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「神舞」が盛大に開催されました
8月16日～20日の5日間に渡って、4年に一度のお祭り「神舞」が開催され
ました。今年は神舞期間中に土・日曜が含まれていたので、島に帰省された出
身者の皆さんも比較的長く滞在された方が多く、また島を訪れた観光客も今ま
での神舞よりも多かったようです。天候にも恵まれて、入船から出船まで賑や
かな5日間でした。
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祝島では人口減少と高齢化のため、回を重ねるごとに神舞の開催が大変に
なってきていますが、今年の神舞では、小屋建ての準備や、期間中の太夫さん
たちの食事の賄いなどにも、祝島出身の（比較的）若い人が帰省して参加され
ており、島に住んでいる人だけではなく、島の外に住んでいる人も力を合わせ
ることで、次回以降の神舞もなんとか開催していけるのではないかと希望が持
てました。
尚、祝島ネット21では、会費の一部やイベントの剰余金を「神舞基金」とし
て積み立てており、今回の神舞でも、４年間に積み立てた基金など、32万円を
神舞奉賛会に寄付いたしました。
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祝島ネット21も祈願神楽の
「鬼の棒」をいただきました

大井先生の笑文字作品より
「幸」

＜連載＞ 祝島の歴史を探る（４０）

～最終回：祝島への想い～

蛭子 葉子
先日まで大阪では橋下市
長の週刊誌の記事が話題に

私は、先に書いた本に出会ったおかげで宮本常一とい

なっていましたが、そのルポ

う偉大な民俗学者を知ることができました。宮本さんが

ライターが『旅する巨人』や

大島郡の出身であること、大阪に出てきてから私が暮ら

『東電ＯＬ殺人事件』を書い

している地域で生活されていたこと、著書の中に私の祖

た佐野眞一さんだったのは

父の名前を見つけたことにも驚き、不思議な縁を感じま

ショックでした。ここで取り

した。このように本との出会いも不思議な縁だと思いま

上げてきた宮本常一氏と渋

すが、私にとっては『祝島』、他の地域で育った方にとっ

沢敬三氏のことを書いた『旅

ては生まれ育った場所というのがその人を運命付ける

する巨人』は秀作であっただ

決定的な何か、縁のようなもので結ばれているのではな

けにとても残念です。

佐野眞一著：「旅する巨人」

私が宮本常一氏のことを

いかと思うようになりました。またそれこそが私がここ
で書こうとし、宮本さんが残そうとしたものではないの

知ったのは書店でたまたま手にした長浜功氏の『彷徨の

かと感じています。

まなざし―宮本常一の旅と学問』を読んだことでした
が、そのあと佐野氏の書かれた『旅する巨人』が刊行さ

私は大阪で働いていますが、まわりの人に「いったい

れ、改めて宮本氏が記録しようとしたものは何だったの

祝島の人口は何万人おるのや。」と笑われるくらい、祝

か考えるようになりました。おかげで祝島のことを歴史

島に縁のある出来事に遭遇してきました。

という観点だけではなく様々な視点からみることがで

ゼネコンに勤務しているとき、よく飲みに連れて行っ

きるようになり、祝島に関して集めた資料もずいぶん幅

てくれる現場の所長から「今度、同期の◎◎君が結婚す

がでてきました。他の事象について書かれたものから祝

るんだけど、えびすちゃんとおんなじ島の出身なんや

島を発見することも多くなりました。集めた祝島につい

で。確か祝島とか・・」と言われ、「またまたご冗談を。」

ての資料をこのコラムを書くことによって少しずつ整

と言っていたら、ほんとに同級生のお姉さんの結婚相手

理してきましたが、私の『祝島の歴史を探る』は今回で

だったり、お世話になっている建築仲間にびわ茶をあげ

終わりにしたいと思います。会員のコラムリレーのよう

たら「あのびわ茶をゼネコンの担当者が事務所に打合わ

になってしまいますが、祝島についての想いを書いて最

せにきた時に出したら"なんでびわ茶を？"というので、

後にしたいと思います。

あなたの話をしたら、その方のご両親も祝島の出身だっ
たの。」と言われたり、またその人が島に何度か来てく
ださった住田先生のお弟子さんだったり、打合せ先で村
岡さんが描いた石垣のイラスト付名刺を出したら「祝
島？・・家内は柳井の出身です。」と言われ、お会いし
たら祝島にゆかりのある人であったり、設計を依頼され
たお医者さんの勤務していた病院に近所のＹちゃんが
勤めていたりと、笑えるような偶然がたくさんありまし
た。いとこの結婚式が神戸の新オリエンタルホテルで
あったときには祝島出身の伝説のホテルマン名田さん
が支配人をされていて、偶然名田さんを見かけた父は、
何も知らず「ありゃ、お前はこんなところで何をしよう
るんか。背広やろうきて、結婚式か。」と聞いてしまい

「宮本常一 写真・日記集成」
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「瀬戸内海の研究」

ましたが、事情を知った皆は驚き、大笑いしました。50
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年来の友人がそんなえらい仕事をしていると知らな

原発問題に翻弄され無念の思いで亡くなっていった人

かったというのもいかにも祝島人です。（ここで書けば

達、島に残ってわが子のために島で暮らし続ける人達で

きりがなくてそれだけで終わってしまうのでこれくら

す。

いにしておきます。）

たとえこの先どんなふうに祝島が変わっていっても、

祝島というだけで話題も広がっていきました。島出身

祝島の風土というものは島の厳しい環境で鍛えられ、育

というだけで悪い人間じゃないと言ってもらえました。

てられた人達によって継承されていくのだと思います。

祝島の出身というだけで随分助けられてきました。同じ

子供の頃、父から付き合う友人のことまでうるさく言

ようなことは祝島で育った皆さんなら、きっと経験があ

われて辟易したことがありましたが、今、弟の子供たち

ると思います。

を見て父の想いが痛いほどわかります。中尾先生の卒業
式での言葉、『親思う、心に勝る親心』。涙が出るほど

祝島の魅力を教えてくれたのは身近にいる人だけで

心にしみています。更に"親"を"祝島"に替えると祝島か

はなく、本からも多くのことを教えられました。たとえ

ら受けた恩恵は私が祝島に対する想いよりもずっと深

ば私が中学生の頃、茶道のお師匠さんから「祝島にはカ

く尊いものです。

ジノキがあると牧野富太郎植物図鑑に書いてありまし

祝島を想い、祝島の誇りを失わずに生きていくことが

た。それを見ることはできますか。」とお店に電話がか

『祝島人』であり、いつまでも『祝島』をささえ続けて

かってきたことがありました。そうするとなんでお茶の

いくと信じています。

先生がわざわざカジノキを見たいのだろうと疑問に思

ここでの『祝島の歴史を探る』はこれで終わりになり

います。あるとき必要にせまられお茶の本を読むように

ますが、『祝島の歴史を探る』旅は私のライフワークに

なります。中国が唐であった時代に陸羽という人が「茶

なってしまいましたので興味があれば、たまに更新する

経」という本を書いていて、その本を偶然手にすると、

私のブログを見てください。（ほとんど食べログですが

お道具を説明するなかに「又以穀木（カジノキ）枝三亞

＾＾）今まで勝手な思い込みで祝島について書いてきま

制之」というのがでてきて、
（この間30年も経っていま

したが、お付き合いいただきありがとうございました。

すが＾＾）ああ、これかと納得するわけです。たまたま
手にした本によってそれらがみな私の中でつながって

「島は私にとって、かけがえのない宝です。他人にな

いくので、面白くて、面白くて祝島について調べること

いものが、もし私にあるとすれば、それは島が私に与え

はやめられません。とにかくそういうものが祝島には多

てくれたものです。」 （奄美大島出身の作曲家、渡久

岐にわたってあるのです。それほど祝島は特色のある豊

地政信さんの言葉です。）

かな風土に恵まれているということだと思います。今は
ネットでなんでも簡単に調べられる時代ですが、アナロ
グ的に時間をかけてその背景に思いをはせながら本や

◎著者のブログ：「徒然なるまま淡々と…女性建築士」
http://hako.urbany.net/hako1/

資料を探しながら調べていくと、いろんな出会いがあっ
てわくわくします。こんなところに祝島が、ということ
がたくさんあります。（すごいです！！）
最後に『祝島の歴史を探る』を書いて改めて気がつい
たことを書いて、とりとめのなかったこのコラムを最後
まで読んでいただいた感謝の気持ちにかえたいと思い
ます。
それは当たり前のことですが "祝島で生まれて、そこ
で育ってきた環境や関係性そのものが『祝島』である"
ということです。それを形作ってきたのは他でもない、
この風土を苦労して残してくれた祖先や、推進・反対で
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会員リレーコラム（４０）

～ 吉岡すみれ さん ～

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

物のない、素朴な町並み。大正時代っぽいのかな？と
勝手に思いながら祝島小学校を目指しました。

コーナーです。今回は、下松市にお住いの吉岡すみれ
さんです。

その後は祝島との接点はありませんでしたが、知人
がひじき採りの体験をさせていただくというのに便乗
して、2009年の３月、久しぶりの祝島訪問となりま
した。ひじき採りという形で海に親しむ貴重な体験
と、宿でいただいた絶品の鯛や島のお料理、あたたか
いお人柄の皆さん。すっかり祝島ファンになりまし
た。
その後も、機会がある度に訪れて、近いのにこんな
に文化（環境、いろいろ）が違う！と毎回感激しなが
ら、下松は自然も少しは残ってはいるけどマンション
だらけで随分ゴミゴミしてしまったなーと家路につく

「祝島不老長寿マラソン」の会場にて。写真左が著者。

「近くて遠い異郷の地

祝島」

みなさんこんにちは。吉岡すみれと申します。

のでした。
しばらく行っていない間に食堂ができたり、祝島も
変わりつつありますね。今度、祝島に行く時はぜひ平
さんの棚田に行ってみたいです。
＜吉岡すみれ＞

私は下松に住んでいます。会員といっても大して参
加していませんが、祝島が大好きで応援したいので、
毎年継続しています。
祝島に初めて行ったのは、10年以上前、ウクライ
ナのナイチンゲール少女合唱団のコンサートがあった
時でした。知人に誘われて初めての港・船・・。着い
た所は、近くて遠い不思議な、懐かしいような、昔ど
こかで見たような土地でした。今はありませんが、当
時は港に着いてしばし歩くと、どーんと木造の船に土
が盛られた素敵な花壇？が出迎えてくれ、余計な人工

祝島の人口推移
この10年間の祝島の人口推移のグラフを右に記
します。10年前には年間20～30人ずつ減少して
いましたが、最近の2～3年間は減少が年間10人以
下にとどまっています。UターンやＩターンが増え
てきたためと思われます。近い将来、人口増加に転
じることを期待します。
祝島ネット２１会報 第４０号
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＜新連載＞ 祝島の魅力再発見！（１） ～石積みの練塀～
さまざまな魅力にあふれる祝島。この連載では、皆

石 垣 は、山 を

さんによく知られた島の名物から、意外と知られてい

掘って出てきた

ないけど面白い穴場などを毎回紹介していきたいと思

石を使っている

います。1回目の今回は、皆さんよくご存じの「石積

た め、角 ば っ た

みの練塀」です。

ものが多いのが

國弘 秀人

特徴です。
祝島は台風や
冬の季節風が非
常に強く、その強風から家を守るために「練塀」が造
られたと言われています。また、狭い土地に肩を寄せ
合うように隣接している家々の防火の役目も果たして
います。防風と防火の両面から祝島の家々を守ってき
た練塀ですが、じ
つはその起源はあ
まりよくわかって
いません。祝島で
祝島を訪れた方が、まず目にする祝島らしいものと

練塀が造られるよ

言えば、「石積みの練塀」です。祝島では単に「ねり

うになったのは、

へい」と呼びます。島内のいたる所で見ることがで

およそ200年前の

き、あまりにも当たり前に存在する「練塀」ですが、

江戸時代後期ではないかと言われていますが、祝島で

じつは、国内の他の地域ではほとんど見られないとて

独自に考え出されたものなのか、どこからか誰かが伝

も珍しいものです。

えたものなのかは、謎のままです。韓国の歴史ドラマ

「石積みの練塀」は、練った土と石を交互に積み上

などでは、祝島の練塀にそっくりの塀がよく登場して

げていき、表面を漆喰で固めて造ります（以前は漆喰

おり、朝鮮半島の方から伝わってきたのではないかと

を使わず土がそのまま表面に出ている練塀もありまし

いう説も有力で

たが、現在残っているものは、漆喰やホワイトセメン

す。

トなどで表面を固めているものがほとんどです）。塀

練塀に挟まれ

の厚さは約50センチあり、強風にも耐えられるよう

た 細 い 路 地、そ

にどっしりとしています。その名の通り、塀になって

こをゆっくり歩

いるものもあれば、家屋の外壁を兼ねているものもあ

く お 年 寄 り、時

ります。上部には必ず瓦屋根が付けられており、塀の

折顔をのぞかせ

内部に雨水が入り込まないようになっています。練塀

る 島 ネ コ・・・

祝島ネット２１会報 第４０号

に使われている石

祝島らしい景観に「練塀」は欠かせません。漆喰から

は、島の 海岸に ふ

さまざまな形の石が顔を出し、一つ一つの練塀がユ

んだんに転がって

ニークな表情を持っています。天候や時刻、太陽の光

いる石を使ってい

の当たり具合によっても、その表情が変わり、写真を

るため、カドが と

撮られる方や、絵を描かれる方にはとても人気があり

れて丸くなったも

ます。島の暮らしを守り、今は観光資源としても重要

のが多い です。一

な「石積みの練塀」。いつまでも大切に残していきた

方、山の 段々畑 の

いものです。
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＜連載＞ ホっとひといき ゆぅにしよ！ ～おかみさん奮闘記～ （２）

民宿くにひろ

優子

こんにちは、優子です。

取れていたので、民宿の仕事をすませては時間が許す

5月から食事付きにリニューアルオープン！本格的

限り、神楽を観に駆けつけていたのでした。

に動き始めた民宿くにひろも、はや6ヶ月。ホーム

7月、8月には宿泊予約のお問い合わせをたくさん

ページで民宿の空き状況を確認して、メールで宿泊予

いただきましたが、残念ながら神舞開催中はもちろ

約の連絡をくださる方も増えてきました。また、たど

ん、その10日くらい前からは、準備のため宿泊して

たどしかった電話での応対も少しは慣れてきたように

いただけず、お断りするばかり・・大変申し訳なかっ

思います。多くのお客さまに「
『はっぴー日記』読ん

たのですが仕方ありません。と、いうのも神舞開催

でますよ。
」と声をかけられて、嬉し恥ずかしではあ

中、民宿は大分県伊美から神楽を舞いに来られる太夫

りますが、おかげさまでお客さまの延べ人数は300

さんご一行の宿舎となっていたのでした。神様船に

人を超えました。日帰りできる範囲の山口県内の方が

乗ってやってくる方々にお泊りいただくのですから、

お泊りくださるのは、全体の一割くらいですが、広島

粗相があってはいけないと、障子の張替え、畳を干し

からのお客さま、京阪神から、そして関東からのお客

たり、あちらこちらをトンカン直したり、念入りに掃

さまが同率くらいです。また、遠く北海道からいらっ

除したりと、大忙し。いつもは優しく穏やかな両親や

しゃるお客さま、はたまた海外からのお客さま（たい

親戚のおばん（おばさんのこと、島ではおじさんのこ

ていの場合、日本語バリバリで、助かってます）もい

とも、おじんと呼んだりします）まで、「ありゃあ

らしてびっくり・・充分ではないかもしれませんが、

（あれは）
、いらん。これも、片付けんさい（よそに

そのときできる自分たちなりに精いっぱいのおもてな

片付けなさい）
。」と、言われる始末。
「あとでやる

しを心がけています。夏の間は、冷たく冷やした「び

けぇ。」と、若旦那さんが悠長に答えると、
「あと、ゆ

わ茶」がたいそう喜ばれ、4リットルのやかんで沸か

うたらやらん。はよう（早く）出てきて、今やりんさ

しては冷やすびわ茶も、あっという間になくなってし

い（やりなさい）。
」と、庭からたけられ（大きな声で

まうほどの人気でした。できるだけ祝島らしいおやつ

注意されること）た

かぼちゃぜんざい

でおもてなしをと、春

り・・。わたしはとい

の「よもぎまんじゅ

うと、準備のひとつで

う」に替わり、冷やし

ある「苫編み」を近所

た「かぼちゃぜんざ

の方に教えていただい

い」などをお出しする

たのですが、なかなか

と、これもまたなかな

ゆっくり編む間がな

か好評でした。

く、半分まで編んだと

タミちゃんに苫編みを習う

ころ、これまた「いつまでもここに（民宿の玄関）置
さて、今年の夏、祝島では４年に一度の島をあげて

いちょったら掃除もできん。はよ片付けんさい。
」と

のお祭り「神舞」が執り行われました。嵐にまつわる

言われてしまい、今回は残念ながら半分編んで終わり

出来事がその由来となっている神舞ですが、今年の神

となってしまいました。次回は、ちゃんと1枚編ん

舞は開催中（8月16日～20日）ずっと快晴。真夏の

で、舞小屋の屋根や壁に使っていただけるようにした

空と海の色がすばらしく青く輝き、多くの方が訪れて

いです。

くださり、普段はのんびりのどかな祝島ですが、この

準備で賑わうだけでなく、巫女さんやシャギリ隊、

時ばかりは、定期船いわいだけでなく、臨時便まで出

櫂伝馬船の踊り手、漕ぎ手等の練習風景、神舞までの

て波止は人だかり、舞小屋までの通りは活気にあふれ

カウントダウンなども徐々に雰囲気を盛り上げてくれ

ていました。知ったお顔も多く、お会いする皆さん

ました。 若旦那さんは、今回も指にマメを作りなが

が、
「お客さまが多くてさぞ大変でしょう。
」と声をか

らも、入船と出船での櫂伝馬の太鼓の役を無事果たし

けてくださいましたが、実は思ったより自由な時間が

ました。太鼓の音が、海を走るように響いてくるとな
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んだかドキドキしました。島のみんながそれぞれでき

も懐かしがっていらしたのが印象的でした。さまざま

ることをしながら、力を合わせて神舞を迎え、執り行

な場所で、それぞれ受け継がれているものがあること

い、片付け終える・・その最中のみんなの顔は、真っ

を実感できた神舞でした。いろいろ大変なようであっ

黒に日焼けし、活き活きとしていて、ほんとうに素敵

ても、もうすでに、4年後を待ち遠しく思っているの

な笑顔から、「せぇがえぇ！」ってやりがいのある満

はきっとわたしだけではないと思います。

足そうな感じがビンビン伝わってきました。
今年の夏、見事に真っ黒に日焼けしてしまったわた
前回、2008年の神舞の時、歌手・瀬戸こうじさん

しが、秋に真っ白な花嫁さんになれるか、とっても心

（祝島出身！）のスタッフとして初めて祝島を訪れた

配ではありましたが、10月1日、大分県の伊美別宮

ものの、滞在は2日間だけだったので、ほとんど神楽

社にて、神舞でご縁のあった方々に見守られながら、

を観ることはできず、今回はとても新鮮に感じられ、

和やかにお式を挙げることができました。当初、二人

1つ1つ意味のある神楽舞の魅力に惹きこまれていき

だけで挙式予定だったところ、お宮に着いたらたくさ

ました。また、祈願神楽では、暴れる鬼の様子に小屋

んの方が

中が沸き、わたしも鬼の棒にも叩かれ、ポカッといい

待ってくだ

音がしました。
「叩かれると健康になれる」といわ

さってて、

れ、たくさんの人が鬼の前に頭を差し出していました

びっくり！

が、大きな音のわりに案外痛くはないのでご心配な

さらに可愛

く。

らしい花束

そんなこんなで、ちょっと手が空くと舞小屋に行っ

を手渡さ

ては、座り込んで神楽を楽しみ、時計を見ては飛んで

れ、泣きそ

帰り・・の繰り返しでした。うちに泊まってくださっ

うなほど感

てる太夫さんが舞われたり、演奏されたりすると、な

動しました。

んとなく嬉しく拍手にも力が入ったものでした。苫

伊美別宮社にて挙式

その一週間後の7日、祝島公民館で行われた結婚披

（とま）でおおわれている舞小屋は、陽を避け海風を

露宴。できることなら、島中の誰にでも来ていただけ

通し、案外しのぎやすいのですが、それでも舞台で舞

るような場にしたかったのですが、ちょっと無理で残

われる方にとっては暑かったようで、毎日帰ってこら

念でした。4時間にも及ぶ長丁場となったにもかかわ

れると衣装が汗びっしょりの皆さんに、「お疲れさま

らず、皆さんのあたたかい心に包まれた終始笑いの絶

でした」と、心からねぎらいの言葉をかけずにはいら

えない和やかな披露宴であったこと、大きな幸せを感

れませんでした。40年近く前の神舞の時も、当時は

じた一日。感謝の一言に尽きます。

まだ民宿ではなかったうちにお泊りいただいていたと
かで、数名の太夫さんたちが当時のままの部屋をとて

季節は駆け足でやってきて、寒くなってきた最近で
は、あったかいびわ茶が喜ばれ、うちの畑で採れたさ
つまいもをふかしたり、ぜんざいにお団子を入れてみ
たり・・そろそろ「かすどろ」を作ってみようかな、
と思っています。
お客さまに宿帳を書いていただきながらいろんなお
話をお聴きするのが楽しみでたまりません。そうし
て、今日もまた、新しいお客さまと御縁ができるこ
と、とっても嬉しく思っています。
◎民宿くにひろ

民宿に宿泊された太夫さんたちと一緒に記念撮影
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＜連載＞ せきれい （９）

石川 芳己

～卓球と庭球～

昭和48年。今から39

たちとピン球を打ち合って指導をすることができた。

年前のことである。教師
２年目の祝島小学校の１

庭球は学生時代に体育の授業で初めて経験する。そ

年間は、スポーツにも親

の時には、ボールが思うように打てなくて困ったこと

しんだ時期でもある。今

である。祝島では、小学校の養護の先生等がコーチで

から思えば青春時代。昭

ある。天気の良い日にはテニスコートで教えていただ

和51年（1976年）阿久

いた。中学生にも練習相手になってもらった。

悠作詞で作曲者の森田公

しかし、その後、庭球のラケットを握ることはな

一が歌った『青春時代』

かった。私が庭球に少し興味を覚えたからか、どうか

が流行ったことがある。

はわからないが、その後、私の子どもたちが三人とも

この歳になって返ってこの歌の意味が分かるのであ

中学校で庭球部に入ることになる。庭球のラケットは

る。とくに、「青春時代が

何度買い換えたことだろうか。地球と打ち合いをして

夢なんて後からほのぼの

思うもの」の行は身に沁みる歌詞である。
40年も前の様々なことが思い出される。年とったせ
いであろうか。
「青春時代の真ん中」にいるときには、

はラケットも堪らない。そのうち、二人は高校まで続
けて主将を務める。子どもたちの庭球の試合にはこっ
そり応援にも出かけたこともある。

青春そのものが分からないものでる。
今の学校は教員が大変忙しいそうである。放課後に
祝島では、小学校と中学校が運動場を挟んで向き

子どもたちと部活動をしたり、職員スポーツをしたり

合っていた。祝島中学校には柔道部、排球部、庭球部

する時間がとれないのである。40年前の学校は、今か

や卓球部があったと記憶している。その頃、祝島小学

ら思えば長閑であった。子どもたちが下校した後は、

校の体育館では、中学校の柔道部と卓球部が練習をし

授業の準備をしたり教材研究をしたりするが、卓球や

ていた。

庭球をするゆとりもあったと謂えよう。職員が一緒に

卓球は、６年担任の中尾昌秀先生に教えていただい

スポーツをすることで良好な人間関係を築いていけた

た。中尾先生は卓球の選手であった。初心者の私に丁

のである。ロンドン五輪では福原愛・石川佳純らが見

寧に教えてくださった。そのうち、次第に卓球の面白

事銀メダルに輝いた。祝島を思い出しながら、また卓

さに魅かれていった。そこで、自分のラケットが欲し

球を始めてみたいと思うこの頃である。

くなる。早速、柳井の街に出た時に、駅通りの平岡ス
ポーツでラケットを購入した。田桝のラケットであ

秋灯やジャムパンひとつ平らげる

芳己

る。自前のラケットには愛着が湧くものでる。そのラ
ケットは今でも大切に保管している。
祝島では、時折、中学
生にも練習相手になって
もらった。この経験は、
後年、鹿野中学校で卓球
部の顧問となった時に役
立った。鹿野中学校で
は、僅か１年間の顧問
だったが、祝島での卓球
の経験は部活動の技術指
『青春時代』のレコード
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橋部 好明

＜連載＞花*花クイズ（39）
前回の花・花ク

さて、今回の花の名は？

イズの答えは紅花
（べにばな）でし

秋の山路端でひっそりと咲いています。祝島では余
り群生してはいません。

た。
紅黄色の筒状花
からなる直径４㌢
ほどの頭状花をつ
けます。エジブト
原産とされ、色素
や油料原料として世界中で栽培されています。日本に
は、推古天皇の時代に渡来しました。薬用、染料とし
て盛んに栽培され「末摘花」
「呉の藍」という美しい和
名で親しまれ、万葉集には三十三首詠まれています。
ちなみに、花言葉は「包容力」です。

くれないの 深染めの衣 色深く
染みにしかばか 忘れかねつる
（紅の深染めの衣のように、色深く心に染みてしまっ

堀田さん

たのだろうか、あなたのことが忘れられなくなった。）
（万葉集十一巻2624）

絵っきー展覧会（９）

『平さんと棚田』

エッキー浴野

「平さんと棚田」パステル画
親子三代で築いた壮大な棚田と、日に焼けた平さんの笑顔が、
まぶしいくらいに輝く初夏のスケッチ。
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第３回祝島フォトコンテスト受賞作品が決定
四年に一度の神舞に合わせて「第3回祝島フォトコンテスト」を開催いたしました。応募期間は6月1日～9月
30日までの4ヶ月間で、1人5点までという制限を設けたにもかかわらず、過去最多の173点の作品が全国から寄
せられました。応募していただいた皆さん、ありがとうございました。
審査の結果、下記の作品が受賞作品に決定いたしました。おめでとうございます。受賞された皆様には、賞状・
記念楯・祝島特産品などを送らせていただきました。紙面の関係で、ここでは受賞作品すべてを紹介することがで
きませんが、祝島郵便局での展示やフォトコンテストのWebサイトなどで、ぜひご観賞ください。
◎祝島フォトコンテストWebサイト http://www.iwaishima.jp/photocon/

★金賞 「入船（本浦）」 村岡 洋臣様 （広島県大竹市）

★銀賞 「鬼に抱かれる」
田原 廣美様 （埼玉県鶴ヶ島市）

祝島ネット２１会報 第４０号

★銀賞 「本番前」
来栖 旬男様 （山口県山口市）

Page 10

★銅賞 「お出迎え」
山田 正明様 （山口県周南市）

★銅賞 「ペロペロ」
菓子谷 梨沙様 （山口県山口市）

★銅賞 「花形」
三次 凱彦様 （広島県広島市）

★「第３回祝島フォトコンテスト」受賞作品

■氏本農園賞
「祝島の平さん」 岩本孝子様（神奈川県川崎市）

■金賞

■岩田珈琲店賞

「入船（本浦）
」 村岡洋臣様（広島県大竹市）

「三味の音響く祝島」 小丸正文様（広島県府中市）

■銀賞
「鬼に抱かれる」 田原廣美様（埼玉県鶴ヶ島市）

■入選

「本番前」 来栖旬男様（山口市）

「入船神事 伝統受けつぐ勇姿」 町田充江様（防府市）

■銅賞

「入船」 小西富喜子様（光市）

「お出迎え」 山田正明様（周南市）

「青の祝島」 若林夏子様（群馬県高崎市）

「花形」 三次凱彦様（広島市）

「僕の町祝島」 奥永収様（平生町）

「ペロペロ」 菓子谷梨沙（山口市）

「ちょっと一休み」 皿池正二様（愛知県春日井市）
「名物の干したこ」 松村俊明様（下松市）

■審査員特別賞

「出船の時」 来栖淑子様（山口市）

「語らい」 河本邦明様（柳井市）

「ありがたや」 井上栄子様（大分県国東市）

「リハーサル」 村岡澄代様（広島県大竹市）

「祭りが始まるよ」 馬谷錬治様（広島県府中町）

「お出迎え」 横山順平様（神奈川県藤沢市）

「遭遇」 山本康素子様（大阪府柏原市）

■民宿くにひろ賞

「神楽舞」 米田満男様（周南市）

「ラブラブ」 伊達三代子様（広島市）

「ふるさとの海へ」 森龍子様（広島市）

■山本商店賞

「平和を願う祝島」 舛永弘行様（大分県国東市）

「遊ぼうよ」 山本康素子様（大阪府柏原市）

「祝島散策」 藤田幸子様（大分県国東市）
「ひまわりのお出迎い」 野上昭一様（大分県国東市）
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お知らせ ＆ 募集
■2013年版 祝島カレンダーができました
毎年恒例の祝島カレンダーが完成しました。今年のカレンダーには第３回
祝島フォトコンテストで金賞を受賞された大竹市在住の村岡さんの作品「入
船（本浦）
」の写真を使わせていただきました。カレンダーの大きさはB2サ
イズ（51.5×72.8cm）です。例年通り、定期船の時刻表も掲載されてい
ます。
このカレンダーは、会員の皆さんに5枚ずつ無料配布した他、祝島自治会
を通して、祝島の各家庭にも1枚ずつ無料で配布させていただきました。
さらに、今年は特別に第3回祝島フォトコンテストの受賞作品を使って、
卓上カレンダーも制作しました。こちらのカレンダーは、フォトコンテスト
の受賞者の皆さんにプレゼントさ
れた他、祝島ネット21の会員の皆
さんにも1部ずつ配布させていた
だきました。
どちらのカレンダーも、1年間
ご愛用いただければと思います。ま

2013年版祝島カレンダー

た、祝島の宣伝にも使っていただけると幸いです。
尚、これらのカレンダーは「祝島ホームページ」の通販コーナーにて
販売しておりますので、追加で欲しい方は、こちらでお買い求めくださ
い。

※「祝島ホームページ」 http://iwaishima.jp/

祝島フォトコンテスト卓上カレンダー

編集後記
皆さんこんにちは。気が付けばもう師走の後半。今年も残すところあと10日となりました。皆さんにとって、今
年はどんな年だったでしょうか？

私にとってはまさに大きな変化の一年でした。たくさんの方々に見守られ、10

月に伊美別宮社で挙式、そして祝島公民館で披露宴を行うことができました。ありがとうございました。
さて、会報40号がようやく完成しました。大変お待たせしました。年3回の発行が目標だったのですが、今年は2
回しか発行できず、すみませんでした。来年はがんばって3回発行を目指したいと思います。
「いわいしま通信」の創刊以来、ずっと連載され、皆さんが楽しみにしていた『祝島の歴史を探る』は、残念なが
ら今回が最終回になります。担当の蛭子さんお疲れ様でした。また機会がありましたら、寄稿をお願いします。
一方で、新しい連載『祝島の魅力再発見！』が始まりました。祝島の魅力を毎回1つづつ紹介したいと思います。
取り上げて欲しい話題がありましたら、ぜひリクエストをお寄せください。
次回の会報の発行は、できれば3月頃(^_^;)…を予定しています。では、よいお年を。

（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。
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