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 2013年9月21日～23日の3日間、祝島公民館において、「祝島 川口健

治 絵画展 ～豊かな想い出は、心のなかに～」を開催いたしました。祝島

の皆さんはもちろん、島外からもたくさんの方が川口先生の絵を鑑賞するた

めにご来場されました。（来場者数は合計で約200人でした。） 

 川口健治先生は、上関町八島出身の画家で、やさしいタッチの風景画から

ダイナミックな神楽絵まで、さまざまなジャンルの絵を描かれました。残念

ながら2009年に71歳で亡くなられたのですが、上関町内や山口県内各地

の風景を描いた絵など数多くの作品を遺されました。 

 今回の絵画展

は川口先生の長

女・大海仁子さ

んが代表を務め

る ア ト リ エ

Kenji と 祝 島

ネット21が共

同で開催しまし

た。祝島をはじ

め上関町内の風

景画を中心に約

50点の絵画を

展示した他、川

口先生の少年時

代の絵日記や祝

島にスケッチに

来られた時に撮影した写真、なども展示しました。 
 
◎絵画展を共催した大海仁子（おおみよしこ）さんからのメッセージです 

 この度は、絵画展へ御協力いただき、ありが

とうございました。 

 宣伝から、勝手分らぬ祝島での会場準備、設

営に至るまで、お手伝いいただけましたお陰で3

日間無事に終了致しました。 

 父の絵画だけでなく、祝島のお子さんの作

品、父が撮影した懐かしい祝島の写真なども御覧いただけ、ご来場いただい

た方々の豊かな想い出と共鳴して、会場が暖かい雰囲気に包まれました。こ

の場をおかりして、祝島ネット21の皆様へ、御礼申し上げます。 

                    ＜アトリエKenji 大海仁子＞ 

「祝島 川口健治 絵画展」 を開催しました 

 熱心に鑑賞される 
    島のおばあさんたち 

 想い出のアルバムなども 
      展示されました 

 川口先生の中学時代の日記と 
  島の子どもたちの作品展示 

 祝島の風景を描いた作品 

 「祝島物語」  画・大井しげる 



＜連載＞ 祝島・記憶の玉手箱（２）  ～秋祭り～ 

                              語り部 ： ちーちゃん、ゆうさあ 

 島のお年寄りに、毎回違うテーマで昔の祝島の様子を

お話していただく「祝島・記憶の玉手箱」シリーズ。２

回目の今回は、ちーちゃん（87歳）とゆうさあ（91歳）

のお二人に「秋祭り」のお話を伺いました。 

 

司会：今日は秋祭りについてお話を聴かせてください。 
 
ゆうさあ：10月いうたら、「秋祭り」じゃのう。昔は、

若いしらぁが、えっと（たくさん）おったいのぉ。今じゃ

あ神輿（みこし）を担げるもんが揃わんけぇに、神輿は

宮の外に飾っちょくだけじゃぁ。わしらぁ宮まで歩いて

上がれもせんよぉになってしもぉた。 
 
ちーちゃん：そーれそれ。昔の秋祭りいうたら、わし

らぁ夜戸（よど＝前の晩）にゃあ忙しゅうて。皆、豆腐

炊ぁたり、まんじゅう炊ぁたりするのにのぉ。今ぁ13日

の宮の掃除やら縄のない手（縄をなう＝ワラによりをか

けて縄をつくる人）も注連縄（しめなわ）の作り手も、

えっとはおらんよぉになってしもぉたがねぇ。 
 
ゆうさあ：おぉ、それそれ。さびしいもんじゃのぉ。ほぉ

いて、昔は13日にかがるんじゃぁのぉ。山を。 
 
ちーちゃん：そぉそぉそぉ、山。山をかがりよった、東

山と西山。東が鳥居山で西がヤーサー。 
 
ゆうさあ：西山の方は、つい、ロープでくくるだけなん

じゃが、東山の方は、カズラのようなのでかがるん

じゃったのぉ。 
 
ちーちゃん：江本の沖（現在の漁協が建っているあたり

の浜）で、ヤーサーと鳥居山をかがりよったんじゃあ。

かがるいうのは、棒を組み合わせてねぇ、それをしばる、

いうこと。綱じゃあなしに、カズラで。 
 
ゆうさあ：棒いうても、こがいな太いのじゃけぇのぉ。 
 
ちーちゃん：それをカズラでしばるの。そいじゃけぇ、

それまでに部落の者らぁがなんぼーかずつ、カズラを

取っちゃぁ来よった。そりょう潮水につけちょいて、や

おう（やわらかく）にして、かがって組み立てるんよ。

ヤーサーいうのは、組み立てちゃるんじゃけえねぇ。棒

さえつけたらえぇんよ。ありゃあ赤に、黄に・・五色に

なっちょったんかのぉ。 
 
ゆうさあ：おぉヤーサーは五色の飾り、屋根がのぉ。ほ

いて、4人乗るんじゃあ、太鼓叩きが。「よやさートン

トン」いうてのぉ。 
 
ちーちゃん：子どもの真ん中に太鼓を置いてね、衣装を

つけた子どもが４人ほど乗って叩くんよ。それぃ合わせ

て、かく（担ぐ）ん。 

 そぉして、鳥居山の方は、鳥居を張り子で作ったのが

あるんよ。そりょう組み立ててロープで両方から張って

のぉ。若いしが出て張りよった。竹で組んじゃるんじゃ

けぇねぇ、鳥居の柱が。その上にも２本両方から張りが

取っちゃる。重たかったんじゃろうのぉ、ありゃあ。 
 
ゆうさあ：重たぁい、鳥居の方は。今あるのは細い（小

さい）方じゃけぇのぉ。浜を通りよった時はまだ太かっ

た（大きかった）。 
 
ちーちゃん：昔はずーっと浜じゃったんじゃけえねぇ。

13日にかがって、しゃんと組み立てたものを、14日の

朝、宮の下に置いちょいて、それでお祭りがあるんよ。

夜戸祭りが。 
 
司会：14日の夜にです

か？ 
 
ちーちゃん：14日の夜に

あるの。そ れで、「かい

ちょーにん」は、14日の昼

から宮に上がったら、お祭

りが済むまで家に戻られ

んの。 
 
司会：かいちょーにんっ
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昭和20年代の秋祭り。この頃の鳥居山（左）とヤーサー（右）は大きい。 
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て何をする人ですか？ 
 
ゆうさあ：神輿をかつぐのを「かいちょーにん」言うん

じゃあ。 
 
司会：どんな字を書くんですか？ 
 
ちーちゃん：どがいな字を書くんかのぉ？。あはは・・。 

それで、かいちょーにんは昔は8人。夏祭りのは軽いけ

に4人じゃが、秋祭りのは重たぁけえ8人じゃったの。 
 
司会：夏祭りと秋祭りでは神輿が違うんですか？ 
 
ちーちゃん：違うの。夏祭りは、こまぁ（小さい）のを

出しよった。ほいて山の方を回るの、虫送りじゃけに。

ほいじゃが秋の祭りのは太いの。ほいじゃけえ横棒を付

けたんじゃあのう、重たぁ言うてのう。そいて10人に増

えたんじゃあ。 
 
司会：夜戸祭りはどんなことをするんですか？ 
 
ちーちゃん：14日の夜12時から「湯立の舞」いうのが

あって、かいちょーにんは、「こおりをとる」いうて、

夜中に海で身体を清めるんじゃぁ。そいでお宮に上がっ

てから来年の祭りを占うんよ。米でね。大夫さぁが持っ

ちょろう、あれで米をすくうて・・数えるんよ。なんぼ

かのぉ、なんぼうか知らんが偶数になったらえぇわけぇ

ねぇ。数が足らんかったりしたら、何回でも務め替え

ちゃあやり直すんよ。それでぴしっと数が合うたら、そ

れでお祭りができるいうて、みんなで万歳せちゃあ、そ

れで済むの。それが、一人でもかいちょーにんにズルい

のがおったりせて、こおりをとらずに酒を飲んで寝

ちょったりするのがおったら、何べん占いをやってもダ

メになるのいねぇ。それで、誰それがおらん、いうて調

べて、連れに行ってこおりをとらして、またやりかえる

んよ。そうしたら数がぴしっと合うちゃあ、これで祭り

ができる言うてやりよった。そいじゃけえ、夜戸祭りい

うのも賑わしかったんで。昔は夜も皆、参りよったん

じゃけぇ。店も出よぉったし。 
 
ゆうさあ：そいで、神輿をかく

のにわらじを履きよったのぉ。 
 
ちーちゃん：わらじを作ったも

のいね。破れるけぇ、二足わて、

腰にぶら下げてねぇ。白いネル

の腰巻をして、黒い靴下を履い

て、わらじを履いたんよ。 

 
ゆうさあ：神輿様が宮から下りてくるところ、あのかき

たてるのがえぇいのぉ。 
 
ちーちゃん：くどきでかきたてるんじゃけぇ。賑やか

じゃったぁ。 

 そいで、「御くだり」いうて神輿が下りてきて、ヤー

サーと鳥居山の間に挟むんよ。鳥居山が先か、ヤーサー

が先かは、その年々で違うんよ。それで浜をずーっとか

いて、「じつみせ」の沖まで行くんよ。あそこが御旅所

じゃったの。御旅所いうて、そこで神輿を据えてお祭り

をせるの。それでお祭りが終わるんじゃが、御くだりか

ら御旅所まで神輿が行くのを、なかなか行かせんのよ。

ヤーサーと鳥居山とで、はそうで（挟んで）から動かさ

んの。それで今度は西と東が喧嘩せるようになるの。山

を組み合わして。 
 
ゆうさあ：それそれ。三回くらいせるかのう。 
 
ちーちゃん：せるせる。神輿様を追い歩くんじゃけぇ、

鳥居山が追おう思おたら、ヤーサーがそりょう行かせ

まぁいうて邪魔をせたりするけえ、喧嘩になるんよ。そ

りゃあ賑わしかったで。 

 それじゃけえ、なかなか前に進まんのいね。お祭りが

済んで、神輿様がお帰りになる頃には暗うなるんじゃけ

に、提灯をつけて迎えに来よおった。 
 
ゆうさあ：それで鳥居山とヤーサーは、江本の沖で解く

けえのう。海へ浮かべてから、つっぱっちゃあ、漕いで

行きよったんじゃあ。 
 
ちーちゃん：かくんじゃあのうて、つっぱるんよ、みん

なで海に入ってから。そうせんにゃあ、はぁせんのうて。 
 
司会：それにしても、昔の秋祭りは、山のかき手も多い

し、活気があって賑やかだったんですねぇ。二人の想い

出話は、横道に逸れながら尽きませんが・・。今日は、

楽しいお話をありがとうございました。 

 昭和45年頃の秋祭り。ヤーサーと鳥居山の喧嘩（左）。御神輿（右）。 
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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、岩国市にお住いの山田勲（や

まだいさお）さんです。 

 私は趣味が写真で、まだ銀塩にこだわりモノクロ

フィルムで撮り、自分でプリントしています。 

 初めて祝島を訪れたのは、26才の時で迷路のよう

な路地や他の島にない独特な石積の練塀を見て好きに

なりました。 

 それからしばらくは訪れる機会がなかったのです

が、2001年から約7年間島に通って歩きまわり撮影

に励みました。そして、2008年、写真家の発表の場

「ニコンサロンbis」の審査に合格し、新宿・大阪で

「私景祝島」の個展を開催しました。その時、島出身

の方も見に来られたのには感激しました。 

 その後、個展が終わり、気が抜けてテンションが下

がり、3年半、島に撮りに行っていませんでしたが、

昨年からまた通い始め、今は島の人を中心に撮影し、

その写真をプリントし、次の機会に渡すことで顔を覚

えてもらい、顔見知りが増え、話しに行くのが楽しく

なりました。 

 また、昨年９月には、島で念願の里帰り展も開催

し、約100名ご来場され、島民の方とコミュニケー

ション出来、いい想い出になりました。 

 これからの目標ですが、「私景祝島Ⅱ」写真展を東

京で開催して、写真集を自費出版して、多くの島外の

方に見てもらい、島の活性化につながればと思い計画

中です。 

 みなさん島で、カメラを持ったオッサンを見かけた

ら声をかけてくださいね。お願しま～す！ 

 

                ＜山田イサオ＞ 

会員リレーコラム（４２）    ～ 山田 勲 さん ～ 

著者の山田勲さん。 

山田さんが撮影した作品 

山田さんが撮影した作品 
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＜連載＞ 祝島の魅力再発見！（３） 

              ～ 平さんの棚田 ～              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。３回目の

今回は、「平さんの棚田」のお話です。 

 
 祝島の集落から徒歩で約1時間、眼下に伊予灘を見

おろす山の斜面に「平さんの棚田」はあります。一段

の高さが最大で9mにもおよぶ巨大な石垣が築かれ、

まるで城壁のようにそびえる三段の棚田が造られてい

ます。この棚田で50年以上お米を作り続けておられ

るのは、平萬次さん（80歳）。今も、毎日のように

テーラー（耕運機の後ろに荷台を牽引した乗り物）に

乗って、この棚田に通い、農作業をされています。 

 萬次さんの祖父・亀次郎さんは「コメさえあれば人

間は生きていける。子孫が食べていくのに困らないよ

うに」と、大正時代の終わり頃、まだ原野だったこの

地を開拓し、棚田を造り始めました。急な斜面でした

が「将来は米作りも機械化される時代が来る」と予測

し、機械が入れるようにできるだけ広い田を作ろうと

考えたそうです。斜面に広い田を造るには、必然的に

高い石垣を築かなければなりません。まだ重機も無い

時 代、大 き

い も の で は

直径が1m以

上 も あ る 石

を テ コ を

使 っ て 人 力

で 一 つ 一 つ

動 か し な が

ら、30年間家族だけで

コツコツと積み上げて

現在の棚田が出来まし

た。萬次さんも中学生

の頃から、その作業を

手 伝 っ て い た そ う で

す。 

 今も使われている作

業小屋は、亀次郎さん

が松を切り出して自力

で組み上げたもの。棚

田を築いていたときは

ここに寝泊まりして作

業されたようです。亀次郎さんは学校に行っていな

かったため、読み書きはできませんでしたが、少年の

頃から石工として働き、さまざまな技術を身に付けて

いたそうです。そんな亀次郎さんのために、萬次さん

は夜になると、カンテラの灯りで「宮本武蔵」などの

本を読み聞かせてあげたそうで、亀次郎さんは、それ

を何より楽しみにしていたようです。 

 10年ほど前に新

聞で棚 田が 紹介 さ

れ、その後、テレビ

や映画でも取り上げ

られて、全国的に知

られるようになりま

した。今、「平さん

の棚田」には、全国

から多くの人が訪ね

て来られます。萬次さんは訪ねてきた人に出会うと、

農作業の手を休め、丁寧に棚田の説明をしてください

ます。そして、「この何もない原野に棚田を作ろうと

発想し、それを貫いたおじいさんの信念はすごいと思

う。人間はやる気にさえなれば何でもできる。この棚

田を見た若い人たちには、『がんばる力』を感じて欲

しい。」とお話されています。 

 萬次さんは、数年前に祖父の言葉を棚田の傍の石に

刻みました。そこには次のように刻まれています。 

「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 

平さんの棚田 

集落 

平 萬次さん 

巨大な石を積み上げた石垣 

平さんの棚田 
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 こんにちは、優子です。 

 ススキが風に揺れるのを見て、やっとこさ秋の訪れ

を感じることができるようになりました。今年の夏の

尋常ではない暑さ、祝島も本当に暑い毎日でした。近

所のおじちゃん、おばちゃんと道で会うたび、お互い

汗 び っ し ょ り で「ぬ く い ね ぇ」「ぬ く ー て や れ ん

ねぇ」としか、声のかけようがないほど暑くて、炎天

下を歩かれるおじちゃん、おばちゃんがふらふら倒れ

てしまわないかと、すれ違いざまに、つい後ろ姿を見

送ってしまう日も多かったです。 

 

 こんなに暑い夏でしたが、いつもにも増してたくさ

んのお客さまが祝島を訪れてくださいました。昨年の

夏は神舞年だったので、お客さまにお泊りいただく日

がかなり限られていましたが、はてさて今年の夏休み

はどうなるじゃろうか・・ドキドキしつつも楽しみに

していたところ、普段なら二人連れや一人旅が多かっ

たりもしますが、さすが夏休み・・サークルなどの団

体、家族も勢揃い、と、人数が定員8人からオーバー

して10人となることもあったりでお部屋もフル回転

でした。人数が増えると台所も大忙しなのですが、機

転の利き始めた旦那さんに手際よく盛り付けや配膳を

してもらえるので大助かりです。お客さまの料理を出

し終えたら、ホッとしながらも一息つく前に、やっと

お父さんお母さんを呼んで晩ごはん・・いつも二人を

待たせてしまって申し訳ないのですが、お母さんも

元・おかみさん、その辺の事情を分かっててくださる

ので助かっています。ドドッと片付け物がやってくる

前に、自分たちもとりあえず食事を済ませ・・しかし

ながら一旦声がかかると、お客さまとの話が弾み、片

付けの時間がずれこんだり。そうすると二人並んで眠

気と闘いながら洗い物・・立ったまんま眠りそうにな

りながら、お互いをつついては笑いあう、そんな忙し

いながらも楽しく充実した毎日・・感謝です。 

 

 最近は、のんびりしたいと来られるお客さまより、

短期間の滞在で1つでも多くのことを見たり聴いたり

されようとする熱心な方が多い気がしますし、老若男

女にかかわらず、一様にパワフルなことに驚かされま

す。そんなパワーをわたしたちも分けていただいてい

て、これまた感謝です。 

 

 さて、この夏

挑 戦 し た も

の・・行 者 様 の

そばの梅の実が

たくさん採れた

の で、梅 の シ

ロップ作りとと

もに、初めて梅

干しを作ってみ

ました。塩漬けしたあと、土用干しした時点でほんの

り色づいた風味の良い梅をさわると、やおやおの感触

がなんともいい感じ。3日間、ひっくり返しながら

「おいしくなぁれ、おいしくなぁれ」と念じていまし

た。レシピどおりで塩分多めだったおかげか、カビる

こともなく、塩もみした赤紫蘇を加えるときれいな赤

紫色に染まり、なかなかうまくできたと自己満足。1

つ食べてみたけど、なんともしょっぱい！少しこのま

まおいて、旨味が出てきた頃、また味見してみようと

思います。お客さまにも食べていただけるくらいに

なったら嬉しいのですが・・。 

 

 梅干しと言えば、おにぎり。もう1つの新たな試み

がお弁当販売です。これまでも民宿のお客さまには必

要に応じてお弁当を作って販売をしてきましたが、8

月の終わりから、近所のやくし商店で「くにひろさん

ちのおにぎり～ゆうころりん～」の販売をはじめまし

た。やくし商店は、おばちゃんが起きて寝るまで・・

朝7時から夜の7時くらいまでが営業時間。朝早くか

ら馴染みのお客さんが来られ、お店で朝ごはん代わり

に パ ン や 缶

コ ー ヒ ー を

買って食べる

人 を 見 か け

て、おにぎり

があったらい

いかもしれな

い！そう思っ

てお弁当作り

＜連載＞ ホっとひといき ゆぅにしよ！ ～おかみさん奮闘記～ （４） 

                                  民宿くにひろ  優子 

おにぎり弁当 

梅の土用干し 
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を始めました。三角おにぎり（梅、昆布）がそれぞれ

1個100円、小さいおにぎり2個にちょっとしたおか

ずを入れたおにぎり弁当が1パック200円です。民宿

のお客さまの朝ごはんの準備との兼ね合いもあって、

数はたくさんではないけれど、朝便で島に来られて早

くから仕事をしている人、漁に出かける人、山に出か

ける人、一人暮らしのおじちゃんやおばちゃんたち

が、朝ごはんや昼ごはん用に買っていかれるようで

す。道で会った時に「おにぎりが美味しいよ」とか、

「いつも買いよるんよ」って言うて人もおって、この

人も買うてくれちょってんじゃあ、と嬉しくなりま

す。「ありがと！また作るけぇ。」と、そんな掛け合い

が嬉しくて、翌日もまたおにぎりを作る張り合いと

なっています。 

 

 もう1つのお知らせは、「民宿くにひろ特製タオ

ル」。10月から、お風呂と洗面のところに置いてあり

ますので、お泊りのお客さまには使っていただいてい

ます。緑色のフェイスタオルは、祝島と民宿の紹介を

しつつも、島ネコの多い祝島らしく、ネコのイラスト

入り。白いバスタオルには、シンプルながらも「はっ

ぴーあいらんど祝島」の文字を大きく入れてありま

す。このタオルを使うことで、少しでも旅の疲れが取

れ、気持ちが和んでくださればいいなと思います。 

 
 ◎民宿くにひろ 

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

 ＜連載＞花*花クイズ（４１） 最終回               橋部 好明 

 前回の花・花ク

イズの答えは衣笠

茸（キ ヌ ガ サ タ

ケ）でした。 

 笠は釣鐘型で直

径は2～3cmほど

で頂の部分に白色

の環状の輪が有り、笠の下から広がる純白のマントが

特徴です。 

 日本では虚無僧茸（コムソウタケ）とも呼ばれ絶滅

危惧種に指定され大変珍しいです。西欧では「キノコ

の女王」と呼ばれていますが見つかりません。中国で

は高級食材として珍重されています。竹笙（チュー

ショ）と呼ばれ、乾かしたものをスープに入れます。

サクサクとしておいしいそうです。北タイでは「幽霊

キノコ」扱いされているが、全菌類中で一番高等であ

り、また一番美しいと言われる。また植物で世界一成

長が早いとも。 

 

 終わりに。 

 長いこと投稿させていただきありがとうございまし

た。紹介したい花がなくなりましたので、しばらくお

休み致します。 

 ご愛読して下さり、感謝でいっぱいです。 

の
じ
ぎ
く
の 

  

清
ら
な
白
に 

誓
い
し
日 

あ
な
た
の
そ
ば
に 

      

そ
っと
寄
り
添
う 

民宿特製タオル 
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＜連載＞ せきれい （１１）  ～祝島はハート・アイランド～    石川  芳己 

 毎朝、国道188号線を東上

し、祝島の島影を確認しなが

ら、徳山から光市へ車で通勤し

ている。下松市内の学校を退職

してから5年目である。正確に

は4年半が経過している。 

 朝な夕なに祝島はその美しい

島影を見せてくれている。祝島

と小祝島。二つの島は親子のように並んで浮かんでい

る。雨の日や、霧の深い日、雲の立ちこめた日には、

祝島の姿は見えない。そんな時は寂しいものである。 

 かつて勤務した浅江小学校の校舎2階の窓からは、

真南に祝島を望むことができる。先日も、たまたま浅

江小学校を訪れて、校舎2階から祝島を懐かしく眺め

ることができた。あの日あの時のことが思い出されて

くる。 

 閑話休題。私の楽しみの一つに書店巡りがある。徳

山に住んでいるが、大きな書店と言っても数少ない。

広島まで出かけた時には、広島駅前の福屋の10階の

ジュンク堂で時間を潰す。1時間位はあっという間に

過ぎてしまう。広島のイオンモール広島府中にはフタ

バ図書が入店していて、ここでも時間が早く過ぎてし

まう。博多まで行ったなら、駅ビル８階の丸善に足が

向き、広い店内で書籍の山に埋もれて過ごす時間の過

ぎる速さは驚くほどである。書店巡りは、私の癒しの

時間でもある。 

 先日、徳山の書店で新刊本の背表紙を追っていた

ら、山戸貞夫さんの『祝島のたたかい―上関原発反対

運動史―』が眼に留まる。岩波書店からの出版であ

り、驚いている。凄いことである。そういえば、岩波

新書からも山秋真さんの『原発をつくらせない人びと

―祝島から未来へ― 』が最近出版されたという。 

 いよいよ、東京の高名な大手出版社から祝島に関す

る書籍が刊行されて、祝島が表舞台に登場する。今、

瀬戸内海に浮かぶ小さな島が、全国的に脚光を浴びて

いるのである。 

 山戸さんの本には祝島の全景写真が掲載されてい

る。祝島は上空から俯瞰すればハート型をしている。

祝島の島の形については何処かで聞いたことがあるの

だが、これほどまでも見事なハート型をしていること

に感嘆する。 

 まさに、祝島はハートの島である。ハートアイラン

ド。愛の島。 

 なんだか、心が弾んでくる。嬉しくなってくる。 

 私も、かつては、こんなに素晴らしい島に住んでい

たのだ。 

 今から40年前に祝島小学校に務めさせていただい

た。僅か1年間であるけれども島の子どもたちととも

に学び合い、島の生活を送らせていただいた。まさに

ハートフルな人情豊かで美しい自然の恵み豊かな島で

ある。 

 当時は、まだ20歳代の青年教師だった。祝島は私の

青春の1ページでもある。こんな素晴らしい島に住ん

でいた幸せな思い出を今でも大切にしている。 

 そして、これからも美しい自然の姿のままの祝島・

ハートアイランドであってほしいと願うものである。 

 

   白風や少し痩せたる石仏  芳己 

祝島の航空写真。見事なハート型をしている。 

平さんの棚田 
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 2013年8月14日～16日の3日間、祝島公民館にお

いて、「祝島 昔なつかし写真展 Part2」を開催しまし

た。島のお年寄りや、お盆で帰省された島出身の皆さ

んなど、たくさんの方が会場を訪れてくださいまし

た。友人やご家族と一緒に懐かしい写真をご覧になり

ながら、昔話をして盛り上がっていたようです。 

 今回展示した写真は、昭和43～45年頃に祝島小学

校に赴任されていた故・松村登教頭先生が、当時、学

校行事や祝島のお祭りなどを撮影されたものです。こ

れらの写真を、ご家族の方が「島で活用してくださ

い」と提供してくださり、今回の写真展が実現できま

した。この場をお借りしてお礼申し上げます。 

    

「虹ヶ浜から（秋の夕暮れ）」 パステル画  B2サイズ 

 

祝島をいろんなところから眺めて描いてみる。 

これは光市虹ヶ浜から。祝島、小島、小祝島と、みな見える場所。 

静かな秋の夕暮れどき。 

うつろう空の色を映しながら、波も島も静かに「時」に包まれてゆく。 

絵っきー展覧会（１１）  『虹ヶ浜から（秋の夕暮れ）』    エッキー浴野 

「祝島 昔なつかし写真展 Part２」 を開催しました 
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 ＜連載＞ふるさとを思う Part２ （２）             瀬戸 こうじ 

 祝島出身の歌手・瀬戸こうじさんのコラムPart2で

す。瀬戸さんの身近な出来事や、最近思っていること

などを徒然なるままに綴っていただきます。 

 

 こ ん に ち

は、瀬戸こう

じ(河下正信)

です。まだま

だ残暑のつも

りで、窓を開

けたま寝入っ

てしまって、

朝になったら

喉が痛い・・そんな失敗をしているこの頃です。いか

んいかん、喉を大事にせねば。皆様にはお変わりあり

ませんか？風邪など召しませんよう大事にしてくださ

い。 

 さて、今回は、僕の60の手習い？ではないですが、

今更ながらに教えられたことをお話します。僕は動物

が大好き。子供の頃から野性味たっぷりの祝島で、親

の愛に育まれながら小動物を育んできました。三つ子

の魂・・ですので、還暦過ぎの今でも、動物が好きな

のは相変わらずです。 

 ある日、駐車場でチュンチュンと鳥の鳴き声が聞こ

え、足元をよく見ると、スズメのヒナがいました。「お

や、かわいそうに」と思わず差し出した手のひらに躊

躇することなくぴょんと乗ってきました。雨も降り始

め、このままにもできず、とりあえず車に乗せまし

た。体長から察するに、巣立ちの羽ばたきの練習を始

めそうな頃です。巣から踏み外したのかもしれませ

ん。周囲を見ても親鳥の姿も仲間の姿も見当たりませ

ん。雨ですし、カラスや猫の外敵を考えるとここに放

置もできず、事務所に持ち帰りました。幸いにも、僕

のスタッフも皆動物好きです。指示したわけでもない

のですが、カゴとタオルで小屋を!! 小鳥屋に行って餌

を!! 僕は、笑顔でスズメと戯れています(笑)。過去に屋

根瓦と一緒に落ちてきた、生後間もないヒナを保護し

たことがあり、その子は４日の命でしたが、付けた名

前が「はやく飛ぼうね」で『トボチャン』でした。で、

「今度こそ、親元まで飛ぼうね」で、またもや『トボ

チャン』にしました。けっして、僕に似ているからで

はないですよ。 

 翌日、拾った場所に少しの間、置いてみることにし

ました。しばらく傍観していましたら「チュンチュ

ン」のトボチャンの声を聴いて、親鳥が飛んできまし

た。近くの電線や塀の上には、兄弟や親戚が５～６羽

集まってきました。トボチャンを一緒に飛び立たそう

と、皆でチュンチュン声援を送ります。一度電柱へと

飛び上がったのですが、次の平行移動ができず、降り

てきてしまいます。そんなこんなしていますと、猫が

脚を忍ばせ、カラスが電線で様子を窺い・・そんな状

況ではそのままにできず、もう少し体力をつけ、高く

長く飛行できるようにせねばと、再度持ち帰りまし

た。母親が子供の鳴き声を忘れないでいるうちにと何

度か面会を試みましたが、二度目からは家族の歓迎は

ありませんでした。兄弟の巣立ちも終わってしまった

ようです。 

 初めの頃は、ピーピー鳴いて親を恋しがっているよ

うに聞こえましたが、親兄弟の記憶も日に日に薄れた

のか、頻繁には鳴かなくなりました。わが子可愛さ

で、仕事が進まない状態。「瀬戸さん、遅刻しないよう

に。」とせかされ、後ろ髪をひかれながら仕事に出掛け

ます。猫でなく（笑）すずめかわいがりの僕。『トボ

チャンおはよう！』の掛け声で一日が始まりました。

あっちこっち飛び歩き、事務所の中を好きにさせてい

ました。が、楽しい日々もいつまでもは続きませんで

した。ある日、トボチャンが急によろよろと倒れまし

た。どこかにぶつかって脳しんとうでも起したのだろ

うと思うところですが、その日は倒れ方が尋常ではな

かったので、慌てて手のひらに乗せ、様子をみまし

た。瞼を閉じて

しまい、身体が

小さくかじかん

でしまったトボ

チ ャ ン に、『頑

張 れ。行 く

な。』と、泣 き

たくなりそうな

気持ちをぐっと

こらえて祈り続トボチャン 
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けました。２分程だったでしょうか、とても長い時間

に感じましたが、トボチャンの瞼が開き、僕の指先を

ツンツンつつきました。『あー良かった。戻ってき

た。』囲っていたスタッフ皆で、万歳三唱です。10分

程で、いつものように羽根づくろいを始め 何事もな

かったようにピョンビョン歩き始めました。ホッとは

したのですが、なんとなく心配で、休日が続くことも

あり自宅に連れて帰りました。何度となくトボチャン

の様子を確かめていました。夜中の２時までは確かに

元気だったのです。しかし、明け方６時にのぞいた

時、トボチャンは横に倒れて冷たくなっていました。 

 拾ってきてから２週間。僕らにとっては、いつも一

緒に傍にいた可愛い可愛い子供の様な存在です。『親元

に帰さねば』と皆の手前言ってはいても 『よーし、

てなづけて放し飼いにするぞ。トボと呼んだら肩に

乗ってくるんだぞ。』などと一人でほくそえんでいた僕

でした。悲しいです。寂しいです。目に触れると辛い

ので、トボチャンの物、総てを処分し、思い出を払拭

しようと努めました。土に返し線香をたむけたトボ

チャンの墓に毎朝手を合わせていました。悲しみを

じっと我慢の数日の休日でした。「もう、二度と動物を

拾ってきたりしない。こんな思いはもうしたくない。」

休み明けに事務所のスタッフに訃報と僕の辛い思いを

伝えたら、こんな言葉が帰ってきました。 

 「トボチャンは、救って欲しくて差し伸べられた瀬

戸さんの手のひらに自ら乗ってきたのでしょう。だか

ら、瀬戸さんに拾われて可愛がられて、トボチャンは

とても幸せだったはず。生き延びた時間の長さではあ

りません。トボチャンは私達にも幸せの時間をたくさ

んくれました。あんな小さな体でも皆に微笑みをくれ

ました。またいつかどこかで、瀬戸さんに救いを求め

てきた生き物を、別れが辛いから救わないって言えま

すか。救いを求める小さな命を守ってあげるのは人間

の役目ですし、瀬戸さんはそう考える人ですよね。」

と。   

 トボチャンを失った悲しみで、目先のことしか見え

なかった自分に反省です。今回、『スズメ』を色々勉強

し、小さい命を愛でるチャンスを授けてくれたのは、

トボチャンでした。出会いに感謝こそすれ、出会いを

否定するような考えは間違っていました。払拭するど

ころか可愛かったトボチャンをいつまでも覚えていて

あげなくてはいけません。その日から、僕らのパソコ

ンのデスクトップ画面は、可愛いトボチャンに変わり

ました。忘れないであげようとのスタッフ共々の思い

です。  

 そろそろ秋の彼岸です。日常の忙しさに追われ、思

い出すことの少なくなった両親や親戚の皆さんと会え

る時期です。今回のことで、改めて思い出してあげる

ことが供養だと教えられました。僕自身、祝島で育ん

だ小動物への愛は60年経った今でも健在です。祝島で

も、島民の皆様が猫に声をかけ、豚飼育に協力をし、

自然を保護し、スナメリも近海域でみられるように

なっているようです。幼い時代に育くまれた自然の保

護への関心や生き物へのいつくしみなどの日常の暮ら

しが、大人になった時まで影響するものならば、安心

して小動物を育てていける環境を子供達に与えなけれ

ばいけないと思いました。そして、何処よりも自然と

住む人の優しさがあふれる祝島が、いつまでも元気で

いてくださることを心から願うばかりです。 

瀬戸こうじさん、「アイランダー２０１３」に出演予定 

 11月23日（土）、24日（日）の二日間、東京・池

袋のサンシャインシティで開催される「アイランダー

2013」（本誌12ページ参照）のステージイベント

に、祝島出身の歌手・瀬戸こうじさんが出演される予

定です。出演時間はまだ未定ですが、決まりましたら

「アイランダー2013」のWebサイトに掲載される予

定ですので、そちらで確認してください。 

 瀬戸さんには、ステージで祝島紹介のプレゼンテー

ションと、『祝島讃歌』の歌を披露していただく予定で

すので、お楽しみに！ 

 ※「アイランダー2013」Webサイト 

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



お知らせ ＆ 募集 

小祝島と孫祝島？ 

 皆さんお元気ですか？ 今年の夏はとても暑く、残暑もつい先日まで続いていましたが、ここにきて急に肌寒くな

りましたね。風邪など引いておられないでしょうか。私はおかげさまで、風邪を引く暇もないくらい忙しい毎日を過

ごしています。 

 さて、「いわいしま通信」の創刊2号からずっと連載しておりました橋部さんの「花＊花クイズ」は今回が最終回

となりました。橋部さん、ご苦労様でした。橋部さんには、しばらく充電していただいて、また新しい連載をお願い

できればと思います。そして、表紙では今回から大井しげる先生の新しいシリーズ「祝島物語」が始まりました。毎

回、祝島を題材にした楽しいイラストを描いていただきます。お楽しみに。 

 そしてそして、お知らせコーナーにも掲載した「アイランダー2013」には、私も「祝島ブース」の出展スタッフ

として参加します。2年ぶりの東京行きです。東京近郊にお住いの会員の皆さん、ぜひ「アイランダー2013」の会

場でお会いしましょう。楽しみにしています。 

 次回の会報は、なんとか年内にもう1回発行したいと思っています。         （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42号 

発行日：2013年10月16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/ 

■「アイランダー2013」に祝島ブースを出展します 

 全国の島々が集まる祭典「アイランダー2013」に祝島ブースを出展するこ

とが決まりました。このイベントは、日本離島センターが主催し、毎年行われ

ているもので、祝島からの出展は今年が初めてになります。今回の出展は祝島

ネット21が中心になって行います。ぜひ、ご来場ください。また、お知り合い

のみなさまにも宣伝よろしくお願いします。 

 

 【イベント名】アイランダー2013 

 【日時】2013年11月23日（土）10～18時、 24日（日）10～17時 

 【会場】東京都・池袋 サンシャインシティ 文化会館3F 展示ホールC 

     ＜アクセス＞・池袋駅東口から徒歩8分 

           ・東池袋駅（地下鉄有楽町線）2番出口から徒歩3分 

           ・東池袋4丁目駅（都電）から徒歩4分 
 
 【日程】22日（金） 15時～18時 準備 

     23日（土） 8時～9時半 準備、10時～18時 イベント開催 

     24日（日） 10時～17時 イベント開催、17時～19時  片づけ  
 
 【Webサイト】http://www.i-lander.com/  ←詳しい情報はこちらのサイトをご覧ください 

  

※出展の準備や、イベント当日のスタッフを手伝っていただける方を募集しています。可能な方はお早めに、祝島ネット21

事務局の國弘（電話 090-8069-5066、メール kunihiro@iwaishima.jp）までご連絡ください。 

アイランダー2013のポスター 


