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＜連載＞ 祝島・記憶の玉手箱（４）

～あそびうた～

語り部 ： ちーちゃん、まーちゃん
島のお年寄りに、毎回違うテーマで昔の祝島の様子を

もしもし姉さんどこ行くの

お話していただく「祝島・記憶の玉手箱」シリーズ。

私は九州鹿児島へ

いつも大きな声で賑わしい島のおばちゃんたち。２

西郷の娘でございます

明治9年の戦争で討死(うちじに)なされた父上の

人、３人と寄ればポンポン飛び出す思い出話、笑い声が

お墓参りをいたします

絶えません。今回は、その昔、おばちゃんたちが少女だっ

そりょう、こうしちゃあせよーった。

た頃、どんな遊びをしていたか、ちーちゃん（89歳）と

それから、「おまんがおととはどこ行った」いうのもせ

まーちゃん（82歳）に聴いてみました。

よーったよ。それも「ジャコかい」でやったり、ボール
をついたりせよーった。

司会：今日は子供の頃の遊びについてお話を聞かせて
欲しいのですが、どんな遊びをしていましたか？
ちーちゃん：「ジャコかい」言うのを、ようせよおった。
お手玉のこといで。

司会：どちらも同じ歌を歌いながらやるんですか？
その歌もぜひ聴かせてください。
ちーちゃん：ほんなら聴かしちゃろう。あはは。
おまんがおととは

ジャコかい ジャコかい 何匁(もんめ)
ジャコ1匁 ジャコ2匁 ジャコ3匁
おおー 高いの 高いの
言うちゃー歌いよった。「高いの

どこ行った

ナーンガ長崎金掘りに

金も掘らずにあともどり

あとには大雪大あられ

先にはボタンの花が散る

つい、それほどを歌うんよ。

高いの」言うて、上へあげたら、

司会：へー。お手玉もまりつきも同じ歌を歌うことが

次の者がそりょう受けて続けて

あったんですね。まりつきと言えば、

せるんじゃあ。

私たちは「あんたがたどこさ」でした

司会：何人で遊ぶんですか？
ちーちゃん：二人でも三人でも、何人でも、そこにおる
者でやりょおったよ。
司会：ジャコというのは魚のことですかね？
ちーちゃん：そりょう言うんじゃろう思うけれども、祝
島じゃあ私らあは、お手玉のことを「ジャコかい」言い
よった。
司会：へえー。他にもそんな歌を覚えてますか？
ちーちゃん：「1かけ2かけ3かけて」言うのもせよおっ
た。
司会：それもお手玉をやりながら歌うんですか？
ちーちゃん：はぁ。
1かけ2かけ3かけて
4(し)かけて5かけて橋をかけ

が。
ちーちゃん：それも歌よーったよ。
あんたがたどこさ
肥後どこさ

熊本さ

熊本どこさ

船場さ

肥後さ

船場山には
大きなタヌキがおってさ
それを漁師が鉄砲で撃ってさ
煮てさ

焼いてさ

食ってさ

それを木の葉でちょいとかぶせ
司会：最後にボールを後ろにやるんですよね？
ちーちゃん：それで後ろでこうやって隠す。
司会：そうそう。それは私たちの頃と一緒ですね。
まーちゃん：わしらの子どもの頃は、ちょうど戦時中
じゃったけえ、ボールを買ういうのも無かった。

橋の欄干腰をかけ

司会：そうですか。ちょうど小学生頃に戦争で大変な時

はるか向こうを眺むれば

代だったんですねぇ。ところで、男の子はどんな遊びを

17、8の小娘が、片手に花持ち、線香持ち、

していましたか？
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ちーちゃん：男は「ぶっつけ」やろをせよーったいね。
「ぶっつけ」やら「ぴっち」やら。
司会：「ぶっつけ」と言うのは「めんこ」のことですよ
ね。「ぴっち」と言うのは？

あの頃は、まだ藁で縄をのーて、そりょー使うたり、船
のロープの切れ端をつなげたりして作りよった。
まーちゃん：「ぶっつけ」やらぁ、うちらあのかどに人
が集まりょーたけえ、ようせよーったねぇ。ちーっと広
い泥道があったら「ムクロージ」をせよーったぁ。

ちーちゃん：「ぴっち」言うなぁ、これぐらいの丸い厚
紙で、へりにゴムが付いちょったんじゃあ。ひっつくよ
うに。5円玉くらいの太さでねえ、ぴっちん言うちゃー
ねえ、それが20枚くらいが1つになっちょるのいね。そ
りょう、こうしちゃー取っちゃー、ひっつけちゃーせ
よーった。

ちーちゃん：「ムクロージ」をせるなぁ、おなごの子
じゃった。
司会：どんな遊びですか？
ちーちゃん：「ムクロージ」言うなぁ、ムクのタネいね。
羽根つきの羽根に黒い玉が付いちょろう、あれじゃあ。

司会：そういう物を売ってたんですか？
ちーちゃん：はぁ。サンスーじいじい方で売りよった。

そりょーねぇ、鳥居の絵を描いて裾の方から一人わて投
げるのいね。5つなら5つずつ持って投げちゃー、鳥居の
中に入ったら、そりょう拾いよったぁ。それで、みんな

司会：サンスーじいじい？

が投げて、中へ入らんかったのがこ

ちーちゃん：サンスーじいじい言うなぁ、アメリカに

ろがっちょろう、そりょー今度は、

行っちょったんじゃが、戻ってきてから店を出しちょっ

こっちから打つのいで。そいで、当

たんよ。

てたらそりょーもらいよった。

まーちゃん：そのサンスーじいじいが、寺の御誕生日の

司会：ビー玉みたいですねぇ。

時に光明寺やらによう店を出しょーったぁ。ありょう覚

まーちゃん：そうそう。ビー玉は穴

えちょる。

を掘ってやるんじゃったがねぇ。

司会：何屋さんだったのですか？

ちーちゃん：それで、マーブル（ビー玉）でもそうじゃ

まーちゃん：雑貨屋。子どものおもちゃやら、菓子やら

が、当たったのが、また次のに当たろう、そいたら「ビッ

売りよった。クジを引いたりのんたぁ。

ター、ビッター」言うちゃあ、それも取りよったぁ。

ちーちゃん：「かごめかごめ」言うのもせよーったよ。

司会：そのタネは山に採りに行ってたんですか？

かごめかごめ

籠の中の鳥は

いついつ出やる

夜明けの晩に

鶴と亀が舞い踊る

後ろの正面だあれ

ちーちゃん：今の山本の店があろう？西山。あれにムク
の木があったのいね、北野に。そのタネを採ってから店
で売りよったんよ。

「取るんなら取ってみい」、言うて走り逃げよった。あ
ははは。
まーちゃん：縄跳びやらゴム飛びやらもやりょーった。

司会：買いに行ってたんですか？
ちーちゃん：一銭持って行ったら両手に一杯売ってく
れよった。それで遊びよったんよ。おなごの子はね。そ

ちーちゃん：縄跳びをせりゃー「大波小波」じゃのん

れで、強い者は、買わーでも、なんぼーでももらわれる

たぁ。

が、弱ぁ者は、自分の手持ちが無ぁようになったら、一

大波小波

沖は波が強いど

牛島の小坊がロー（櫓）を押す
あーといびっくりこびっくり
波がたちゃ

とーま（苫）の下にひっかごめ

言うちゃーのんたぁ。
ひっくり返して

あんどんま

言うちゃー、こうしちゃー縄のなにを飛びょーったぁ。
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司会：昔は、身のまわりにあるものを使ったり、自分で
作ったり、工夫して遊んでたんですね。歳が違っても近
所の子どもたちが集まって、みんなで遊ぶことが多かっ
た・・そこからいろんなことを教えてもらってた気がし
ます。 今日は楽しいお話をありがとうございました。
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会員リレーコラム（４４）

～ 伊達 三代子 さん ～

このコーナーは「祝島ネット21」の会員の皆さん

て、お話をお聴きする

に、自己紹介を兼ねて簡単なコラムを書いていただく

と、島の未来に明るい

コーナーです。今回は、広島市にお住いの伊達三代子

ビジョンを考えておら

さんです。

れます。
祝島には雄大な自

皆様、はじめまして。
広島市在住の猫好きおば

然、透明度の高い海、

ちゃん、伊達三代子と申

練塀、美味しい海の

します。趣味は動物たち

幸、そして、びわ、び

の写真撮影です。

わ茶、寒干し大根等、
すべてが揃っていま

私と祝島とのご縁は
2012年、釣りで祝島に

す。こんな素晴らしい

通っておられる方から

所は他にはないと思っ

「山口県の祝島って所に

ています。
実は今年のはじめ、悲しい出来事がありました。祝

はネコがいっぱいいる
よ」と、教えて頂き、

島の愛らしいネコちゃん達がネコのインフルエンザ

即、行動しました(笑)。

(猫ウイルス性鼻気管炎)に感染し、多くのネコが亡く

あの愛らしいネコ達に魅
せられて、祝島詣でが始

伊達三代子さん
祝島の波止場にて

まったのです。

なってしまい、とてもショックを受けました・・・。
しかし、5月から6月頃には又、新たな命が誕生する
事に思いを馳

私にはお気に入りの場所があります。民宿くにひろ

せ、気持ちを

さんから海に向かって真っ直ぐ出た波止の所です。1

切り替えて心

～2時間ぼ～っとしていると、いつの間にかネコ達が

待ちにしてい

私のそばに座っているんですよ。何とも至福のひとと

ます。

きです。
春の波止

私は、平さ
んの棚田や行

からの朝

者様も行った

景、秋の小

事がありませ

祝島の夕景

んが、そんな

は、とても

こんな、私の心を元気にして下さる祝島が大好きで

すばらしく

す。祝島の皆様、今年も度々お邪魔しますので宜しく

祝島の宝物

お願い致します。感謝。

の1つだと思っています。

島ネコを撮影中の伊達さん

＜伊達三代子＞

そして、とても素敵な民宿くにひろ御夫妻、親切な
西山さん達と出会い、ネコ撮影が目的だったことか
ら、その方々とお会いできる事もまた楽しみになって
まいりました。本当、親戚に遊びに行く感覚です。昨
年もほぼ毎月のように通い、くにひろさんより皆勤
賞！！を頂けるかも(笑)と、娘と冗談を言ったりしま
した。くにひろ御夫妻は祝島活性化の為、とても御尽
力されており、民宿に観光案内所を開設されたりもし
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＜連載＞ 祝島の魅力再発見！（５）

～ 万葉の島 ～

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

の 二 首 の 中 で 使 わ れ て い る「斎 ふ（い は ふ・い わ

さんによく知られた島の名物から、意外と知られてい

う）」という言葉には、元々「神として崇め祭る」

ないけど面白い穴場などを毎回紹介します。5回目の

「神の力を借りて守る」という意味があり、航海の無

今回は「万葉集」のお話です。

事を「祈る」想いが込められているようです。

祝島の歴史は古く、日本最古の和歌集「万葉集」の

「万葉集」は、日本で最も古い歌集で、7世紀後半

中にも、その名が登場することから、「万葉の島」と

から8世紀後半にかけて編纂されたと考えられていま

も呼ばれています。

す。全部で20巻、およそ4540首が収められていま

いえびと

かえ

はやこ

いわいしま いわ

ま

たび ゆ

す。万葉集が編纂された頃は、まだ「カタカナ」や

家人は 帰り早来と 祝 島 斎ひ待つらむ 旅行くわれを

「ひらがな」が使われていなかったため、「万葉仮

（巻15-3636）

名」と呼ばれる独特の表記法が用いられています。
「万葉仮名」は、漢字の音訓だけを借用して日本語を

（意味）
故郷に残る家族たちは、早く帰って来いと、祝島の

表記しようとしたもので、元々の漢字の表わす意味と

名のように、旅行く私の無事を祈って（斎って）待っ

は関係のない使われ方をしているものも沢山ありま

ていることだろう。

す。祝島の登場する二首を「万葉仮名」で表記した原
文は、以下のようになります。

くさまくら たび ゆ

ひと

いわいしま い く よ ふ

いわ

き

草 枕 旅行く人を 祝 島 幾代経るまで 斎ひ来にけむ
（巻15-3637）
（意味）
草を枕に旅行く人の無事を祈ってきたという祝島、

伊敝妣等波 可敝里波也許等 伊波比之麻
伊波比麻都良牟 多妣由久和礼乎
いへびとは かへりはやこと いはひしま
いはひまつらむ たびゆくわれを

どれほど長い歳月、祈り続けてきたのだろう。
この二首は、天平8年、朝鮮半島の新羅（しらぎ）
の国に遣わされた遣新羅使が周防國玖河郡麻里布浦
（現在の田布施町麻里府の沖あたり）を航海する船上

久左麻久良 多妣由久比等乎 伊波比之麻
伊久与布流末弖 伊波比伎尓家牟
くさまくら たびゆくひとを いはひしま
いくよふるまで いはひきにけむ

で詠んだ歌として、万葉集の第15巻に収められてい
ます。
祝島は、当時の都のあった近畿地方と九州を結ぶ古
代航路上の要衝であり、島伝いに航海が可能な瀬戸内
海航路の西の端にあたります。祝島と姫島（大分県）
の間には島影もなく、周防灘と伊予灘が広がってい
て、当時の船にとっては、航海の難所であったと思わ

昭和54年、島の出身者の寄付により、島内の「す
いさんか広場」に、これら二首の歌が刻まれた「万葉
の碑」が建立されました。「万葉の碑」の前に立ち、
はるか天平の昔に想いを馳せてみてはいかがでしょう
か。祝島は今も、この海を旅する人々を見守り、斎い
続けています。

れます。このような背景から、祝島は航海の安全を守
る神霊の鎮まり給う島として崇められてきました。こ

麻里布浦付近。祝島から先には広い海原が広がる。
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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～ （６）

民宿くにひろ

優子

こんにちは、優子です。

が、ゆずジャムはと

新緑の山々は日増しに色濃くなり、碧い海を渡って

てもきれいな黄色に

くる風が心地よい季節になりました。島のあちらこち

仕上がり、こっこー

らのびわの木には、びわの実を保護するびわ色の袋が

の鮮やかな緑色は残

かけられ華やいで見えます。峠にある「くにひろ農

せなかったものの、

園」のびわ畑は、北向きで島でも一番高いところにあ

我ながらとても美味

り、びわの収穫はあ

しくできた気がしま

とひと月くらい先な

す。クラッカーに載

ので、まだまだ草刈

せたこっこージャム

りと袋かけを並行し

は、民宿のお客さまのお茶うけにしていますが、
「1

ている感じです。南

粒で1000年長生きできるので、この１口で500年く

向きの斜面など熟す

らいは長生きできますね。」と話すと、皆さん一様に

のが早いところは、

照れ笑いされながらも喜ばれます。ちょっぴり心配な

そろそろ収穫の時

びわの袋かけ

こっこージャム（左）と
ゆずジャム（右）

のはジャムづくりの時、味見をした分だけ旦那さんよ

期。6月はびわが食

り長生きしてしまうかも・・。一緒に長生きできたら

べたくって祝島を訪れる方が増える気がします。くに

いいなと思います。

ひろ農園でも、ふっくらとしたびわの実が収穫できる

春を迎えるころには、ツワブキが美味しくなりまし

のが今から楽しみ、楽しみ・・。と、初っ端から食べ

た。祝島に来るまで、ツワブキを食べたことがなく

物の話題となりましたが、今年も冬から春にかけて、

て・・食 べ れ な い と

いろんなものが収穫でき、民宿のごはんを彩ってくれ

思っていたのです

ました。

が、食 べ て み て び っ

まず年明けからはかんぴょう作り。大根を手切りし
て、一年で一番寒い「寒」の間に干して作るかんぴょ
う（寒干し大根）
。大根1本分が乾燥すると、ほんの
一握りになってしまいますが、歯ごたえがあって甘味
のある寒干し大根はお客さまにも大好評です。この冬
は、うちだけでなく

じ。皮 を む く と、フ
キほどスジが通って
ないので口当たりが
やわらかいんです

ツワブキとてんぷらの煮物

いのですが、お客さまには珍しがられる一品です。山

来があまり良くな

歩きをしたついでに、採って帰られるお客さまもい

かったようで、かん

らっしゃいました。しゃきしゃきとしたフキの食感も

ぴょうがあまり作れ

好きなので、もちろんフキもせっせと採ってきて調理

なかったようです。

したものです。

今年は来年のかん
も、まずは大根作り

ほんのり優しい感

ね。上関名産のてんぷらと一緒に煮物にすることが多

島全体的に大根の出

ぴょう作りのために

く り！フ キ の 風 味 が

3月になるとヨモギが新芽を出し始めたので、春の
かんぴょう作り

に精を出したいと思っています。
2月には、
「花柚（はなゆ）
」という小ぶりな柚子と
「不老長寿の実・こっこー」をたくさんいただきまし
た。せっかくなので、どちらもジャムにしてみました
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す。

たお客さまは1000人を超えました。両親から受け継

5月の連休中は、旬ならではのサクサクとした食感

いだ民宿のお仕事も5月で丸2年となったものの、ま

がすばらしいタケノコ。びわ畑に行く途中の竹林に伸

だまだ、
「初めて」のこともたくさんありますが、祝

び盛りのタケノコがたくさん生えてきていて、掘って

島のいろんなことを覚えたり、やってみたりしながら

も掘っても追いつかないほどでした。おかげさまで、

少しずつ馴染んできています。新たなお客さまとの出

お客さまにはタケノコの土佐煮、てんぷら、タケノコ

会いはもちろん嬉しいことではありますが、
「また来

ご飯など、飽きるほど食べていただけたと思います。

ます」と言ってくださるお客さまの言葉や、二度、三

また、種から育てた青チシャが思いのほかたくさん芽

度とお泊りくださるお客さまとの繋がりもまた何にも

を出し、大きくなってくれて、この明るいグリーンは

代えられない嬉しさです。

脇役ながら民宿ごはんを華やかにしてくれました。早

祝島は、地図の上ではほんの小さな島だけど、目に

採りキュウリがそろそろ収穫でき、カボチャやズッ

は見えない大きな力を秘めた島・・以前、そんな風に

キーニの黄色い花が咲きはじめました。ナスにトマト

感じていたことを、もしかしたら皆さんも感じられて

に ピ ー マ ン・・忘

いるのかもしれません。祝島は、
「その時」必要な人

れてはいけないの

を引き寄せる力がある・・そんな風に思います。

が ゴ ー ヤ。こ れ か

おいでませ、祝島へ。泊まりに来ませぇ、民宿くに

らは夏野菜が民宿

ひろへ。

ごはんを飾ってく

精いっぱいのおもてなしで、お待ちしています。

れそうです。

◎民宿くにひろ

この2月、おかげ
さ ま で、宿 泊 さ れ

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

青チシャ＆ひじき＆ハートの豆腐

山田イサオ写真館（１）

山田イサオ

『スマイル』

今回から始まった「山田イサオ写真館」。
このコーナーでは、写真家で祝島ネット21会員
の山田イサオさんの写真を毎回１枚紹介します。
山田イサオさんはモノクロ写真にこだわり、祝島
では人物を中心に撮影をされています。

『スマイル』
この作品は、平さんのお気に入りで、棚田の
作業小屋のいろりのある部屋に展示してくれ
ています。

祝島ネット２１会報 第４４号
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＜連載＞ せきれい （１３）

今年は4年ぶりに祝島の花見ク

花見クルーズであるから、海上から島の山桜を楽し

ルーズへ参加した。
「草炎」俳句会

む。今年は桜の開花が速くて満開は過ぎていた。それ

の句会で花見クルーズのパンフ

でも海から眺める島の桜は風情があり、心が和む。

レットを紹介したところ是非参加

生憎の雨だったが、花見クルーズも無事に終わり、私

したいということになる。参加者

たちは島の公民館に落ち着いた。公民館の２階の大広

は、久行保徳主宰、常村むつみ、
野村みどり、上重良夫、そして私
の5名である。
4月5日は、朝から雨模様だった。徳山から岩国を経
由して室津港へ向かう。室津港では既に小雨だった
が、前日に國弘秀人さんに電話で確認したところ、小
雨決行とのことであった。連絡船「いわい」に乗船。
連絡船には、花見クルーズの参加者と思しき客で溢れ
ていた。
1年ぶりの祝島である。鼻繰島を回り、台形状の祝
島の島影が見えると、懐かしさで胸がいっぱいにな
る。昭和48年から1年間、祝島の小学校に勤めていた
からである。
祝島の港には、花見クルーズの仕掛け人の國弘秀人
ご夫妻が迎えてくださっていた。今回も花見クルーズ
の案内役は、橋部好明さんである。橋部さんは、祝島
の生き字引と言われるほど、祝島の自然や歴史につい
て造詣が深い。今回も、遊覧船の中で詳しく案内して
くださった。
今回、特に印象に残っているのは、祝島が火山島で
あることと、戦争秘話である。祝島全体が火山岩で形
成されていて、祝島は海底火山の火口付近だという。
火山の山頂付近が島として残っている。岩石学の立場
からもそのことが証明されるという。島の南東の海岸
付近は黒褐色の火成岩が目立つ。大東亜戦争中は、海
軍の輸送船が祝島の島影に隠れていたことがあるとい
う。米軍の航空機の爆撃を避けるのに島の地形が最適
だったらしい。その場所は、ちょうど祝島の集落とは
反対側の島の北西の海
岸 付 近 だ と い う。戦
後、生き残り の兵士が
祝島を訪れたという。
平和な島と思っていた
が、祝島にも 戦争秘話
があったとは初耳だっ
た。

石川 芳己

～再び天空の棚田へ～

ひるげ

間で円座となり昼餉 となる。少しアルコールも入り話
の花が咲く。前回のクルーズでは、祝島小学校の校庭
の桜の下で弁当を囲んだことを思い出した。しかし、
雨も又よし。公民館には、私たちの他にもクルーズの
客が数組あり、夕方5時の船便を待つという。
この日は、祝島の練り塀巡りも企画されていて、私
たちも申し込んでいた。しかし、久行主宰は、是非、
平さんの棚田を見学したいという。小雨は降ってはい
るが、傘をさして久行主宰、上重、石川の3人で片道
一里の平さんの棚田まで歩いて行くことにした。女性
の二人は公民館に残り、練塀巡りのコースに参加する
ことにした。
先の3人は、公民館から、練塀の路地を通り抜け、
祝島小学校の正門の階段を登る。祝島の全景や上関方
面の風景が一望できる。さらに、祝島中学校の横を通
り抜けて山道を平さんの棚田を目指して只管歩き続け
る。実は、昨年4月に、広島読書会の皆さんと棚田を
見学していて、今回は、私が案内役を務めることにな
る。幾度も山道を曲がり、傘をさして春雨に打たれな
がら歩を進める。
「まだ着かんかいのう」
「もう少しの
筈ですが」
。この会話が繰り返される。途中、山腹の急
な斜面に栽培されている枇杷畑がみえてくる。祝島の
先人の逞しさを思う。急な山道から枇杷を運ぶ為の運
搬レールも古びている。遙か彼方には四国や九州の島
影が浮かぶ。
2時間ばかり歩いただろうか。3人とも相当に疲れて
きている。あともう少しで棚田へ着こうかという時
に、前方からトラクターのエンジンの音がする。目の
前でトラクターが停車する。運転している人こそ平萬
次さんその人である。棚田の持ち主である。平さんは
農作業を終えて帰宅されるところだった。運よくお会
いすることができた。雨の降る中を棚田まで歩いたお
蔭である。神様に感謝したい。平さんは棚田まで引き
返して、私たちに棚田を案内してくださった。親切に
感謝である。春雨の降る中を、城壁のような棚田に登

俳句会の仲間と花見クルーズに参加

祝島ネット２１会報 第４４号
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り、山腹に広がる水田の風景を見た時の感動は忘れら

四季を訪れてみたいと

れない。天空の棚田は奇跡である。遠くに瀬戸内の海

思 う。今 回 も 祝 島 の 花

が霞棚引く。祝島の中腹に突如として広がる棚田が眼

見クルーズを企画され

前に広がる。棚田の水面には春の空が映える。

た國弘秀人さんにお礼

平さんは作業小屋も案内してくださる。三代にわた

を 申 し 上 げ た い。そ し

り自力で開墾した棚田の歴史を切々と話してくださっ

て島おこしの積極的な

た。平さんは80歳を超えてなお矍鑠としておられる。

取り組みに敬意を表し

小屋の壁面には、落語家の桂文珍が棚田を訪れた時の

たいと思う。

平さんの棚田

サインが書き残されていた。平さんと記念写真を撮ら

祝島公民館に着くや、雨の中を棚田への往復2里歩

せていただく。平さんの話では、田植えをした後の５

いたため汗がどっと溢れ出る。汗びっしょりである。

月の連休明けの棚田の風景が見事という。その頃には

何処かお風呂を頂けないかということになり、みさき

報道関係の取材があるという。私たちは平さんの懇切

旅館にお願いしたところ快くお風呂を提供してくだ

丁寧な説明に満足しきってお礼を述べる。平さんは再

さった。有り難い。さらには、もしかして一泊させて

びトラクターに乗って颯爽と家路に向かわれた。

頂けないかとお願いしたところ、泊めていただけるこ

私たちも帰路に就く。帰りは少し下り坂で公民館ま

とになる。5人のうち、3人がみさき旅館に泊まること

で約１時間半であった。雨の中を通草や山草を楽しみ

になる。この3人は、翌朝一番の連絡船で島を後にし

ながら傘をさしてひたすら歩く。途中の山道には廃家

たという。

や耕作を辞めた畑も眼につき一抹の寂しさが漂う。
今年の祝島クルーズは、棚田で平萬次さんに直接お
会いできたこと、棚田のお話を拝聴できたこと、が最

祝島は私たち俳句仲間にとっても心のふるさとであ
る。美しい自然と人情豊かな万葉以来の詩歌の島、旅
情溢れる詩歌の島、それが祝島である。

大の喜びである。同じ俳句同好の久行主宰や上重さん
にも棚田の体験を味わっていただいたことが嬉しい。

棚田への歩み重ねて花通草

久行

保徳

今年は５月の連休明けの棚田の風景を見学に行けな

城壁の如き棚田や蝌蚪生まる

上重

石峰

かったが、何時の日にか、また、平萬次さんの棚田の

棚田まで一里を歩く花の雨

石川

芳己

絵っきー展覧会（１３）

『早苗』

エッキー浴野

『早苗』パステル画
B2サイズ
三浦にある林さん方の棚田
にも、早苗がそよそよと風
に吹かれています。
島全体が燃えるような緑に
つつまれて、初夏です。
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瀬戸 こうじ

＜連載＞ふるさとを思う Part２ （４）
祝島出身の歌手・瀬戸こうじさんのコラムPart2で

功できず不安を抱えたままの朝を迎え、当日ピーカン

す。瀬戸さんの身近な出来事や、最近思っていること

の青 空で、本番 で、や っ と成 功し たそ うで すよ。ま

などを徒然なるままに綴っていただきます。

た、その前日まで、雨だったのが、10月10日にはぴ
たりとやみ、見事な日本晴れになっていたとか。大和
魂なのか、神がかりなのか。で、晴れの確立の高い10
月10日を1964年のオリンピック東京大会開催日を記
念とし、体育の日としたのだそうです。だから、体育
の日は絶対10月10日でなければいけないと思うので
す。こういう歴史伝説は守っていかねばと思うのです
よ。
失礼、話がそれました。僕はマラソンが好きで、よ
く練習していました。勿論、僕の練習はオリンピック
を目指す為ではなく(苦笑)、島内での小学校全校のマ
ラソン大会の為でしたが、5年生の時堂々の二位を獲
得。6年生を抑え、ご満悦の僕でしたが、中学になっ
て本土に渡り、他校との大会で己の実力を思い知らさ
れました。当時マラソン選手はすでに運動靴を履いて
走っていました。しかし、オリンピック大会でエチオ
ピアのアベベ選手は裸足で走り優勝しました。有名な

9月8日早朝、僕は布団の上に座ってテレビを凝視し

伝説です。嬉しかったですね。僕らの運動会と同じ

ていました。『TOKYO』とテレビから音声が流れ、隣

だ・・と感激しましたよ。僕らの小さい頃は校庭では

に居た友人と万歳を三唱しました。昔仲間との旅で石

裸足で走っていたものです。走行コースを大人の皆さ

和温泉の宿の一室でのこと。朝風呂に入りたいのを我

んが石やガラスなど危ないものを除去するために総手

慢して発表を見ていましたので、その後の一番風呂は

で整えてくれたものでした。そんなコースに感謝しな

至福の湯でした。

がら、のびのびと走ったものです。アベベ選手が裸足

こんにちは、瀬戸こうじです。お久しぶりです。そ

でも怪我しなかったのも、日本のオリンピック関係者

して皆さん、おめでとうございました。オリンピック

の努力の賜ですよ。円谷幸吉という日本選手も3位と

誘致決定は、とても喜ばしいことです。また、これが

いう成績を収め「がんばれ円谷!!」というテレビのアナ

実現すれば、僕は人生で二度目の日本のオリンピック

ウンサーの声が今でも耳に焼き付いています。

を経験することになります。50年前の12歳の時の記
憶が鮮明に甦ってきます。

当時僕の見たテレビは、モノクロでした。知り合い
は東京オリンピックの開会式をきっかけにカラーテレ

その頃はまだ、僕の家にはテレビはなく、祝島の中

ビに買い換えたそうです。開会式の「日本」というア

にも数件の家にしかありませんでした。しかし、この

ナウンスで画面に出てきた日本の選手団の真っ赤なブ

時はさすがに10円払って、島の誰もがテレビのある家

レザーは、輝いていて印象的だったと言っていまし

に行って画面に見入っていました。鳩が飛び立ち、「君

た。ボトムと帽子が白というコーディネートで、まさ

が代」が流れ、五輪のマークが青空に描かれました。

に『日の丸』を纏っての行進です。あのデザインは、

祝島では見たことない見事に贅沢な開会式です。後か

石津謙介さんでして、その石津さんは、僕が東京に出

ら聞いた話ですが、この五輪を青空に描いたのは航空

て初めて勤めた会社の得意先の会社社長でした。勿論

自衛隊のブルーインパルスという5人のパイロットに

テレビで見ていたその時には想像するはずもないので

よるものなのですが、練習に練習を重ね、前日まで成

すが、不思議なご縁はその頃から始まっていた・・と
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Page 10

感慨深いものがあります。

すね。瀬戸も、日本語と祝島弁はできるのですが、英

昭和39年のオリンピックは見ている人それぞれの皆

語や韓国語の唄も歌えるように国際的にならねばいけ

さんにとって思い出深いものになったことでしょう。

ないのかな(笑)。そういえば、ある時、祝島弁を使っ

オリンピック開催が決まると、高速道路が完成し、東

ていたら「フランス語をしゃべっている」と間違えら

海道新幹線が東京と大阪間が開通し、東京モノレール

れたことがありまして、一瞬僕はフランス語がしゃべ

も開通し、国際競技場もでき、戦後日本の目覚ましい

れるのかと思ってしまいましたノデジュテ－ム?!

復興・発展を世界にアピールする絶好の機会となりま

ところで、6年後の2020年に僕は幾つになってい

した。日本だけでなく、アジアで初めての開催という

るのだろう。えっ、後期高齢か!? シルバー世代か??!!

のは、凄い価値ですよね。でも、オリンピックの年は

現実はさておき、オリンピックがどのように開催さ

神舞の年でもありますので、僕には，オリンピックと

れ、日本がどのように発展していくのか、しっかりと

神舞を日本中で祝福しているかのように感じられてな

この目に焼き付けたいと思っています。そしてまた、

りません。おそらく祝島のみなさんも同じ気持ちなの

6年後のオリンピックの開催される年の神舞もまた無

ではないかと思います。当時の祝島の神舞への準備に

事開催されることを祈り、僕なりの参加が出来たらい

も力が入ったことでしょう。

いなと思っております。オリンピックを目標に皆さん

五輪は青・黄・黒・緑・赤の五色が重なってできた

もお元気でお過ごしください。

形で平和への発展を願い 「五大陸」
「五つの自然現象」
「スポーツの5大則」を示しているそうです。輪は和
にも通じます。平和・喜び・感激・涙などの元気が、
轍のように広がっていきます。言葉が違っても、肌の
色が違っても、共に闘い、共に喜び、共に涙し、人の
和が、輪が広がります。応援する私達の心も熱くなり
ます。インフラも広がります。もうこれ以上の発展は
ないだろうと思うほど都市化している現在の東京です
が、またこれをきっかけに大きく飛躍して行くので
しょう。成田の東京国際空港と東京駅を結ぶ直通の地
下鉄工事が急ピッチではじまりました。町の地名の看
板なども日本語・英語・中国語・韓国語などと、まる
で国際空港のようになりつつあります。オリンピック
に参加し、開催国になるために全世界へ日本がイン

日航ホテルでのディナーショー後の記念撮影
金屏風のすぐ前に立っているのが瀬戸こうじさん

ターナショナルであることを主張する機でもあるので

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 坂本正幸 ／ 監査 重村通子
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お知らせ ＆ 募集
■祝島に新しいお店ができました
今年に入ってから、祝島に新たに「お食事処 古泉」と「岩田珈琲店」の2軒のお店が開店しましたので、ご紹
介します。祝島に来られた時には、ぜひお立ち寄りください。

◎お食事処

古泉
今年1月に、大津商店裏にオープンした食堂です。
【営業時間】11:00～20:00
【定休日】毎週水曜日、第2・第4火曜日
【主なメニュー】定食600円、一品料理430円、持ち帰り用280円な
ど。日本酒とビールも飲めます。
【店主からの一言】お奨めは「とりから甘酢あんかけ」
。中華がメインで
すが、少しずつメニューを増やして和食や洋食も出したいと考えていま
す。夜は居酒屋メニューも出せたらいいと思っています。

◎岩田珈琲店
今年5月に、定期船乗場の近くにオープンした喫茶店です。
【営業時間】10:00～18:00
【定休日】毎週火曜日
【主なメニュー】コーヒー（祝島ブレンド、モカ、ブラジルなど）１杯
300円、アイスコーヒー１杯400円、ケーキ200円など。
【店主からの一言】島の方や島に来られた方が、くつろいでくれたり、
ゆっくりしていってもらいたいです。今後はパスタも出す予定です。

編集後記
さわやかな新緑の季節になりました。これから祝島の農家では特産の無農薬びわの出荷で忙しくなるところです。
さて、今回の「記憶の玉手箱」では、昔の子どもの遊びのお話を聞かせていただきました。誌面の関係で、教えて
いただいた「あそびうた」を全部は紹介できませんでしたので、また機会があれば、そのときに掲載したいと思いま
す。僕の小さい頃の遊びといえば、何と言っても「ぶっつけ」と「マーブル（ビー玉）」ですね。「ぶっつけ」はう
ちの前の井戸端の石がフィールドで、ときどき、石に指をぶっつけて血豆を作ったりしていました。「マーブル」は
長井のサンタニイの家の庭に近所の子どもたちが集まって遊んでいました。結構幅広い年代の子どもが一緒に遊んで
いたと思います。懐かしく、楽しい想い出です。皆さんは子どもの時、どんな遊びをしていましたか？
ところで、この4月から、民宿内に祝島観光案内所を作りました。この会報に記事を書くためにいろいろと調べた
ことが、観光ガイドをやる時にとても役に立っています。少しずつ勉強しながら、ガイドも充実させていきたいと思
います。次回の会報は、初秋頃を予定しています。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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