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 3月18日、2年ぶりに祝島小学校の卒業式が行われました。卒業生は蛭子

龍馬くん1人です。3人の在校生やお世話になった先生方、そして多くの島

の人たちに見守られながら祝島小学校を巣立っていきました。 

 龍馬くんは4月から毎日定期船に乗って、上

関中学校に元気に通っています。 

祝島小学校の卒業式 

大井先生の笑文字作品より 

「顔」 

卒業式の様子 

島のビワ畑は海を見おろす 
風光明媚な場所が多いです 

祝島特産のビワの出荷 

 6月はビワの収穫と出荷の季節で

す。祝島特産の美味しいビワは大変

人気があり、島のビワ農家には全国

からたくさんの予約注文が寄せられ

ています。 

 今年は豊作で、どこの農家もたく

さんの実が収穫できたようで、毎日

のように山積みのビワが、定期船

「いわい」で本土に出荷されていま

した。 

 

卒業制作の作品 

ビワの袋かけは手間がかかりますが、
美味しくてきれいなビワを作るため
に、とても重要な作業です 

たくさんのビワが定期船に乗せられて
出荷されます 



＜新連載＞ 祝島・記憶の玉手箱（１）  ～いわし網漁～ 

                              語り部 ： ゆうさあ、ふみちゃん 

 今回から始まった新しい企画です。島のお年寄りに、

毎回違うテーマでお話をしていただいて、当時の祝島で

の暮らしぶりを垣間見てみたいと思います。第1回目の

今回は、ゆうさあ（91歳）とふみちゃん（88歳）のお

二人に「いわし網漁」について伺いました。 

 

司会：今日は祝島でかつて盛んだった「いわし網漁」に

ついてお話を聞かせてください。ゆうさんは昔、いわし

網漁に出た経験があると伺いましたが、いつ頃のお話で

すか？ 
 
ゆうさあ：そうじゃのう・・わしが小学校6年生ぐらい

の話じゃけえ、かれこれ80年も前かのぉ。昭和の初めご

ろじゃの。祝島の海じゃあ、いわしがえっと獲れよった。

冬は杜氏として、造り酒屋に出稼ぎに行くもんが多かっ

たが、夏の収入源は、いわしじゃったのぉ・・。大人か

ら子どもまで大勢でいわしを獲りよったもんじゃ。 
 
司会：へえ～、賑やかだったんですねぇ。で、朝早くか

ら出るんですか？ 
 
ゆうさあ：朝、暗いうちにね。「朝まじめ」いうて、夜

が明ける前にいわしがよぉ獲れるけぇに、みな早起きし

て船で出ようったんじゃあ。 
 
ふみちゃん：３時４時頃から出るんじゃけえ。 
 
ゆうさあ：３時頃に起こして歩く人もおったのお。子ど

ももおせ（大人）も皆起こしにのう。 
 
ふみちゃん：小学２、３年の子も皆出よおったけえ、子

どもの目を覚ますために親が「めさまし」を食べさし

よったんよ。 
 
ゆうさあ：めさまし、いうのは梨とかじゃった。祝島に

は梨はなかったんじゃが、たしか伊予の方から箱で買い

よったんじゃあなかったかのぉ。 
 
司会：それで、どんなふうにいわしを獲るんですか？ 
 
ゆうさあ：発動機がついた曳き船（ひきぶね）が１隻

おって、これに親船２隻と手船押しいう小さい船を３隻

つなげて漕いで出るわけいや。あじろ（漁をするところ）

までのう。あじろはクジを引いて決めよった。組（網元）

が6つあったけえ。１番を引いた組が長磯、2番は穴口、

３番は通り矢とかのう・・。 
 
司会：組にはどんなのがあったんですか？ 
 
ゆうさあ：東は「大東（だいとう）」「酒井」「吉田」

「清水」「綿屋」「天草」の6つ、それと西が「にいが

い（西方会社）」。ホロ（ほら貝）の吹き方でどの組か

分かった。「にいがい」は「プーププププ」じゃった。 

それで、あじろに着いたら親船が網を降ろして曳いて、

手船2隻に乗ったのが、「テンポかり」言いよったが、

丸太で海面をたたいて、網にいわしを追い込むんじゃ。

それから潮で網が流れるけえ、錨をやりかえたりして、

網を寄せるわけいや。そりょう、一番小さい手船に乗っ

た大将がシバを使うて、あっちへ行け、こっちへ行けい

うて指示せるんじゃ。 
 
司会：じゃあ大将が一番偉いんですね。 
 
ゆうさあ：そうそう、じゃけえ大将は分け前を3杯取り

よった。そうして、朝暗いうちに大将は何がなにいね・・

何がなにじゃあわからんねぇ（笑）。水眼（箱めがね）

でね、泡を視ちょるのいね。いわしが下の方によけえ

おったらガーって泡が上がってくるんじゃあ。わしゃあ

大将じゃあなかったが大将の船に乗ってから泡が出る

のを視よったことがあるんよ。 
 
司会：いわしを獲る時期はいつですか？ 
 
ゆうさあ：7月から10月くらいじゃったかのう。大東

やら天草やらは大将が農家じゃったけえ、早う大揚げ

（船を揚げて漁をやめる）しよおった。それで、夏はい

わしが浅い方へおるけえ、大将は手船押しに乗っちょっ

たが、秋にはいわしが沖の方で群れになるけえ、「沖ま

わし」言うて、山の上から指示を出しよった。 
 
ふみちゃん：秋にゃあいわしが山から見えるんといで。

「いわしが、あかみになっちょる」言いよったぁ。沖ま

わしは2杯どりじゃった。 
 
ゆうさあ：それでいわしが獲れたら、手船に積んで戻る

んじゃが、よけえ獲れた時には親船にも積んで戻ること

もあった。ほいで獲れたほど親船に旗を揚げよったぁ。

手船に１杯なら旗が１つ、２杯なら２つ、親船にまで積

んだら旗を５つくらい揚げよった。そりょう見てから、
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うちはこれくらいが当たるゆうのを決めて、釜を炊きつ

けちょくんじゃ 
 
ふみちゃん：大漁の時にゃあ、「親船にまあて戻った」

言うて騒動せよおったぁ。 
 
ゆうさあ：ほいじゃが、一遍にあんまり多いと、いわし

が傷むけえ、２杯くらいが良かった。それと、近くと遠

くとでまた違うけえのう。長磯から積んで戻るんと、三

浦から積んで戻るんじゃあ、長磯の方が近いけえ「長磯

いわし」言うて、きれいないわしじゃった。 
 
司会：船で持って戻ってからはどうするんですか？ 
 
ゆうさあ：分け前は、船に乗った人がみんな、「ケンチ」

言う一斗くらいの桶に１杯ずつもらえるんじゃあ。大将

は３杯（沖まわしは２杯）。それで、桶から移す時にこ

ぼれるのがあろう？それを小学の女の子なんかが拾っ

て小遣いにせようったんじゃ。 
 
ふみちゃん：さたましいのはよけえ拾いよったが、わし

らあとろいけえ、一つもよう拾わだったぁ（笑）。 

 それで、獲ったいわしは「いりこ」にせるんよ。それ

ぞれの組に2、3人かねぇ・・雇われていりこを作りに行

きよったんじゃあ。わたしも19か20歳の頃に「大東」

に働きに行きよったんよ。半纏みたいなのを着て・・「じ

んべぇ」って言いよったけど。 

 竹をたすきがけに（竹を交差させて）組んでねぇ、い

わしをのせた「まいらせ（平たいざる）」ごと、煮立っ

た大釜に入れるんよ。水じゃあのおて、塩水でゆでるん

よ。真ん中がぐらぐら煮えだしたら出来上がりいね。い

わしを少しずつゆでる人はきれいにゆであげよったけ

ど、いっぺんにえっと（たくさん）ゆでたら、ゆであが

るのに時間がかかって、きれいないりこにならんかった

ねぇ。ええいりこは腹が光るようなじゃった。 
 
司会：干すのはどうやって干すんですか？ 
 
ふみちゃん：ゆであがったらむしろに干すの。だいぶい

らいたら（乾いたら）、「選り（より）」言うてから、

大きなのは抜いて、別に干さんにゃあ、乾き具合が違う

けえねぇ。それがおいしかったんじゃあ。柔らかいのが

ねえ。そりょう取っちゃあ食べよった（笑）。そいじゃ

けえ、昔の人は栄養が足るよねえ。骨が丈夫になる・・。 
 
司会：そうですよねぇ（笑）。ところで、干してるのを

ネコが取らないんですか？ 
 
ふみちゃん：ネコも「いらん」言うほどみんなが干し

よったけえねぇ（笑）。 

 そいで、「床を返す」言いよったんじゃが、いっぺん

寄せてから、ムラのないように干しかえるんよ。その時

にむしろをこうして返すと、へり（横）にこぼれるじゃ

ろう。それを急いで拾いに行く子どもがおったいね。そ

れも子どもの小遣い儲けじゃったんよ。むしろから落ち

たら、はあ拾うてもえいのいね（笑）。そいじゃけえ、

子どもでもお金になりよったんよ。 
 
司会：いりこが出来たら、どうしてましたか？ 
 
ふみちゃん：出来上がったいりこは茶色の筒型の紙の

袋に詰めてねぇ・・たしか1袋が800匁じゃった思う。

8センチ～10センチくらいのを大羽（おおば）、ちょう

どいい5センチくらいのを中羽（ちゅうば）、小さいの

を小羽（こば）って言いよった。それを10袋ずつ積んで

置いちょくの。そしたら、それを検査の人が見に来て、

船でみんな積んで出よおったのいね。せえがよかったい

で。いりこの袋の山がよけえ出来よったけえねえ。 
 
司会：大漁の時の賑わいが目に見えるようですねぇ。今

日は懐かしい話を聞かせていただいてありがとうござ

いました。 
 
 

今年度の役員紹介 

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 國弘 優子 ／ 監査 津野崎 英子 ／ 監査 松村 博 

写真は昭和

45年頃の

秋祭り。

「まいら

せ」にいり

こが干され

ている。 
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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、東京にお住いの尾見真理子さ

んです。 

 祝島を知ってから、大袈裟でなく、人生が変わりま

した。島を知ったきっかけは、震災直後に観た映画

「ミツバチの羽音と地球の回転」でした。 

 何を信じたらいいのか、どう生きて行けばいいの

か。何もかもわからなくなってしまった時期でした。 

そんな時に島の方たちの暮らしを見て、落ち着きを取

り戻したのを覚えています。欲張らず、自然からいた

だけるもので生きていけばいいのだと。 

 練塀の美しい集落。畑。田んぼ。海。島には、暮ら

して行く上で必要なものは全部揃っているように私に

は見えました。そして、この島が危機に晒され、島の

方達が一丸となって立ち向かっておられる姿を目に

し、胸が熱くなりました。 

 

 果たしてここに住めないものかほどとさえ考え始

め、なにか島で役に立つことを身につけたいという思

いから、千葉にある有機農業の教室で勉強を始めまし

た。初めての農作業はとても楽しく、素晴らしい方た

ちとお友達になることができました。これも祝島が結

んでくれた縁と、とても感謝しています。 

 1年間の有機農業教室が終わろうとしていた頃、思

い立って祝島を訪ねました。勝手に片思いしていた島

は、今思い返しても、やはり神様の宿る神聖な島でし

た。小さな島に立つと、もろに自然に晒される感じで

す。寒い季節で、暮らしている方たちとはあまり出会

えませんでしたが、山道を歩き、刻々表情を変える海

を飽かず眺めました。民宿くにひろの國弘さんご夫妻

のご好意で農体験もさせていただきました。 

 島に行った当時、都会での暮らしが、もはや限界と

思われるほど息苦しかったのですが、東京に戻ってし

ばらく経つと、憑き物が落ちたように、心が軽くな

り、仕事や人間関係、いろいろなことに恵まれるよう

になりました。変なこと言うなぁと思われるかもしれ

ませんが、島に宿る不思議な力が、良い流れの中に導

いてくれたのだと、私はそう感じています。 

 

 今は自給率向上を目指して、やはり千葉で、稲作を

勉強し始めました。開墾が一段落し、まさに今日、苗

床に種籾を下ろしてきました。小さな畑も借りて、夏

野菜作りにも挑戦中です。 

 週末農業はなかなか忙しく、暖かくなったら再び訪

れようと思っていた島にも行けなくなってしまいまし

た。遠く離れていても、目を閉じて、島の行者堂を思

い浮かべると、心が温かくなって落ち着きます。島は

浄らかなまま、豊かに生き物を育んで、そこにあり続

けて欲しいです。 

 

                 ＜尾見真理子＞ 

会員リレーコラム（４１）    ～ 尾見 真理子 さん ～ 

祝島のビワ畑にて。写真右が著者。 

初めて祝島を訪れた時に見た虹。 
島に歓迎されているようで感動しました。 
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＜連載＞ 祝島の魅力再発見！（２） 

           ～徐福伝説と不老長寿の秘果・コッコー～   國弘 秀人 

 さまざまな魅力にあふれる祝島。この連載では、皆

さんによく知られた島の名物から、意外と知られてい

ないけど面白い穴場などを毎回紹介します。２回目の

今回は、祝島で不老長寿の秘果と呼ばれている「コッ

コー」のお話です。 

 
 祝島には、「一粒食べると千年長生きする。」と言

う不老長寿の秘果があります。祝島で「コッコー」と

呼ばれるこの植物

の学名は「シマサ

ルナシ」（別名：

ナシカズラ）で、

紀伊半島・中国地

方南部・四国・九

州地方に分布して

いるマタタビ科の

植物です。       

 祝島のコッコーの実が「不老長寿の秘果」と言われ

る訳は？ それは今からおよそ二千年前に、中国（当

時の秦）から徐福という男が祝島にやって来たことに

由来します。 

 紀元前221年に中国全土を統一した秦の始皇帝

は、すべての権力を手中に収めると、それを永続させ

るべく不老不死を望むようになりました。そんな始皇

帝の前に方士（現在の職業に例えると、医者や薬剤

師）の徐福が現れ、「東方海上に浮かぶ蓬莱・方丈・

瀛（えい）州の三神山に不老不死の霊薬があります。

それを探し出して献上しましょう。」と伝えます。始

皇帝は徐福に莫大な資金を援助し、その霊薬を手に入

れるよう命じました。

徐福は優秀な童男・童

女、職人など三千人と

も言われる大船団を率

いて東海に船出しまし

た。徐福一行は九州の

佐賀県付近に上陸した

後、九州各地に数々の

伝説を残して、周防灘

に浮かぶ祝島にたどり

着き、コッコーを発見

し た と 言 わ れ て い ま

す。徐福は「こ

れぞ探し求めた

不老長寿の仙果

だ」と言い、秋

になって実が熟

すまで、平らな

石に碁盤のよう

な 刻 み を 入 れ

て、囲碁か将棋

のような遊びを

しながら待っていたと言い伝えられています。数年前

に、言い伝え通りに刻みの入った石が山中から発見さ

れ、祝島に本当に徐福がやって来た可能性が高まりま

した。 

 ちなみに、「コッコー」という呼び名ですが、古文

書によれば、江戸時代末期に祝島を訪れた山田亦助

（またすけ）（吉田松陰の師）が中国名「獼猴桃」

（中国語の発音ではミーホータオ）の「獼猴」を

「コッコー」と判読したことから、島ではこう呼ばれ

るようになったとのことです。調べてみると、和歌山

県や宮崎県などにも同じように「コッコー」と呼んで

いる地域があるようです。 

 コッコーの実の大きさは２～3cmで、キウイフ

ルーツを小さくしたような

形です。半分に切ってみる

とまさにミニキウイという

感じの鮮やかなエメラルド

グリーンの果肉が現れま

す。熟した実の味はキウイ

フルーツよりも少し甘めで

す。 

 ときどき、コッコーがキウイフルーツの原種という

話を聞きますが、実際はコッコーと同じマタタビ科で

中国原産の「シナサルナシ」が、ニュージーランドで

品種改良されたのがキウイフルーツだそうです。 

 祝島では「コッコーを一粒食べると千年長生き。食

べた人の息を吸っただけでも三年三か月長生き。この

話を聞いて「まさか」と笑っただけでも三日長生きす

る。」と言われています。千年はちょっと無理でも、

三日なら笑って長生きできそうですね。 

コッコーの実 

碁盤のような刻みが入った石 

徐福 

コッコーの実の断面 
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 こんにちは、優子です。 

 新緑が目にまぶしい5月・・もあっという間に通り

過ぎ、早めの梅雨入りのニュース。若旦那さんと共に

「民宿くにひろ」を引き継いで、はや1年。カレン

ダーが、お客さまの予約でどんどん埋まり、嬉しい悲

鳴を上げていた新米の二人でした。精一杯のおもてな

しをと、一生懸命ながら行き届かない点も多かったと

反省しては、近所の方や友人や、時にはお客さまにま

で励まされながらの1年。皆さんに感謝、感謝です。 

 
 民宿の仕事も、朝から晩までいろいろありますが、

一緒にする仕事、分担してする仕事、少しずつ慣れて

きた中で、めざましい進化を遂げたのは、若旦那さん

のお魚捌（さば）きの腕！冗談＆お世辞、おのろけ

（？）抜きで、かなり上達し、頼もしい限りです。 

 お客さまに食べていただくお魚は、島の漁師さんに

お願いしていて、お客さまの人数を知らせると、みつ

くろって届けてくださるので、大助かりです。魚の種

類によっては、こんな風に食べたら、うまぁよ（美味

しいよ）と、教えてくれちゃったりもします。夏の

魚、鱧（ハモ）の捌き方を教えてくれちゃったとき

も、冬の海鼠（ナマコ）の美味しい合わせ酢を作って

みせてくれちゃったときも、このおじさんのごっつい

手が、普段よりずいぶんカッコよく見えたものです。 

 昔に比べると、ずいぶん漁獲量が減ったといわれる

冬のサヨリ。「民宿くにひろ特製サヨリの一夜干し」

の作り方も、おじさ

ん か ら の 伝 授 で し

た。シンプルながら

も、サヨリの美味し

さがギュッと閉じ込

められる作り方でし

た。シ ゴ（処 理 を す

ること）をして塩水

に浸けたサヨリを庭に干しているのも冬の風物詩。そ

の間、ネコたちがやってきてジャンプしないかと見張

る若旦那の様子もまた、わが家の風物詩となり、笑い

ながらその姿を写真に撮ってはブログに載せたりと、

忙しいながらも楽しい毎日でした。 

 春になり、瀬戸貝（セトガイ）が大好物とおっしゃ

るお客さまのために、「瀬戸貝は獲らんのん？」って

聴いてみたら、「瀬戸貝は岩場で獲るけぇ、（危ないか

ら）わしらぁは獲らん。ありゃあ、若いもんらぁが獲

るんじゃ。」との返答で、ちょっと残念に思っていた

ところ・・数日後、バケツ一杯の獲りたての瀬戸貝を

届けてくれちゃってびっくりしました。「獲ってきて

くれたん？」と聴くと、「獲りに行くいうのがおった

けぇ（獲りに行く人がいたから）、てご（手伝い）を

したんじゃあ。こりゃあ、てご代（手伝った分け

前）。」と、置いてってくださったおかげで、このお客

さまには、瀬戸貝尽くしのスペシャル料理を食べてい

ただくことができました。 

 島では、農業、漁業を営む方々の高齢化が悩みの１

つとなっていて、その漁師さんも80歳を超えてい

らっしゃいますが、いまだ現役・・しかしながら、そ

ろそろ若手（島での「若手」とは、50～60代）で、

その役を担ってくれる人が島に帰ってきてくれたらい

いなぁと思っています（「ねぇ、ヒロシくん！」）。 

 宿泊されるお客さまが多い日は、料理する魚の数も

増えて、たくさんの魚のシゴをすることになり、新鮮

なものを美味しく食べていただくためには、手早く、

きれいにシゴを・・となると、台所で二人が並んで

せっせとシゴをすることになります。また、新鮮だか

ら美味しいのは、お刺身だけでなく、焼き魚も煮魚も

おんなじです。 

 今は鯵（アジ）が美味しいので、ショウガやネギと

一緒に刻んだ「鯵のたたき」や、玉ねぎ、人参と甘酢

に付け込んだ「南蛮漬け」、あんかけ、てんぷら、フ

ライ・・何にしても美味しいです。 

 また、鯛（タイ）の一本釣りが有名な祝島なので、

鯛のお料理をお出しすることが多いのですが、お客さ

ま一様にお刺身はもちろん「美味しい」と言ってくだ

さいます。一献盛りの煮魚をお出しすると、「うわぁ

～ 鯛 だ ～！」

と、声をあげら

れ、一口食べて

は「美味しい」

の連発・・魚の

骨の標本と呼べ

るくらいきれい

＜連載＞ ホっとひといき ゆぅにしよ！ ～おかみさん奮闘記～ （３） 

                                  民宿くにひろ  優子 
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に食べてくださるお客さまも少なくありません。食材

の新鮮さを味わっていただけて、ホッとする瞬間で

す。 

 そういえば、祝島の伝

統料理のひとつである

「押し寿司」も作ってみ

ました。扇形の木型に酢

飯をぎっしり詰めて、真

ん中に鯛の酢締めを載

せ、桜でんぶと木の芽な

どを飾り、お茶碗２杯分くらいの量を押す大きなお寿

司で食べ甲斐があります。最近は作る人が少ないの

で、近所におすそ分けなどしたら喜ばれました。 

 
 １年経ってみて、冬の間は、思いのほかお客さまが

少ないこともわかりました。1月、2月は、海が時化

る日も多く、定期船が欠航するほどでなくとも、かな

り揺れることが多いのです。好んでこの時期に祝島へ

来られるお客さまはなかなかいらっしゃらない、って

ことかも。それでも、稀にいらっしゃるお客さまのお

迎えやお見送りに波止場へ出ては、白波が立ってるの

を 見 な がら、「今日 は、い わ い、揺 れた じ ゃ ろう

ねぇ」と、二人で話す日が多かったです。 

 お客さまをお迎えに出る時、いつもは練塀の道を抜

け、蛭子商店の前を通り、漁港の横を通って波止場に

行くのですが、あまりに風の強い日は、丘側（ヒラギ

を抜けて祝島の中心をまっすぐ・・昔賑わった商店街

だった道）を通って出たりもします。強風から守って

くれる練塀のありがたさ、身をもって感じられました

し、見送りするために波止の先に立つと、風で吹き飛

ばされそうになり、

ちょっと怖かったり

もしました。それで

も、祝島からお帰り

になるお客さまに笑

顔で手を振ってお別

れしたいとの想いは

強く、雨にも負けず

風にも負けず、これからも続けたいと思います。 

 
 この冬の間に、峠のびわ畑や野菜畑の草刈り、民宿

の大掃除や補修などをやりたいねと言ってた矢先に、

あろうことか座骨神経痛を患ってしまいました。左足

に突然電流が走ったと思ったら、どうにもならない痛

みに、起き上がることも歩くこともままならない状

態・・立ってても座ってても、寝転がってみても痛み

は変わらず本当に困りました。冷えが大敵との皆さん

からのアドバイス、1月から3ヶ月ほど通院、飲み薬

と湿布で痛みを抑えながらも、安静にするのが一番の

薬、と病院で言われてしまいました。元気だけが取り

柄だったわたしですが、痛みがなんとも強くて、思う

ように動けず、介護されてるような毎日。とにかく、

身体をあっためて無理な態勢をしないこと、同じ姿勢

でいないことなどに気をつけつつ、ゆっくり快方に向

かいました。運動が足りなかったせいか、顔も身体も

すっかりまぁるくなってしまい、ブログを見てくれて

る友人からも、「幸せそうでなにより。笑顔もまぁる

く、ふくよかになったような・・」とメールが来たり

もしました。 

 
 6月に入り、祝島はびわの最盛期。うちの峠のびわ

畑は、行者様の近くで山のてっぺん近くにあるので、

収穫は祝島でも一番最後、6月20日以降です。峠ま

で歩いて１時間ちょっと・・最後の10分は、昔なが

らの細い山道を登ります。何度も行き来するうちに、

少しは痩せられるかなと思いきや・・筋力がついたの

か、「ますます逞しくなったような・・」との若旦那

さんのつぶやきが聞こえてきました・・はぁ。 

 
 すでに6月、7月、8月と大勢のお客さまから宿泊

の予約が入っています。カレンダーがどんどん埋まっ

ていくのを見ると、徐々に気合いが入ってきます。 

 雑草のぐんぐん伸びる生命力に苦笑いしながらも、

その強さに負けないように、今年の夏も真っ黒になり

ながら、元気な笑顔でお客さまをお迎えできるように

頑張ろうと思います。 

 おいでませ、祝島。ゆぅにしま

せぇ、民宿くにひろで。 

 
＜おまけ情報＞ 

 若旦那さんとわたしが登場して

いるコミック『島旅ひとりっぷ』

（松鳥むう著・小学館）が絶賛発

売中です！ 

 
 ◎民宿くにひろ 

   http://www.iwaishima.jp/minsyuku/ 
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＜連載＞ せきれい （１０）  ～天空の棚田～           石川  芳己 

 春の陽気の4月14日、広島読

書会（代表・時永朝夫氏）の皆

さんと祝島を訪れる。 

 3年ぶりである。祝島港へ到

着すると、國弘秀人夫妻、橋部

好明氏が出迎えてくださる。 

 早速、祝島公民館で橋部氏か

ら「祝島の歴史と文化」の講話

を拝聴する。祝島の歴史や神舞等のようすを記録した

沢山の写真をDVDにより見せていただき、分かり易い

講義であった。橋部氏は、祝島郵便局に長年務められ

て島の「生き字引」だという。現在は、上関町教育委

員会教育委員長でもある。 

 午後は、練塀や祝島小学校の石垣の見学を手始め

に、13時過ぎから16時まで、約3時間かけて「平さ

んの棚田」を見学する。 

 実は、昭和48年4月から１年間ほど祝島小学校に勤

めていたが、平さんの棚田へ行く機会はなかった。今

回が初めてである。大きな期待をもちながら山道を進

む。往復の道のりで橋部氏に、祝島の様々な歴史や自

然や文化について多くのことを教えていただく。かつ

て、その名を知られた祝島の杜氏はもう後継者がいな

いという。 

 祝島の中腹を4キロ歩くと、城壁のような見事な棚

田が広がり、思わず、凄いと歓声が上がる。天空を突

く巨大な城のような棚田である。島の急斜面が、石垣

によって数段の棚田に分けられている。私たちは、平

さんの棚田を目の当たりにして、余りの絶景に声もな

く佇み、感動に震えている。真っ青な春の空。若葉の

眩しい緑の島。紺碧の瀬戸内の海原。爽やかな潮風。

生かされている幸せを噛みしめながら平さんの棚田の

素晴らしさに浸る。 

 あいにく、平さんは農作業中だった。声だけをお聞

きして挨拶がてら質問をする。平さんの家族だけの力

で、自力で築きあげられた大きな石組みの石垣に圧倒

される。クレーンもジャッキも用いずに、石垣の巨石

をどのようにして運び築き上げられたのか。不思議で

ある。三代にわたって築きあげられた棚田。その棚田

に水が張られ、田植えの準備が着々と進んでいる。こ

れはもう現代の奇跡である。 

 その石垣の中の一つの石に和歌が刻まれている。 

「今日もまた つもりし雪を かきわけて 子孫のた

めに ほるぞうれしき  亀次郎」 

 黙々と原野を切り開いた亀次郎さんの思いが伝わる

感動的な歌碑である。 

 農作業小屋には囲炉裏がつくられている。煙で煤け

た小さな部屋である。石積みの作業の途中で手を休め

て、暖をとられた囲炉裏である。広島読書会のみなさ

んと棚田や作業小屋を丹念に見学して記念写真を撮

る。平さんの棚田でできる米は島の大人気で早くに予

約が埋まるそうである。島のオゾンと太陽の恵みに育

まれた平さんの米は大変美味しいとの評判であるとい

う。 

 平さんの棚田からの4キロの帰路。途中には急斜面

を開墾した枇杷畑が続く。枇杷は祝島の特産である。

島の南斜面で太陽の光をいっぱいに浴びて美味しく

育っている。枇杷畑、竹藪、往復8キロの山道は心地

よい。潮風を体いっぱい吸って爽やかに歩く。この日

の万歩計は１万７千歩を記録した。心に残る島の一日

であった。 

  天空に 聳ゆる棚田 風光る  芳己 

祝島公民館にて、広島読書会のみなさんと 

平さんの棚田 
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 前回の花・花クイ

ズの答えは「メハジ

キ（ヤクモソウ）」で

した。 

 子 ど も 達 が 短 く

切った茎をまぶたに

挟んで遊んだことか

ら「目 弾 き」と 呼 ぶ

という説がありますが、この草は横枝が水平に長く伸

びるので、このそばを通った前の子のすぐ後に続くと

横枝が目を弾く事が多いのでメハジキと呼ぶとも。 

 シソ科の２年草で乾燥して産後の止血に用いた事か

ら「益母草」ともいいます。花はピンク色の唇形で茎

の上部の葉のわきに数個ずつまとまって咲きます。 

 

 さて今月は花でなく、ちょっと変わったものを紹介

しましょう。絶滅危惧種に入っているようですが、こ

れが祝島で見つかりました。 

 さて、ご存じの方もおられそうですが…。 

 

「祝島から長島を眺める」 パステル画 

祝島では、ちょうどひじき干し作業の真っ最中。林さんのグループでも、大きな鉄釜から釜ゆでの湯気

が立ちのぼり、真っ黒いヒジキがてきぱきとすばやく広げて干されています。 

対岸は長島。海上を、定期船「いわい」が鼻繰島の右側を回り込んで、今日も元気にやってきました。 

 ＜連載＞花*花クイズ（４０）                    橋部 好明 

絵っきー展覧会（１０）  『祝島から長島を眺める』      エッキー浴野 
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 ＜新連載＞ふるさとを思う Part２                  瀬戸 こうじ 

 今回から、祝島出身の歌手・瀬戸こうじさんのコラ

ム第2弾の連載が始まりました。皆さんお楽しみに！ 

 

 皆さん、お久しぶりです、瀬戸こうじ（河下正信）

です。一年半ぶりの御無沙汰です。皆様には、お変わ

りなくお過ごしのことでしょう。お蔭さまで僕も変わ

りなく頑張らせて頂いています。 

 僕の歌も、北

海道や九州など

思わぬ地方で、

カラオケで歌わ

れ て い る よ う

で、有難く思っ

ています。体調

も喉もすこぶる

快 調 で す。た

だ、最近一つだけ、考えるところがありまして・・。

実は、お恥ずかしい話ですが、と言っても、僕の幼い

ころからの性格をご存じの方々は、「あ、又か」と思わ

れるかもしれませんが (苦笑) ご存じのない方には、

ちょっと説明しますね。 

 
 僕は農家の息子でありながら、「お前は農家に向いて

いない。」と言われまして、「どうして?」との問いに

返ってきた親の答え・・「お前が苗を植えたら、実る前

に摘んでしまう。」と。そんな性格のようです。 

 
 で、最近こんなことがありました。車から降りて飲

料水を買いに行こうとした途中、急に雨が降り出し、

慌てて走り出したところ、コンクリートの縁石に躓

き、滑り、転んでしまいまして。ここが、僕らしいと

ころだと、人は言います 。「あ、又か」と、言われる

ところです (苦笑) 。ツルっと滑って身体が宙に浮いた

瞬間、 学生時代に培った柔道部での受け身を身体が覚

えていたのか、背を丸め、「よっしゃ! 頭は守った!」と

思った瞬間、 『ギク!!』という鈍い音が耳元に響きま

した。「まさか、やってしまったか!!」と思った途端に

激痛が走りました・・脱臼です。 

 ただの転倒なのですが、転んだ時、左肩が縁石の角

に はまるように叩きつけられたので、折れず抜けてし

まったようです。『う゛ー痛い!!』普段人前で弱音は吐

かないと自負している僕ですが、さすが今回だけは声

に出して「痛い!!」。脱臼は経験して初めて知る耐えが

たい痛さでした。しかし、問題は激痛だけではなかっ

たのです。「やばい!! 参った!! どうすればいい?? この

雨の中、この道路上で、血圧で倒れるわけにはいかな

い・・なんとか脱臼の応急処置をしなくては!! 」考え

れば考えるほど血圧が上がっていくのがわかりまし

た。往来の人に、病院の場所を尋ねたくても、痛くて

会話もままなりません。抜けた腕を抱え、冷や汗と雨

でぬれた僕は、さぞ情けない姿に映ったことでしょ

う。 

 幸いにも、本当に幸いにも、事故現場から30ｍのと

ころに接骨院の看板が見えました。「おお、神は僕を見

捨てなかったか！」。接骨院は昼休み中ではありました

が、『痛い痛い』と連発し、すぐ処置にあたってもらい

ました。『痛いんだから引っ張るな!! 』心の中で叫びま

した。３分ぐらいの処置時間でしたが、えらく長く感

じ、「ゴロン」という音を確かに聞き、腕は収まるべき

ところに収まりました。でも、痛さは簡単にはなくな

りません。ただ、先生の「戻りましたよ。」の一言で、

血圧も、動悸も落ち着きを取り戻しました。 

 肩の固定の処置をし、３週間の不自由な生活が始ま

り、事故から二か月が経った現在もまだ完治していま

せん。毎日リハビリに通っています。左手は前・横に

120度上がるようになりましたが、後ろは10度しか

上りません。最近の処置は、痛いぐらいに、ゴリゴリ

と動かされます。でも、先生曰く、100パーセントの

処置まではしないとのことです。完治すると、試しに

とか無理にとか肩を回してしまうので、ということな

のですが、それは、僕だからでしょうか？ とりあえ

ず、接骨院での早い対処が 症状の悪化を防ぐことに

なったようで、頭を打ち内出血とか、血圧が上がり脳

血栓とか、大事にならず、小さな災難で済んで良かっ

たと思いました。そして、色々考えさせられました。

当たり前のように回して使っていた肩ですが、いざ不

自由になると、当たり前の毎日がいかに有難いこと

だったか、と改めて実感しております。 

 

 祝島でのやんちゃな時代は、勿論毎日走り回ってい

ましたので、生傷が絶えませんでした。しかし、東京
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に来てからは、シラフ

の時は転んだことは、

ございません!! お年寄

りが小石に足を取られ

て転ぶ・・という話は

聞いていましたが、転

ぶかもしれないという

不安や考えは、僕の中

に微塵もありませんで

した。僕としては、歳

のせいとか、せっかち

な性格のせい、とは認

めたくはないですが、

転んだことは事実です。 若いから大丈夫とは、もう口

に出しては言えませんが、でも、まだまだ若いと思っ

ています。しかし、過信してはいけません。侮っては

いけません。そんな微妙なお年頃?になったことは、

確かのようです。そして、怪我の完治までに時間がか

かるようになっていたようです。「災難は 忘れた頃に

やってくる」・・真実だと 体感してしまいました。で

すので、事故にあってからは、一歩一歩を着実に踏み

出すことを心掛けています。特に、雨の日の階段、コ

ンクリート舗装道路です。 

 そして、今回学ばせて頂いたことは、歩行だけでな

く、仕事でも人生でも、判断を誤らぬよう一歩一歩を

着実に踏み出すという心得を持つことです。人生ひと

周りしたわけです。やり直しもきかない世代になって

まいりました。ですから、これからの歩みは、石橋を

たたいて渡る・・そんな人生にしていこうと思った次

第です。「スローライフ」でしょうか。勿論、本業も歌

手業もまだまだ頑張りますよ。ただ、時間に追われる

から、走ってしまう・・というそんな生活から、余裕

を持って幅広く見回して歩いていく生活に切り替え始

めようと思いました。 

 自然を愛し、新鮮な食を求め、人として、人らしく

生きられる環境を選んでいきたいと思いました。皆様

が祝島を愛し、大切に守り、次世代に伝えていこうと

いう、同じ気持ちで歩んでいこうと思います。 

 

『う―らあんたらあ、祝島はみんな仲良くゆっくりや

ろーじゃーなーでーのんた。それが島のうりじゃけー

にー。それが、わしらの祝島じゃろう、のおんたあ』 

島で毎日走り回っていた頃 

日本離島センター 季刊 『 しま 』  定期購読および貸し出しのお知らせ 

 祝島ネット21では、公益財団法人 日本離島センターが発行している季刊

『しま』（年4回発行）の購読を開始しました（2012年6月号から）。全国各地

の離島でのさまざまな取り組みなどが紹介おり、大変参考になる記事が多く掲

載されています。 

 会員の皆様で、季刊『しま』を読んでみたい方には、返送料のみの負担で貸

し出しをいたします。ご希望の方は事務局までご連絡ください。 
 
 ＜貸し出し規定＞ 

・貸し出し希望の方は事務局に希望する号数（または発行月）をご連絡くださ

い。 

・一度に貸し出しできるのは１人１冊とします。 

・貸し出し期間は１か月以内です。 

・事務局からの送料は事務局で負担しますが、事務局までの返送料は各自でご

負担ください。（クロネコメール便は、島内での配達料が別途かかりますので、郵送にてご返却ください。） 
  
 ※バックナンバーの特集や最新号の目次は日本離島センターのWebサイトでご覧になれます。 

   http://www.nijinet.or.jp/ 



お知らせ ＆ 募集 

雨上がりの祝島 

 皆さん大変お待たせしました。半年ぶりに会報を発行することができました。 

 今回から、新しい連載記事『祝島・記憶の玉手箱』が始まりましたが、いかがだったでしょうか？ 島のお年寄りの

お話はなかなか面白いですね。語り部になっていただくお年寄りは毎回変わる予定です。こういう話を聞いて欲しい

というリクエストがありましたら、事務局までご連絡ください。また、祝島出身の歌手・瀬戸こうじさんが再登場！

『ふるさとを思う Part2』が始まりました。こちらもご期待ください。 

 さて、4月に予定しておりました恒例の「祝島お花見クルーズ」ですが、残念ながら今年は悪天候のため中止に

なってしまいました。お申込みいただいていた皆さん、ごめんなさい。来年また企画する予定ですので、よろしくお

願いします。 

 今は梅雨のシーズン。梅雨が明けると暑い夏、そしてお盆がやってきます。お盆には「祝島 昔なつかし写真展

Part2」を企画していますので、出身者のみなさん、ぜひ島に帰省して祝島公民館にご来場ください。お待ちしてお

ります。次回の会報は、9月の後半あたりに発行したいなぁ…と思っています。      （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41号 

発行日：2013年6月22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/ 

■「祝島 昔なつかし写真展 Part 2」 

 8年前のお盆に開催した「祝島 昔なつかし写真展」の第2弾です。 

 およそ45年前に祝島小学校に勤務された先生の親族の方から、昭

和40年代のなつかしい祝島の写真の提供がございましたので、今回

はその写真を中心に、お盆に写真展を開催する予定です。ぜひご来場

ください。 

  【開催日時】 8月14日（水）～16日（金） 9時～17時 

  【 会 場 】 祝島公民館 ２階 

 ＜会員の皆さんへのお願い＞ 

  ※8月13日に会場の準備を、17日に片付けを行います。お手伝いのできる方はお願いします。 

  ※お知り合いの方に、宣伝をお願いします。 
 

■「川口健治絵画展 in 祝島」 

 上関町八島出身の画家 故・川口健治先生の絵画展を祝島で開催する予定です。 

 川口先生の娘さんの大海仁子（よしこ）さんとの共同企画になります。 

  【開催日時】 9月21日（土）～23日（祝） 10時～17時 

  【 会 場 】 祝島公民館 ２階 

 ＜会員の皆さんへのお願い＞ 

 ※9月20日に準備を、23日の夜と24日に片づけを行う予定ですので、お手伝いのできる方はお願いします。 

 ※開催中に会場の係員が必要になると思いますので、交代で担当できるよう、お手伝いをお願いします。 

 ※お知り合いの方に、宣伝をお願いします。 

8年前の「祝島 昔なつかし写真展」の様子 


