、あるいはこの時代に生を

得た人の一種の潔癖さによるものかもしれない。文士

が小説家となり絵かきがアーチストになり、軽さがも

てはやされる世相にあっては、絵かきというずっしり

した言葉こそが 「敬称」として最もふさわしい世代と

もいえるだろう。 

 その世代が生きてきてのいま、松田正平は、祝島に魂

のふるさとをみて島の風景を描きつづけている。西洋

近代にふれた知性が、内面的熟成をへて帰趨すべき日

本人の原点に回帰する。そんな境地が感じられる近年

の画境である。 

（祝島と「周防灘シリーズ」）より 

 

☆ ☆ ☆ 

 

 松田氏は毎朝同じ場所で島の朝日を描き続けておら

れたそうですが、そこから眺める朝日は昇る前から昇る

瞬間瞬間において一瞬たりとも同じ色がないとよく話

しておられたそうです。 

 ここに書かれているように松田絵画の"マチエル"は、

絵具を塗っては搔き落とすやり方で色層を重ねてゆく

のが特徴であったそうです。ところがその絵画の制作過

程で使用する剃刀や消しゴムを島にいる間は「えびす

や」で調達していたというのが 今回聞いた話の中で一

番びっくりしたことでした。一見このように飄々とした

松田氏ですが、松田氏が描かれた絵を見ればその境地に

いたるまでには様々な葛藤があったことが容易に想像

できます。塗り重ねた絵具よりも随分多くのものをそぎ

落として来られて、絵を描くことへの執着を強く感じま

す。 

 島の風景だけでなく島の人達の友好的な雰囲気が好

きで、重村のおじちゃんや照満寺の先生と将棋をした

り、島の人との交流も随分あったそうです。しかし常に

ひかえめで、ほどよい距離感を持って島の人達に接して

いました。けっして踏み込まず、遠くから思い出す存在

である祝島こそが松田さんのにとってのユートピア

だったのでしょう。 

 それにしても島に育てられた私達にとっての魂のふ

るさとであったはず

の祝島が、松田氏をは

じめ様々な方の功績

によって世に知られ

るようになればなる

ほど、ユートピアから

遠ざかってしまうの

はなんとも皮肉なも

のです。 

 
松田正平画文集「風の吹くまま」 
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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。今回は、柳井市の出身で、東京にお住

いの遠藤賀子さんです。 

 みなさん、こんにちは。遠藤賀子（えんどうのり

こ）と申します。柳井市の出身ですが、大学から東京

に出てきたので、もう東京での生活のほうが長くなっ

てしまいました。今は、だいたい年に2回、正月と

ゴールデンウィークに帰省します。 

 高校時代の同級生に祝島の人がいました。その時

は、自分が祝島を訪れるようになるとは考えていませ

んでしたが、ここ2年くらいの間に３，４回訪れてい

ます。祝島に行くようになったきっかけは原発問題で

す。 

 私が小学生の時は、40人以上のクラスが1学年に5

クラスもあるような子どもの多い時代でした。柳井の

銀天街というアーケードのある通りには、個人商店の

お店が並び、少し駅寄りには映画館がありました。そ

のあたりの様子は今ではすっかり変わりました。 

 私は柳井で育ち、特に演劇を見るような機会に恵ま

れていたわけではありませんが、なぜか演劇好きで、

東京でたくさん芝居を見たいと思っていました。大き

な劇場よりも200～300人位の規模の小劇場の芝居

が好きです。そのため、高校生の頃は、とにかく山口

を離れたい、東京に行きたいと思っていましたが、自

分が年を取ったせいか、改めてそのすばらしさに気づ

いたせいか、今は故郷の自然をとても懐かしく、大切

に思うようになりました。星の数が、東京と山口では

全く違うので、帰省するとよく夜空を見上げていま

す。 

 柳井やその周辺の出身の人と話をしていると、「山

陽本線沿いの瀬戸内海の風景を見ると『帰ってきたな

あと思うよね』」と意見が合います。瀬戸内海のぽこ

ぽこと小さな島がたくさん浮かんでいる海の風景は、

なんとも愛おしく、あたたかな気持ちをひき起こしま

す。 

 祝島やその周囲の自然環境はとても美しいと思いま

す。また、美しさだけでなく生態系としても貴重なも

のであるということが、いろいろな人の話を聞いてい

て、よく分かりました。 

 昨年、東京の社会問題を考える市民学校の主催で祝

島に泊まる合宿に参加しました。島の方々が自分たち

の地域の課題に真正面から取り組んでおられる姿に感

動しました。また、とれたての魚はどれもおいしく、

いつもより余計に食べてしまったような気がします。

魚の種類もこれまでは、有名なものしか分かりません

でしたが、おいしいものを食べるために魚の名前も覚

えたいと思うようになりました。 

 島で時間を過ごしていると、自然と共に生きるとい

うよりも自然の中で私という小さな命が生かされてい

るのだ、と感じます。この自然を本当に大事にしたい

と思います。 

 今年は神舞の年。私は演劇学専攻だった関係で、民

俗芸能や神楽にも興味があります。いつか祝島の神舞

と他の神楽との比較などが出来れば面白いだろうと

思っています。4年に一度開催される神舞はまだテレ

ビ等でしか見た事がなく、全日程は無理でも、今年は

少しでも見たいと思います。 

 祝島出身以外の人が島に魅了される気持ちがなんと

なく分かる気がします。また、ちょくちょく島を訪れ

て、のんびりと時間を過ごしたいです。 

                 ＜遠藤賀子＞ 

会員リレーコラム（３９）    ～ 遠藤賀子 さん ～ 

平さんの棚田にて 

大井先生に描いてもらった「賀」の笑文字 
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もうすぐ神舞です 

 今年は4年に一度の神舞の年。みなさん、楽しみに

しておられることでしょう。祝島では8月の神舞開催

に向けてさまざまな準備が進められています。 

 年明けからこれまでに、カヤの下刈り、小竹（鬼の

棒用）の切り出し、切り飾り作り、五穀の額作りなど

が行われ、つい先日からは櫂伝馬踊り子の練習も始ま

りました。 

 これからのスケジュールは以下のようになっていま

す。可能な方はぜひお手伝いをお願いします。 

 

 7月～ 苫編み、しめ縄作り、櫂伝馬倉庫出し 

 8月1日 大竹切り出し 

 8月8日 舞小屋（仮神殿）設営 

 8月16～20日 神舞神事 

 8月21日 仮神殿解体 

 

 

 

  

切り飾り作り 

切り飾りの仕上げ作業 

鬼の棒にする竹を海水で清める 

完成した五穀の額 

櫂伝馬の踊り子の練習も始まりました 

カウントダウンボードが設置されました 
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 この春から祝島にやってきて、「民宿くにひろ」の

おかみさんになった優子さんに、島での生活の様子や

感じたことを連載で書いてもらうことになりました。

どんな話が飛び出すか、乞うご期待！ 

 こんにちは、優子です。 

 3月の終わりに、祝島にやってきました。島での暮

らしに、ほとんど違和感はなく、練塀の中で迷いなが

ら、道を覚えるのに結構時間がかかったことをのぞけ

ば、特に不自由もなく、子どもの頃の暮らしを思い出

すような懐かしい感じがしました。 

 4月中は、引っ越しの荷物の片づけなどで、島と本

土とを行ったり来たり・・なかなか落ち着きませんで

したが、その合間を縫ってしたことは、仕舞い込まれ

たままの食器類などを押入れから引っ張り出して、仕

分けながらの大掃除。襖の張替えや備品の準備など。 

 おつかいを頼まれると、気が急いて、つい小走りで

走り回りながら、すれ違うおばちゃんたちに挨拶する

と、「忙しそぉじゃねぇ」とか、「若いけぇ走れる

ねぇ」などと、声をかけてもらうたびに照れ笑いして

ました。いっとき体重がどんどん減ってきて、嬉しい

ような心配なような日が続き、毎晩お風呂の前に体重

計に乗るのが習慣になっていましたが、ご飯時、お母

さんに「食べみてんさい（鍋にも残さず、食べてしま

うこと）」と言われ、残り物をたいらげていたおかげ

か、体重は減らなくなりました。単純に・・無駄な部

分が少しだけなくなったということだったようで一安

心。 

 5月から本格的に民宿リニューアルオープン。はじ

めは電話での応対もしどろもどろ・・予約を受けるこ

とも一人では決めきれず、若旦那さんにＳＯＳ。おか

げさまで、予約がどんどん入り、嬉しい悲鳴。お休み

をとる要領がわからず、毎日満員御礼状態・・あっと

いう間に１か月が過ぎてました。 

 6月に入って、民宿の方の段取りにも少しずつ慣れ

てきました。波止までお客さまをお迎えに出て、民宿

へご案内しながら、練塀の説明をしたり、興味のある

ことをお話しいただいたりしています。民宿に着いた

ら、宿帳を書いていただき、島での予定をお聴きして

晩ごはんや朝ごはんの時間を決めていただきます。ほ

とんどの方が平さんの棚田へ行かれたり、三浦の方に

夕陽を見に行かれたり、氏本農園の見学や、びわ狩

り、遊漁などして、祝島を満喫されているようです。

朝早くから、朝便の時間にお迎えに出たり、朝便で帰

られるお客さまに朝ごはんを用意して、食べて頂いて

からお見送りをしたり、晩ごはんのあとで話が弾む

と、片付けが全部終わって、自分たちがお風呂に入る

のは、12時前になったりしてしまいます。それで

も、お客さまをお迎えし、いろんなお話しするにつ

れ、心が通じ合える気がします。「祝島」がお客さま

の心の中にどのように映ったのかなって気になったり

もしますが、お見送りに出て波止で手を振りながら、

またいつか、祝島を訪れてくださるといいなと願いつ

つ、それぞれの出会いが大切に思えてくるのです。  

  

 

  ◎民宿くにひろ 

   電話 0820-66-2053 

   料金 1泊2食  6000円 

      素泊まり 3500円 

   HP http://www.iwaishima.jp/minsyuku/ 

＜新連載＞ ホっとひといき ゆぅにしよ！ ～おかみさん奮闘記～ 

                                  民宿くにひろ  優子 

波止場でのお見送り 
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 今年の1月～2月にかけて、祝島ネット21の会員の

皆さんに回答していただいたアンケートの中から、い

くつかのご意見を紹介します。今後の島おこしの参考

にしていただければと思います。 

 

 Q.]. 祝島のおみやげや特産品について 

◎ひじきや寒干し大根などは、販売できる季節が限定

されてしまうので（売り切れてしまうわけですが）一

年通して、販売できるものがあったらいいかなと思い

ます。 

◎干し芋（昔なつかしいニボシ）白芋で作っていたよ

うな気がします。あんなにやわらかいのは、他では見

かけないように思います。 

◎「いわいしま通信」で連載していた懐かしの料理の

レトルトパックみたいなのがあれば・・・欲しいです

ネ。個人的に「よもぎめし」が好物なので。 

◎魚の干物組み合わせ or 魚を使ったせんべい。 

◎萩のシーマートで「金太郎のオイル漬けに出会いま

した。あの地味な魚も、工夫次第でこんなにもおしゃ

れな洋食素材に変身するのか…、と感心しました。祝

島の産物で具体的にどうすればいいのかは分からない

のですが、現在のような直球勝負の商品だけでなく、

1つか2つ、西洋っぽい、華やかな加工品があるとお

もしろいかも、と思います。 

 

Q.2. 祝島を感じる体験型ツアーについて 

◎ひじきの「採集から炊きあげ・天日干し」までの体

験ツアー。 

◎祝島を船で一周するコースがあるといいと思いま

す。 

◎小祝島に上陸体験できるコースもおもしろいかもし

れません。 

◎夏に三浦で泳いで、少しウニやサザエを獲って、

バーベキューをすると、私の友達も（女性を含め）や

みつきになります。小祝、小島、景色最高です。 

◎西の墓を通って、山道を三浦まで行き、浜で食事。

食事は参加者に作ってもらう。 

◎①平さんの田んぼ見学～体験コーナー②氏本さんの

牧場見学～体験コーナー③びわの収穫とびわの試食、

びわ料理コーナー④祝島の民話を聞く夕べ（島外の人

たちに一泊してもらえるツアーを組む：旅行会社とタ

イアップcf.-防長トラベルなど） 

◎平さんの棚田と氏本農園は、メインハイキングコー

スですネ。行者堂、平家塚コースや練塀めぐりゆった

りコースなどを歩いたり、どなたかワラジ作りや、カ

スどろ作りや、夏はもぐり体験（シュノーケリング）

など、できればいいですネ。４月は桜コースハイキン

グもいいですネ。 

◎北野道からコイオウ（小祝島）を見、北野の堤を見

て、三浦へ下り、浜を帰ってくる。秋や春にはとても

すばらしい眺めです。 

◎ツワを採り、つくだ煮などを作る体験を盛り込む

（春）、ポンポンを採り、つくだ煮などを作る体験を

盛り込む（春）、とてもおいしいよ。 

◎練塀の模型づくり体験をする。（紙ねんどや普通の

えのぐを使う） 

◎朝日鑑賞ツアーをはじめる。（前日から泊まる。で

きれば、見晴らしのよい東に海が見わたせる空家を宿

として一軒提供していただくとさらにベリーグッ

ド！） 

◎天候の良い時期に祝島の緑と海（場所により、釣り

のできる所）の体験できる所で、ミニキャンプ計画の

企画ができたらと思います。（キャンプではもちろ

ん、祝島産のものを食べる） 

 

Q.3. 島の耕作放棄地を活かすアイデアは？ 

◎関東や東北の耕作放棄地では、最近ワラビ農園へ転

用する例が増えています。近隣の非農業従事者も一緒

に管理を手伝ったり、観光客にワラビ狩りを体験して

もらうなど、いろいろ工夫されているようです。明る

い草地を維持すれば毎年生えてくるので、通常の作物

で畑を維持するよりは楽（島外から来る農業未経験者

にも作業を頼みやすい）なのでは？と思います。 

◎耕作されていない田畑を希望者に貸すシステムがつ

くれたらいいのではないでしょうか。 

◎若い人の活力がなければ、田畑の活性化は成り立た

ないと思います。そのためには、生活するだけの野菜

を作るなど、零細農業でなく、若い世代の根付く、利

潤を得る農業を考えなければならないと思います。販

売ルートの販路開拓をした上で、共同でビニールハウ

ス内での洋蘭、イチゴなどの価格の高いものを栽培す

るなど、考慮したらよいと思います。 

会員アンケートから 
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＜連載＞ せきれい （８）  ～通信教育～              石川  芳己 

 昭和47年に大学を

卒業して最初に着任

したのが平生町の佐

賀小学校である。そ

して、9月から始め

たのが大学通信教育

である。その佐賀小

学校を1年で辞め

て、祝島小学校でお

世話になることにな

る。だから、祝島小

学校は2校目の勤務である。まだ独身の身である。金

はないが時間はふんだんにあった。その時間を有効に

使うべく、玉川大学や法政大学で通信教育に取り組む

ことにした。結果的には数年かかったが、幸いに、玉

川大学では小学校教諭と中学校の数学の免許を、法政

大学では中学校と高校の国語の免許を取得することが

できた。 

 通信教育の学習は孤独である。教科書を読み、課題

について調べ、纏め上げる。全くの独学である。睡魔

や誘惑や自分との闘いである。幸いに、学校に勤めて

いた関係で、教育書は学校の図書館もあり助かった。

また、教育活動に従事している訳であるから、教育関

係の内容については理解し易いという利点もある。 

 玉川大学では、小学校教諭取得の為の科目が多く、

小学校の各教科の教材研究は、実際に毎日取り組んで

いる教育活動そのものである。玉川大学では、聴講生

として数学にも挑戦した。幸い、弟が高校の数学の教

師だったので教えてもらうことができた。既に山口大

学で解析学や統計学、測量学などの単位は取得してい

たので、代数学と数学科教育法の２科目の単位科目を

学べば良かった。しかし、実は、数学に一番苦労した

のである。法政大学では、国語の専門科目を学んだ

が、これも、学校に勤めている関係で文学作品や図書

には恵まれている。図書館を大いに利用させて頂いた

ものである。 

 その頃の祝島の小学校では、勤務後は、駐在さんが

麻雀好きで、いつも、朝から「きょうはどうでしょう

か」と誘ってくるのである。島の駐在は平和であった

のだろう。単身赴任の時間を持て余しておられたのだ

ろうか。麻雀をしない筆者は、碁に誘われるか、一人

で魚釣りをするかしかなかった。誰も相手のいない夜

の教員住宅で通信教育と格闘する。課題に対して報告

書を書いて大学へ送る。深夜、散歩がてらに当時の祝

島郵便局まで行き報告書をポストに投函する。どうか

合格しますようにと祈りながら。 

 報告書が合格すれば、科目試験の受験資格が与えら

れて、大学が全国各地で行う科目単位認定試験を受け

に行くのである。休日を利用して、広島、山口、徳

山、小郡、等へ受験に行ったものである。通信教育部

を抱える大学の方も大変である。全国各地の試験場へ

出張して、試験を行うのである。東京から田舎の会場

まで試験官がやってくる。殆どが通信教育部の事務官

のようであった。試験問題を抱えて地方の街へ出張し

てくるのである。 

 科目試験の後、忘れた頃になって大学から試験の結

果の通知がきて、合否を知る訳である。こうして単位

を集めて資格を取得していく過程は充実していたと思

う。 

 祝島は静かで独学には最適である。ネオンの誘惑も

ない。何しろ静かである。一人で居れば飲むか、寝る

か、釣るか、しかない。しかし、私には通信教育が

あった。毎日、参考書を読み、課題についての報告書

を書き、単位試験に合格し、纏まった単位を揃えれば

資格が得られる。努力の成果が眼に見える。学ぶ喜

び、表れる成果。自己研鑽の充実感。私にとっては、

祝島の１年間は通信教育の学びの青春でもあったので

ある。 

   立葵爪先立てて背比べ   芳己 

 

 

現在の教員住宅（小学校校庭より撮影） 
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祝島ブレンドの珈琲をどうぞ 

映画『祝の島』の監督・纐纈あやさんが二作目を撮影中！ 

 今年４月に北海道・札幌市

から家族4人で祝島に移住さ

れた堀田圭介さんと美姫さん

ご夫婦の経営する「岩田珈琲

店＠祝島」では、祝島ブレン

ドのコーヒー豆を販売してい

ます。 

 通信販売もしていますの

で、祝島以外の方も購入でき

ます。祝島でブレンド・焙煎

した味わい深いコーヒーをぜ

ひお試しください。 

 

◆自家焙煎コーヒー（価格は税込みです） 

◇桜ぶれんど（100g,420円） 

   ・・・苦味の中に甘味のある深焙り 

◇祝島ぶれんど（100g,525円） 

   ・・・フェアトレードの豆を使用した中焙り 

◇オープンセサミぶれんど（100g,472円） 

   ・・・コクのある深焙りコーヒー 

 

◇ストレート（100g,525円） 

   ・・・オーガニック豆やフェアトレードの豆が 

      あります。お問い合わせください。 

◆送料 

 祝島島内は100gから無料配達します。島外の方に

は400gまで200円、500gから300円の送料がかか

ります。 

◆連絡先 

 「岩田珈琲店＠祝島」 堀田圭介さん 

   電話＆FAX 0820-66-2550 

   携帯 090-1384-5299 

 映画『祝の島』の監督・纐纈あやさんが、3月から大阪で二作目

の映画『ある精肉店のはなし（仮題）』の撮影を開始されました。 

 プロデューサー：本橋成一さん、撮影：大久保千津奈さん、製

作デスク：中植きさらさんという『祝の島』と同じスタッフで製

作が進められています。完成は2013年の予定だそうです。 

 現在、この映画の製作を応援していただける方を募集中。 

 ◎製作協力金A：一口5000円 

   ・映画のエンドロールに名前が掲載されます。 

 ◎製作協力金B：一口30000円 

   ・映画のエンドロールに名前が掲載されます。 

   ・完成披露プレミア試写会（東京・大阪）にご招待。 

   ・北出精肉店特製の牛肉の佃煮などをお届け。 

 詳しくは、下記へお問合せください。 

 ◎問合せ先：映画『ある精肉店のはなし（仮）』を応援する会 

       事務局：ポレポレタイムス社（中植、佐久間） 

       電話 03-3227-3005 

【ホームページ】http://www.seinikuten-eiga.com/ 

堀田さん 
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絵っきー展覧会（８）  『小祝島』               エッキー浴野 

 

夏の夜、三浦湾に来てみると・・・ 

小祝島の空には流星、海面には夜光虫。 

無数の星が夜光虫のように瞬き、 

無数の夜光虫が星のように瞬いてい

た・・・。 

 ＜連載＞花*花クイズ（３８）                    橋部 好明 

  前回の花・花ク

イズの答えはヤブ

ミョウガでした。 

 山地の林の中など

に自生する多年草。

花は‘一日花’で、

朝に開いて夜にはし

ぼんでしまいます。

花後に出来る果実は径５㍉位の球状で黒紫色に熟しま

す。葉がミョウガに似ているためミョウガと名付けら

れたようですが別の種類です。「やぶ」とは草や木が密

生している所をさします。この花の自生地は林の中

で、草や木が混み合った場所には自生しないので、名

前の付け方としては正しくありません。そういえば祝

島でよく見かけるヤブランも、やぶには生えていませ

んが、ヤブと名がついています。植物図鑑などを開い

てみると「ヤブ○○」という草花が案外多いのに驚き

ます。 

 さて、今月の花の名は？ 

 歩いていたら、朝日に一段と輝くオレンジ色が目に

とまりました。昔はあちこちでよく見かけましたが、

最近はまれです。薬草です。 

「小祝島」 
 夏の夜、空には流星、水面には夜光虫。 
          25Pフランスサイズ 
         （祝島小学校収蔵作品） 
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 第３回祝島フォトコンテスト作品募集 

 「第３回祝島フォトコンテスト」の詳細が決まりましたので、お知ら

せします。応募作品の受付開始は7月1日からです。皆さんからの応募

をお待ちしております。 

 

《 実施要項 》 

■テーマ：「祝島」 

  祝島で撮影した写真、あるいは祝島が写っている写真ならなんでも

ＯＫです。（2009年以降に撮影したもの） 

■応募資格：特に制限なし（プロ・アマ問いません） 

■応募受付開始：2012年7月1日より 

■応募〆切：2012年9月30日（必着） 

■入賞発表：2012年11月上旬 

  （入賞者には直接通知するとともにホームページ等で発表します） 

■作品規格：カラーもしくはモノクロプリント。 

      サイズはＡ４または六切サイズ（ワイド可）。 

 ※デジカメの場合は写真店でプリントしたもので応募してください。 

 （家庭用インクジェットプリンタでプリントしたものは不可です。） 

■審査員：主催者が選任した者。 

■応募先：〒742-1401 山口県熊毛郡上関町祝島 

          祝島フォトコンテスト実行委員会 

■問合せ： Eメール  kunihiro@iwaishima.jp 

     TEL  090-8069-5066 （國弘まで） 

■賞：金賞１点、銀賞２点、特別賞数点 

   ※入賞者には賞状および賞品（祝島特産品など）を贈ります。 

 

■応募細則： 

１．応募作品は自作の未発表のものとします。 

２．応募作品には裏面に必要事項を記入した応募用紙（コピー可）をセ

ロハンテープで貼り付けてください。 

３．応募作品は返却いたしません。 

４．１人５点まで応募できます。 

５．入賞は原則として１人１賞とします。 

６．入賞作品のネガ・ポジ・画像データは後日提出願います。 

  （ネガ・ポジフィルムは後で返却します。） 

７．応募作品の著作権は撮影者に帰属します。 

８．主催者は入賞作品を無償で使用する権利を有します。（ＰＲ用ポス

ター、カレンダー、絵葉書、ホームページ等に使用します。） 

９．応募の際に記入していただいた個人情報は、本件の目的以外には使

用いたしません。  

 

■主催：祝島フォトコンテスト実行委員会、祝島ネット21 

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

＜ 前回の入賞作品より ＞ 

「お見送り」 

「祝島の夏休み」 

「よしよし、ええ子じゃ」 

「ねこと握手」 



お知らせ ＆ 募集 

周防灘の朝 

 大変お待たせしました。今年初めての会報発行にやっとこぎつけました。4月に発行を予定していましたが、2か

月も遅れてしまいました。大変申し訳ございません。 

 じつは、今年の春になって、私の人生も大きな転換期を迎えました。嫁を迎えて、民宿を継ぐことになったので

す。4月に開催したアースデイ@瀬戸内の実行委員長を務めながら、挨拶回りやら、荷物の整理やら、民宿の準備や

らで、何かと忙しく、そして民宿の営業を始めた5月からは、ほとんど休みが取れないほどの忙しさ…。でも、おか

げさまで、たくさんのお客さんに来ていただいて、順調な滑り出しとなっています。これまでは週に１日だけ島に帰

るという生活でしたが、5月からはまったく逆転して、週に1日だけ島を出る生活。試行錯誤しながらも、楽しく

やっています。今回から、民宿のおかみさんの連載コラムも始まりましたので、よろしくお願いします。 

 さて、もうすぐ待ちに待った神舞です。祝島も徐々に準備が忙しくなってきて、気分も盛り上がってきました。 

 次回の会報の発行は、たぶん(^_^;)9月頃になると思います。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39号 

発行日：2012年6月23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/ 

■今年度の役員が決まりました 

 祝島ネット21の今年度の役員が以下のように決まりましたので、お知らせします。 

役員の皆さん、よろしくお願いします。 

   会長 重村 雅之 ／ 副会長 黒磯 達則 ／ 事務局長 國弘 秀人 

   会計係 柳村 優子 ／ 監査 津野崎 英子 ／ 監査 松村 文彦 

 

■祝島絵画展が開催されます 

 画家・九十九山人こと古川ひろしさんの祝島絵画展が8月に東京で開催されます。墨絵で描かれた祝島の風景

や島の人たちの姿を鑑賞できます。お近くの方は、ぜひ足を運んでみてください。 
 
【イベント名】 古川ひろし個展「祝島報告」 

【開催日時】 2012年8月20日～9月1日（8/26日は休み） 

      11時～18時 

  ※『ギャラリーライブ コラボを描く』 

     会期中 18時半～20時（有料500円） 

【会場】 東京都調布市 「絵のあるティールーム・サンマロ―」 

    （電話 042-444-5994） 

【アクセス】 京王線調布駅 東口北側０分 

【問い合わせ先】 

    090-4399-5376、042-486-3512（古川博資）  
古川さんの描いた似顔絵 


