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＜連載＞ 祝島・記憶の玉手箱（３）

～酒造り・祝島の杜氏たち～

語り部 ： いっちーさあ、ますちゃん
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。3
回目の今回は、長年酒造りに携わって来られた、いっ
ちーさあ（77歳）と、奥さんのますちゃん（70歳）の
お二人に「祝島の杜氏」についてお話を伺いました。

らんにゃあならん。そいじゃけえ、農閑期には皆行き
よったねぇ。
司会：そんなにたくさん行ってたんですねぇ。
いっちーさあ：公民館を覚えちょるかのぉ。今の大津の
店があるところ。あの広いところで、昔は杜氏になるた
めの試験をしよったんじゃが、入りきれんほどよおけぇ

司会：いつごろから酒造りに行かれてたんですか？
いっちーさあ：16歳の時から69歳までの53年間出
ちょった。昭和27年頃からおじさんに連れられて宇部
の方からずっと岩国の方まで行きよったねぇ。その間、
家を建てる時に1年ほど休うだだけじゃった。蔵もだい

の人が試験を受けよったんで。わしらぁはまだ当時は
10代じゃったけぇ試験を受けるほどの価値もなかった
が。「祝島杜氏組合」言うのがあって・・優秀な杜氏が
おいかった。

ぶ変わったが、広島の「千福」にも行ったし、岩国の「五

司会：へえ、すごいですねぇ。

橋」あそこにも行った。あそこは酒井酒造言うんじゃが、

いっちーさあ：原田のひんでーさあ、あれも杜氏じゃっ

たいてい酒蔵は酒の名前で呼ぶけえねえ。広島の「千代

たが、あそこは兄弟が3人とも杜氏じゃった。そのお父

乃春」には杜氏で20年以上おった。

さんが名杜氏じゃったんじゃあ。それと木村の力ちゃん

司会：どれくらいの期間行かれるんですか？

のお父さん、あれも名杜氏じゃった。ほいじゃけえ、木

いっちーさあ：毎年、11月20日頃から翌年の4月12
日頃までじゃねぇ。

村系統と原田系統が祝島の杜氏を占めちょったのいね。
それで、「引き」言うんかねえ「ひっぱり」言うんかね
え、杜氏とか頭（かしら）が、親類とか兄弟とか、近所

ますちゃん：行ったら終わるまでは帰っちゃあ来ん
じゃったよ。

の者を連れて行きよったのいね。
ますちゃん：信用のある人を連れて行かんにゃあねぇ。

司会：当時、祝島には杜氏は何人くらいいましたか？

じゃけえ、優秀な人がおいかったよ。

いっちーさあ：酒造りに行きよったのは、100人たぁ

いっちーさあ：わしらあ百何十人か使うたが、この人は

おったいね。杜氏はねぇ・・何人くらいおったかねぇ・・

杜氏になれる力があるとか、そういうのは使うてみたら

10人たぁ言わんおったじゃろう。

分かりよったねぇ。

ますちゃん：杜氏が10人でも、5人ずつ連れ
て行ったら50人じゃあ。じゃけぇ20人くら
いはおったんじゃぁないかねぇ。
いっちーさあ：わしらが覚えちょるのがそ
のくらいじゃが、昔はもっとおったんじゃあ
なあかねえ。それで、他県にもよけえ行き
よったねぇ。大分とか九州の方とか、あと広
島とか。祝島は有名なじゃったねぇ、杜氏が
おいかった。島にゃあ企業がないし、仕事が
ないけえねぇ、それしかないんじゃけえ。今
頃なら家を捨てて出りゃあえいんじゃが、そ
の頃は家も捨てられん、長男じゃけえ家も守
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司会：酒蔵での生活はどんなだったんですか？
いっちーさあ：朝3時に起きて、6時7時まで仕事して、

いっちーさあ：他人じゃからね。この人には任せられん
思うたら、斬る人もおったんよ。

ご飯を食べて寝て、8時に起きて12時まで仕事。それで

ますちゃん：自分のことのように働くけぇねぇ、嫌われ

12時に昼を食べてから3時まで寝て、それから起きて

たことがなかったよ。この人はねぇ、人をいじめるいう

夕方までしもうて、夕ご飯を食べて寝て、夜中にまた起

ことはようせん人じゃったけぇ。嘘も言わんし、一生懸

きて11時に麹の手入れ。そして12時頃に寝よおった。

命なんよ。

杜氏になってからは、3時間以上は寝る時間が取られ
だった。
司会：それだけ頻繁にチェックしないといけないんで
すねぇ。
いっちーさあ：夜中に20分か30分ほど、麹の仕事があ
るんじゃあ。麹は酵母のエサ。麹のええエサを酵母に食
わせたらええ酒が出来る。わしらぁそういうふうに若い
時から鍛えられた。米を蒸す前に水に漬ける、あの時間
でも秒単位の闘いになるんよ。
ますちゃん：責任者になったらもっと大変よ。

いっちーさあ：「おまえらあ寝ちょけ」言うて、「俺が
やっちょくけぇ」言うて、できることは自分でやりよっ
た。
ますちゃん：てごを可愛がってやったけぇねぇ。
いっちーさあ：「前のおやっさんは、おやじぶってから
いっつも検査室に入っちょったが、今度のおやっさん
は、よいよ検査室に入らんが、帳面はいつつけるんじゃ
ろうか」言いよった。わしは用もないのに入らん。帳面
は夜つけよったけぇ。
ますちゃん：昼はてごと一緒に一生懸命働きよった

いっちーさあ：責任者になったら、また仕事が違う。神

けぇねぇ。てごは「おやっさん、おやっさん」いうて好

経を使う。税務署が来るけえ大変じゃった。

くいねぇ。荒使いようせん人じゃけぇ。

・・と、アルコール度数やら何やら難しい計算をして見

いっちーさあ：「千福」らあ70人くらい杜氏がおったん

せてくれましたが、司会者には理解できず・・

じゃが、ほとんどの杜氏が「酵母がよけりゃええ酒がで

司会：こりゃあ頭が良くないと杜氏は無理ですねぇ・・。

きる」言うんじゃけど、わしはそうじゃあない。「酒を
一緒に造る仲間がねぇ、一緒に寝て飯を食うて、家族

いっちーさあ：やりだぁたら面白いよ。自信が着くい

じゃけぇね、気が合わんにゃあダメ。ええ酒を造るのは

ね。

『人の和』。酒造りは人づくりです。」言うたらテレビ

司会：杜氏の仕事が向いてたんでしょうねぇ。

局の記者がねぇ「こういう杜氏にゃあ会うたことがな

ますちゃん：半世紀も行ったんじゃけぇ、酒造りが好き
じゃったんじゃろうねぇ。
いっちーさあ：ケツぅ割らだったけえねえ。1回も途中
で戻らだったけえ。

い」言うてくれた。
司会：「いい酒を造るのは『人の和』」ですか。素敵な
言葉ですね。今日はいろいろと貴重なお話をありがとう
ございました。

ますちゃん：人から「酒造りのために生まれてきちょる
ようなもの」言われたいうて。
いっちーさあ：辞めてからも酒屋の夢ばっかり見よっ
たねぇ。まだ見ようる。
ますちゃん：何をやっても一緒いねぇ。親切に誠意を尽
くすのを人が見てくれたら、
「この人なら信用ができる」
いうて預けてくれるんよね。信用できんじゃったら、
「い
や、じゃったらはぁ辞めてくれ」いうて１年で首を斬ら
れるんよ。酒屋って厳しいから。
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会員リレーコラム（４３）

～ 松岡 孝典 さん ～

このコーナーは「祝島ネット21」の会員の皆さん

性で、何回かお酒の品評会で大賞を取りました。事業

に、自己紹介を兼ねて簡単なコラムを書いていただく

も順調でしたが昭和２０年の終戦ですべてを失い、私

コーナーです。今回は、東京にお住いの松岡孝典さん

の母の実家のある鹿児島に引き上げました。引揚げ当

です。

時、私はまだ3歳でした。
兄宏行は釜山で生まれ育ちました。終戦により、捕
虜として３年間シベリアに抑留されましたが、無事鹿
児島に帰還しました。それから、父と兄は菜種から油
を絞る製油工場を立ち上げました。その後、兄は工場
をやめ、司法書士の資格をとり活躍しておりました
が、10年ほど前に他界しました。父、兄ともに信心
深く、祝島と行者様をこよなく愛しており、生前は必
ず毎年祝島を訪れていました。
というのも、我が家と祝島の行者様の関係は深く、
江戸時代に先祖が高野山で入魂していただいた行者様
を祝島に運び、行者堂を作りし、お守りしてきたから

左端が松岡さん、右端が奥さん、その隣がお姉さん

です。しかし、戦前は羽振りの良かった父も終戦後は
経済的に苦しく、行者堂の手入れも十分できませんで

今年から、祝島ネット２１の会員になりました松岡

した。行者堂の雨漏りがひどくなったため、父はコン

孝典です。昨年、祝島通信第２１号の会員リレーコラ

クリートで小さな祠を作り、そこに行者様を移しまし

ムで紹介されました三田勉さんから、神舞のカレン

た。今の不動明王様が祭られている祠です。その後、

ダーを送っていただきましたが、その時、祝島ネット

何年かしてから、兄が祝島の皆様のお力を借りお堂を

２１があることを知らされ入会させていただきまし

修復し、行者様を今の所に戻しました。その時、兄が

た。三田勉さんとはいとこにあたります。

一人で行者様の像をお抱えし、元のところへお移しし

私と祝島の関わりは、父を通じてのもので、結婚す
るまで本籍は祝島にありました。

ましたが「行者様はすごく軽かった。きっとご自分で
移られたのだろう。」と言っていたのを覚えていま

私の祖父豊蔵は明治時代になり祝島をでて下松で酒

す。父や、兄は「行者様から、幾度となくお助けいた

造業を始めました。なぜ、祖父が祝島を出て下松で設

だいた。お前もお参りしろ。」とよく言っておりまし

備と技術の必要な酒造業を始めたのか、長年疑問を

た。祝島ネット２１の方々も是非一度参詣され、行者

持っておりましたが、祝島通信３８号の祝島の歴史を

様のお力をご体験ください。

探る（３８）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

私はというと、小学生のころ、父に連れられ祝島を
よく訪れました。その後は会社勤めもありほとんど

いく」とありますので、酒造業に何らかの繋がりが
あったのではないかと思い納得しました。その後、祖
父は朝鮮の釜山に場所を変え酒造業を続けました。
父甚太は祝島で生まれ、小学生まで住んでいまし
た。小学生の時、両親のいる朝鮮の釜山に渡りまし
た。その後、三田さんのお父さんと同じ山口高商を卒
業して、銀行に就職しました。しかし、祖父が亡く
なったため、釜山に戻り酒造業を引き継ぎました。お
酒の名前は、祝島の仏教に影響が大きかったと言われ
る了海和尚の名前をとり、“了海”でした。父は凝り
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明治以降の大きな時代の流れの中、わが家族は祝島
から遠隔の地で生活せざるを得なくなりました。それ
にもかかわらず、祝島の皆様は人情が厚く、行者様を
手厚く守っていただいて居りますことに深く感謝いた
します。また、いたるところに行者堂への案内があり
ますし、また、祝島の中学校は今休校しております
が、校歌に「行者の麓高台に」とあり、祝島の方々の
生活の中に溶け込んでいたことが分かります。
父が生まれ愛した祝島！ 祝島ネット２１の会員と
させていただき、こんなに嬉しいことはありません。
松岡さんの家族。「アイランダー2013」会場にて

皆さん、よろしくお願いします。

ノータッチでしたが、昨年、神舞を見させていただ

＜松岡孝典＞

き、今年は墓参りで、民宿くにひろさんに泊めていた
だきました。年を取り仕事も定年で辞めましたので、
今までの訪問と異なり、ゆっくりとした時間をすごす
ことができました。また、東京池袋で開催されました
アイランダー2013にも、息子邦浩（くにひろ）と出
かけ、國弘様はじめ祝島ネット２１の皆様がご活躍さ
れている様子を拝見させていただきました。祝島も國
弘さんという今の時代にマッチしたお方が島起こしを
やっておられるので、活性化するのではないかと期待
しております。

祝島中学校の校歌

環境色彩１０選に「祝島練塀の集落」が選ばれました
「公共の色彩を考える会」が主催する「2013年度
第26回 公共の色彩賞

環境色彩10選」に「祝島練

塀の集落」が選ばれました。
応募されたのは、篠崎幸惠さん（埼玉県）です。

性が際立って見え、単調でない色彩風景となっていま
す。島の斜面にはみかんとびわ畑が広がり、瀬戸内海
屈指の漁場として海の環境も他の地域より比較的守
られています。1982年に中国電力による上関原発

＜応募推薦文＞

が計画されましたが、今なお島民を中心とする反対運

◎祝島練塀の集落

動は続いています。この島は本当の豊かさを知ってお

山口県の南東部、上関町の田ノ浦の対岸4km先
に、周囲12kmの小さな祝島があります。古代より大
分県の国東半島へ至る重要な航路に位置し、航海の安

り、練塀の風景はその象徴ともいえます。
＜審査講評＞
台風など厳しい自然の風土を持つ環境の中で、伝統

全を守る神霊の島として崇められ、今なお4年に一

的で他に類を見ない練塀のデザインを守り続けてい

度、千年以上続く「神舞(かんまい)神事」が執り行な

る。石積をモルタルや漆喰で固めた練塀は、個々の石

われています。地理的に台風や強風にさらされること

にもそれぞれの色があり、単調でない色彩風景となっ

が多いため、石積をモルタルや漆喰で固めた「練塀」

ている。俯瞰で見た時も景観が統一されていて美し

が家々を囲むように施され、独特の風景を作り上げて

い。地元の原発計画に反対運動を続けてまだ計画を留

います。塀の間の狭い路地は城壁に囲まれた迷路のよ

めている地元住民の意思の強さが感じられる。

うな雰囲気で、これは周辺の島々にも類をみないもの

◎「公共の色彩を考える会」の色彩賞のページ

だといいます。白漆喰で固められた石はそれぞれの個

http://www.sgcpp.jp/hp/prize/26thlist/26thprize.htm
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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～ （５）

民宿くにひろ

優子

こんにちは、優子です。

ますが、まだたくさんいらっしゃって、民宿に泊まら

冬も本番・・朝晩の冷え込みだけでなく、吹きさら

れたお客さんが山を歩かれていると、
「食べんさい」

す風がずいぶんと冷たくなってきた12月の祝島。お

と、みかんを持たせてくれたりもして、山での様子を

ひさまが顔を出す日中、風のない時だけは、ほんの

嬉しそうに話されます。農家によってそれぞれ微妙に

ちょっと過ごしやすいけれど、それでも波止の方に出

味が違いますが、どこのみかんも甘味と酸味のバラン

かけると、海風でほっぺがきぃ～ん、と冷たくなり、

スがよく、味が濃くてとってもジューシーなみかんで

毛糸の帽子は手放せません。浜の通りは、海からの強

あることは変わりなく、本当に美味しいです。島から

い風が歩く身体を押してきます。すれ違うおじちゃん

離れて暮らす島出身者の方も島のみかんを楽しみに

おばちゃんと交わす言葉は「ひやいねぇ」とか、「さ

待っていらっしゃることでしょう。

ぶい ねぇ」の 言 葉ば かり。特 に強 い 風が 吹 くと き、

11月の終わりに、東京・池袋で開催された日本全

「今 日 は ニ シ が つ お い（強 い）」と か「今 日 は マ ジ

国の離島が集まるイベント「アイランダー2013」で

じゃあ」とか言うてです。季節風で西から吹く風を

は、島からは旦那さんと二人で参加しました。祝島

「ニシ」と呼び、台風や気圧配置によって南から吹く

ブースの出展は、3年来の希望で、念願叶ってのこ

風を「マジ」と呼ぶようです。冬の海は荒れることも

と、主催の離島センターの方々も喜んで迎えてくださ

多く、
「ニシ」が 吹く 時 は ハナ グ リか ら 祝島 ま での

いました。祝島ネット21の会員さんをはじめ、島を

間、定 期 船 も か

応援くださる方や民宿に泊まられた方などのお手伝い

なり揺れます。

や訪問に感謝です。祝島をアピールしつつ、懐かしく

双胴船である定

思って来てくださった方から初めて「祝島」を知った

期 船「い わ い」

方まで、さまざまな方との多くの出会いがとても嬉し

は、わ り あ い 安

く、二人とも声が枯れるまでおしゃべりし、とても賑

定感があります

やかで楽しい２日間の出展を終えることができまし

が、冬 の 荒 れ る

た。

海 で は、そ れ な

さて、早くも年の暮れ。井戸端に大集合していた近

りに揺れて結構スリルを味わいます。こうなると船長

所の島ネコ軍団も寒くなるに従い、その姿を見かける

さんを信頼するしかありません。毎回みんなの命を預

ことが少なくなってきましたが、今年、うちの倉庫で

かって船を操縦される船長さんには大感謝です。そう

生まれていた２匹の子猫だけは時折、にゃあにゃあと

いえば、最近「いわい」で見かける若い船員さんは、

遊びに来てくれます。なつき過ぎて、足元にまとわり

以前旦那さんが中学校でパソコンを教えていた頃の教

着いて転びそ

え子さんだとか。地元に未来を担う若い人が就職でき

うになるし、

るのは嬉しいことです。

甘えてくるの

最近、「いわい」の荷物置き場を占領しているのは

で戸を閉める

「みかん」
。今年も押し迫ってきたこの時期、島のみ

のも一苦労で

かんは甘くなってきて出荷最盛期を迎えています。以

すが、なつく

前は、國弘家もお父さんが峠でみかんを作っていたそ

と可愛いもの

うですが、その後びわ畑に替わり、残念ながら今は自

です。干支に

家製のみかんは食べることができません。びわと違っ

猫年がなくて、ちょっとかわいそうな気もしますが、

て、み か ん は 必 ず 予 防（農 薬 散 布）が 必 要 で、1 年

巳年から午年へチェンジ。力強く地を蹴って、駆けて

中、手がかかるのだそうで、昨年、みかんを作りたい

ゆく年。皆さんにとっても佳き年となりますように！

と話したら、猛反対されてしまいました・・残念。祝
島でみかんを作られている農家は高齢になりつつあり
祝島ネット２１会報 第４３号

◎民宿くにひろ
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＜連載＞ 祝島の魅力再発見！（４） ～ 行者堂 ～
さまざまな魅力にあふれる祝島。この連載では、皆

國弘 秀人

し、修験道の基礎を築いた、とされています。

さんによく知られた島の名物から、意外と知られてい

役行者については、数々の伝説があり、平安時代初

ないけど面白い穴場などを毎回紹介します。4回目の

期の史書『続日本紀』には、「役小角は鬼神を使って

今回は「行者堂」のお話です。

水を汲ませたり、薪を採りに行かせたりした。そし
て、もし言うことを聞かないようなことがあれば呪縛

祝島の山頂近くの

した。」と書かれています。また、「役小角は、初め

こんもりとした森の

葛城山に住んでいて、呪術で広く知られた存在だった

中にある祠、「行者

が、自分の弟子の韓国連広足にその能力を妬まれて、

堂」。島の 人たちは

人を怪しい言葉で惑わせるという讒言（ざんげん）に

「行者様」と呼んで

遭い、伊豆に流された。」とされています。

信仰しています。島

また、『日本現報善悪霊異記』では、「鬼神に命じ

の集落からは歩いて
約 1 時 間、ひ ら す ら
登りが続きますが、

お正月には多くの参拝者が
お詣りします

毎年お正月には、多くの島民がお詣りします。
「行者様」とは「役行者（えんのぎょうじゃ）」の
おにぎり弁当
ことです。「行者堂」にある立札には次のように書か
れています。

役 小角（えんの おづぬ）（役 行者）
大和國葛上郡茅原に生れる
寛政十一年（一七九九年）
神變大菩薩の勅諡號を賜わる
神佛調和の山岳佛教の開祖であられ
修験道（山伏行者）の元祖です
九州の諸山をめぐり豊前の彦山を開かれる
折に祝島に立寄られ行者の山にこもられて
海の豊漁、農の豊作、島民の安全を
祈願されたと傳えられている
役行者は本名が役小角、西暦634年に大和國葛城
上郡茅原（現在の奈良県御所市茅原）に生まれまし
た。17 歳 の 時 に 元 興
寺で孔雀明王の呪法を
学び、その後、葛城山
（または葛木山。現在
の 金 剛 山・大 和 葛 城
山）で 山 岳 修 行 を 行
い、熊 野 や 大 峰（大
峯）の山々で修行を重
ね、吉野の金峯山で金

祝島ネット２１会報 第４３号

ところ、葛木山の神である一言主が人に乗り移って文
武天皇に役小角の謀反を讒言した。役小角は天皇の使
いには捕らえられなかったが、母を人質にとられると
おとなしく捕らえられた。伊豆島に流されたが、昼だ
け伊豆におり、夜には空を飛んで富士山に行って修行
した。」と記述されています。

御祭神・御神像

祝島の行者様の石像

て大和国の金峯山と葛木山の間に橋をかけようとした

剛蔵王大権現を感得

その後も、曲亭馬琴の『南総里見八犬伝』や、最近
では藤川桂介の『宇宙皇子』など数多くの文芸作品に
も登場し、いわば日本のスーパーマン的存在として伝
承されています。
祝島の「行者堂」
に祀られている役行
者の石像は、江戸時
代に松岡家のご先祖
様が高野山から祝島
に運んだものだそう
です。祠に上る参道
に あ る 鳥 居 に は、
「松 岡 豊 蔵」「明 治

行者堂の鳥居

三十七年二月」と刻まれており、松岡家が代々行者様
を信仰し、大切にされてこられたことが偲ばれます。
最近では、毎年 12 月には島の有志の皆さんによっ
て、新しい注連縄作
りや、祠の清掃、道

集落

の草刈などが行わ
れ、新年を迎える準

行者堂

備が整えられていま
す。
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＜連載＞ せきれい （１２）

～曻地三郎先生と祝島～

石川 芳己

曻地三郎先生が平成25年

曻地三郎先生は晩年には手作りのおもちゃを使った

11 月 27 日 に 亡 く な っ た。

幼児教育に取り組み、国内外で年間60回ほどの講演行

107歳だった。日本の知的障

脚をしている。2005年から計7回にわたり世界一周

害児施設の先駆けとして知ら

の講演旅行を行った。これは、
「公共交通機関を利用し

れ る「し い の み 学 園」
（福 岡

て世界一周をした最高齢者」としてギネス世界記録に

市）を創設した教育者として

認定されている。文学博士であり医学博士でもある。

高名である。

明治以後、この二つの博士号を授与されたのは陸軍軍

曻地三郎先生は祝島の出身

医総監等を歴任した文豪の森鴎外以来だという快挙で

といってよいであろう。曻地

ある。福岡教育大学名誉教授でもある曻地三郎先生

三郎先生の旧姓は山本である。父の山本長八は祝島の

は、ペスタロッチ教育賞、吉川英治文化賞受賞、朝日

出身である。母は広島の人である。

社会福祉賞受賞等を受賞している。

曻地三郎先生は北海道の釧路市で生まれた。これは
父の長八が陸軍軍人として北海道に転任していた為で
ある。曻地三郎先生は大正2年（1913年）に父の郷
里の祝島に転居する。これは温暖な土地で教育を受け
させたいという父の考えであり、その為に、軍人を辞
めたのだという。曻地三郎先生は、祝島尋常小学校に
入学して、祝島で１年間過ごしている。すなわち、曻
地三郎先生は歴とした祝島の人なのである。
その後、曻地三郎先生は、旧制岩国中学校、広島高
等師範学校を経て、広島文理科大学（現広島大学）を
卒業した。曻地三郎先生は、小学校や師範学校などの
教員を経て福岡学芸大学（現福岡教育大学）教授だっ
た1954年、脳性麻痺だった息子二人のために妻とと

祝島小の始業式に100年ぶりに出席した曻地三郎先生
（写真提供：祝島フォト情報）

もに私財を投じ、福岡市に「しいのみ学園」を創設し

曻地三郎先生は、この4月に母校の祝島小学校を訪

たのである。その経緯は映画「しいのみ学園」にもな

れたばかりのことである。平成25年（2013年）4月

り広く知られ、各地での特別支援学級の設置につな

9日の祝島小学校の始業式に100年ぶりに出席したも

がったという。

のである。テレビや新聞等のマスコミでも大きく取り
上げられ話題になった。この日、全校児童の3人と椅
子を並べて「1年生の山本三郎です」と愛嬌たっぷり
に返事をしたという。曻地三郎先生の祝島小学校への
訪問は驚きと感動を与えてくれた。お洒落な先生は、
シルクハットに黄色のジャケット姿だった。
「卒業の年
にまた来たい」と6年後の再訪を誓ったという。しか
し、残念ながら、その夢は費え去ったが、曻地三郎先
生の祝島訪問は、祝島の子どもたちや祝島の人々には
大きな夢を与えてくれたのではなかろうか。
曻地三郎先生は、1 年で祝島小学校から転校した
が、夏休みごとに祖父母がいる島に遊びに来たとい

ギネスにも登録されている
（写真提供：祝島フォト情報）
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う。文字通り、祝島は、曻地三郎先生にとってふるさ
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とそのものである。曻地

て大きな足跡を残した。いわば蛍雪の功のお手本であ

三郎先生は、100年前の

る。

子どもの頃の想い出を島

曻地三郎先生は祝島の生んだ偉大な教育者であり、

の人達に語ったという。

人生に夢を与えてくれる希望の星である。祝島のみな

100年前は体が弱く勉強

らず多くの子どもたちに、曻地三郎先生の生き方に学

も出来なかったという話

び、大きな夢に向かってしっかりとこれからの人生を

などをされたという。し

歩んで欲しいと願うものである。謹んで曻地三郎先生

かし、そ の後、努力を 重

のご冥福をお祈りしたい。

ね、学問 に励み、教育 学
者として頭角を現し、特

ふるさとの島ふるさとの夏の海

芳己

別支援教育の先駆者とし
著書：「しいのみ学園」

絵っきー展覧会（１２）

エッキー浴野

『光のシャワー』

「光のシャワー」パステル画

B2サイズ

冬になると、冷たい海風が島の周囲を駆け巡りますが、
平さんの棚田へと続く道のあるがわは、寒風もさえぎられて温かな日差しが気持ちいい。
寒雲の隙間から、天のスポットライトが降り注ぎ、
雲とともに猛烈なスピードで移動しています。海に黄色い道を作りながら・・・。

祝島ネット２１会報 第４３号
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＜連載＞ふるさとを思う Part２ （３）

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

遺族のためにすべきことを総てしてあった・・とのこ

す。瀬戸さんの身近な出来事や、最近思っていること

とでした。お陰様で今の僕は、元気に、仕事・歌と張

などを徒然なるままに綴っていただきます。

り合いのある生活を送らせていただいていますが、身
の回りに確実に人生を閉じる時が近付いていることを
知らされているこの頃です。そして、人として、どう
閉じるかを考える試練を与えられたようで、真摯に向
き合って行こうと思います。
故郷祝島をなんとか応援したい・・その方法が僕に
は、
『祝島讃歌』を歌わせていただくことでした。東京
池 袋 で「ア イ ラ ン ダ ― 2013」が あ り、3 年 越 し で
やっと『祝島』の出展が叶いました。ネット21の会員
の皆さまにもお手伝い頂き、僕のファンも関係者も大
勢駆けつけてくれました。ステージで『祝島讃歌』も
披露させていただき、少しはお役に立てたかなと、胸
をなでおろしています。ブース店頭には、「枇杷茶」も

皆様こんにちは、瀬戸こうじ（河下正信）です。早

「木 工 キ ー ホ ル ダ ー」も「2014 年 カ レ ン ダ ー」も

いもので、2013年もあとわずかです。
『師走』と言い

「祝島フォト」も並べられました。まさに、民宿くに

ますがまさに、坊さんだけでなく、誰もが気も身体も

ひろの若夫婦お二人の努力の結晶でした。この日、國

走り始めますね。あと数日でこの世が終わるわけでは

弘さんに嬉しいご了解を得まして、「祝島観光大使」を

ないのですが、大晦日と正月の間には太い線が引かれ

仰せつかることと相成りました。微力ではありますが、

ていて、そこまでにするべきことを総てしておかない

「祝島観光大使」として、喉が健康な限り、
『祝島讃

といけない・・そんな焦りがあります。今年こそは早

歌』を歌っていきます。有難うございます。

めにやるべきことは・・と思いながら毎年走らされて
いる気分です。

東京や関東地区にいる祝島出身者や関係者や祝島を
応援して下さる方々をまとめようとしてくださってい

今年もいろいろありました。僕も還暦を過ぎまし

る諸先輩の方々がおられます。いつか皆が集まって小

た。人間を60年もやっているとどこかしこに支障が生

さな組織を作れればいいと思っておられますが、なか

じてきます。電気製品も10年、家屋も40年で見直し

なか実行に結びつきません。いままでも、祝島から東

が必要とか言われます。それらの年数をずっと過ぎて

京のイベントに参加してくださっても、東京在住の祝

いますので、多少の故障は仕方ありませんね。寂しい
ことですが、仲間の支障や訃報も届きます。先日3つ
年上の友人から電話があり、
「医者から長くとも5年と
の宣告を受けた。開腹手術を試みたが、なすすべなく
そのまま閉じた。
」と聞かされました。
「恥じないよう
な生き方をするから、大丈夫だよ。」の言葉に僕は声が
詰まって何も答えられませんでした。ただ、「今の僕に
出来ることはあるか」と尋ねるのが精一杯でした。そ
して、こんなこともありました。
「余命半年」と宣告を
受けた知人が、最後に大好きな寿司を腹いっぱい食べ
て、そ の あ と、一 人 で 船 を 出 し た ま ま 戻 ら な か っ
た・・と。亡くなった後、彼の身の回りを調べたら、
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「アイランダー2013」のステージで歌う
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島関係者の人々に連絡が行き届かず、小さな活動にし

ても感激しています。作詞をしてくださった西山博さ

かなれませんでした。僕も参加させてもらいながら、

んも、大阪で一生懸命広めて下さり、
・・・うわさで

なんでもっと大きな渦にならないのだろうかと、もど

は、
「浪速の瀬戸ひろし」と名のっているとか!?

かしさも感じていました。

の皆様が、
『東京の瀬戸こうじ』の歌を楽しみにしてい

大阪

僕の歌の活動で、お客様を動員せねばならないこと

て下さると伺い、この年末には、大阪方面に営業を兼

もあります。お声掛けに躊躇することもあります。し

ねて伺わせていただきます。ワンステージと、10店舗

かしながら、お声掛けしていくうちに、参加して下さ

ほどを回らせていただく予定です。有難いことです。

る方の面々に、懐かしい方のお顔もみられるようにな

ひとりひとりの小さな努力が皆で集まることによっ

りました。親戚の集まりが、だんだん祝島の集まりに

て、大きなうねりになれ ばと思います。それこそ、

なりつつあります。そして、皆さん久し振りの再会を

ベートーベン第九の「歓喜の歌」のように、祝島と東

とても喜んでくださり、瀬戸の歌の集いが、祝島同窓

京の皆さんで『祝島讃歌』を大合唱する大晦日・・な

会になり始めています。この同窓会をもっと大きくで

どが来るといいなぁ。

き な い か な ぁ。そ ん な こ と を 考 え て い た 頃、11 月

「祝島の先人たちは、時代の変化に流されず自然に

23、24日の「アイランダ―2013」に集まられた有

恵まれた狭い小さな土地と美しい海を守り続けてきま

志の中である提案が持ち上がりました。東京で、祝島

した。その故郷に感謝をこめて、恩返しができればと

生まれの方々と、祝島関係者と、祝島応援団とが集ま

『祝島讃歌』を歌わせていただいています。
」・・・紺

る新年会を催す計画が、この会場で決まりました。

碧の海が脳裏に広がります。西の高台から見下ろす波

どうしてここだったのか・・というと、
「アイランダ

止場が見えます。連絡船の汽笛が『ボーッ』と鳴った

―2013」での、僕らの祝島の出展が有難くもあり、

と思った時、僕はマイクを握りステージへ向かいま

寂しくも感じられたからです。
「何か、東京にいる僕ら

す。

にできることもあるのではないだろうか?!」 そんな思

♪

瀬戸の荒波

紺碧の海

♪

いが口には出しませんが、来場の皆さまに共通して感
じられたことだったのではないかと思っています。今
の僕らにできること・・・そんなことを探ってみよう
かと考えています。その最初のきっかけの新年会です。
「いつやるの? 今でしょ。」流行語で大賞をもらいまし
た ね。当 た り 前 の よ う な 言 葉 で す が、い つ か や

2014年版「祝島カレンダー」
が出来ました

る・・・といっても、人生は限りなく続くものではな

毎年恒例の「祝島カ

く、やれる時にやっておかねばいけないですね。時間

レンダー」の2014年

に、人生に、限界を感じさせられる現実が訪れている

版が出来ました。会員

ことは確かですし、これは年齢に関係なく、だれにも

の皆さんにはすでに5

平等かもしれません。今の僕らにできること・・・そ

部ずつ配布しておりま

んなことを探ろうとしている方々が集まり始めます。

すので、ご自宅に飾ら

東京にいる人間に祝島の何がわかるか・・そんなふう

れる他、ご友人等にも

に言われてしまうかもしれませんが、僕らに出来る範

お渡しいただいて、祝

囲の活動を動かし始めてみたいと思います。ネット21
の皆様も是非ご参加ください。
「瀬戸こうじ」 としての歌活動も地道ではあります
が、東京でも『祝島讃歌』が皆さんに歌われて、
「祝
島」に関心を持ってくれています。最近では、ステー

島のPRにご活用くだ
さ い。ま た、例 年 通
り、祝島自治会を通し
て、島内全戸に1部ず
つ配布していただきました。

ジで歌わせていただいても、合唱になることもありと
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お知らせ ＆ 募集
■「祝島日和。」ポスター展示しています
「アイランダー2013」出展のために製作した「祝島
日和。」ポスターを、祝島郵便局に展示しています。ポス
ターは全部で5種類、「万葉の島」
「練塀」
「神舞」
「びわ」
「平さんの棚田」です。展示期間は未定。
ポスター（A2サイズ）は、各1枚ずつしか製作してお
りませんが、必要な方は、1枚2000円で追加注文できま
すので、事務局までご連絡ください。
「祝島日和。」ポスター展示中です

■「祝島はっぴ」を貸し出します
祝島出身で、プリント工房「クリエイト」を経営されている岩本勝則さ
んが、
「アイランダー2013」出展に合わせて法被（はっぴ）を寄付して
くださいました。もちろんアイランダーでは祝島ブースのユニフォームと
して使わせていただきました。今後、他にもさまざまなイベント等で活用
させていただく予定です。岩本さん、ありがとうございました。
祝島ネット21では、この法被を有効に活用するため、希望者に貸し出
しもいたします。全部で10着あります。サイズはフリーサイズです。ご
希望の方は事務局までご連絡ください。
※貸出料は無料ですが、送料はご負担ください。
アイランダーで大活躍の「祝島はっぴ」 ◎プリント工房「クリエイト」 http://create1003.tf.shopserve.jp/

編集後記
さまざまなことがあった2013年も、まもなく幕を閉じようとしています。今年1年間の祝島ネット21の活動を振
り返ってみると、4月のお花見クルーズは悪天候で中止となりましたが、8月には「祝島 昔なつかし写真展Part2」
を開催、9月にはアトリエKenjiさんと共同で「祝島 川口健治 絵画展」を開催、そして11月には「アイランダー
2013」に祝島ブースを出展しました。会報は今回でなんとか目標の年3回発行をクリアできました。このような活
動を続けていけるのは、会員の皆さんをはじめ、祝島を応援してくださる皆様のご協力のおかげです。いつもありが
とうございます。
さて、皆さんは来年はどのような目標をお持ちでしょうか。まだ目標を立てていない方は、ぜひ年の初めに目標を
立ててみましょう。私も今考えているところですが、個人的には、島での雇用創出になるような活動やUターンを促
進するような取組みに力を入れていきたいと思っています。皆さんにとって2014年がよい年になりますように。
次回の会報は、2014年春を予定しています。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。
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