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 この度、9月6日から10月13日まで、前作の続編として『私景祝島Ⅱ写

真展』を山口県美祢市にある大正洞横の「フォトギャラリー写創蔵」で開催

し、無事盛会にて終了しました。 

 祝島ファン、常連さん、観光客で約1400名余りご来場され、いろいろコ

ミニュケーションして本当に楽しい想い出を作る事が出来ました。また、祝

島や原発についても関心を持ってくれたのではないかと思います。 

 ちなみに、今回の作品は来年ゴールデンウィーク頃に祝島で『里帰り展』

として開催する予定です。お楽しみに～！  

共同井戸の手押しポンプが復活しました 

 「祝島物語」  画・大井しげる 『私景祝島Ⅱ』の案内板 

復活した手押しポンプで遊ぶ子供たち 

会場の様子 

『私景祝島Ⅱ写真展』 を開催しました 

                        山田イサオ 

 昔は、子どもたちが海で泳いだ後に水浴

びをしたり、近所のおばあさんが洗濯をし

たりと、活躍していた共同井戸のポンプ。

祝島の集落のあちこちにありますが、今、

その多くは壊れて使えなくなっています。 

 島に来られた観光客の皆さんもポンプを

押してみては、壊れているのを残念がっていましたが、島に来てその話を聞

かれた、周南市の「株式会社いしまる」社長の石丸篤志さんが、島おこしの

ために協力したいと新しいポンプを１台

寄付して下さいました。井戸からポンプ

までの配管も壊れていて修理する必要が

あったため、祝島ネット21が工事費を負

担して配管の修理を行い、10数年ぶりに

ポンプから水が出るようになりました。 

 この夏には子供たちが手押しポンプを

嬉しそうにガチャガチャと押す姿が見ら

れ、井戸端がとても賑やかでした。  



＜連載＞ 祝島・記憶の玉手箱（５）  ～漁師の生活～ 

                           語り部 ： かんちゃん、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

お話していただく「祝島・記憶の玉手箱」シリーズ。 

 今回は、学校を卒業以来、ずっと漁師として生きてこ

られた、かんちゃん（83歳）と奥さんのまーちゃん（84

歳）にお話を聴きました。 

 

司会：漁師はいつからやりよるんですか？ 
 
かんちゃん：小学校に６年行って、中学になったときに

戦争で光工廠に行って、そこから戻ってから漁師になっ

た。はじめは近所のおじさんの、ふなかたに出よーった。 
 
司会：「ふなかた」言うのは？ 
 
かんちゃん：てご（手伝い）に出るのいね。かじこ。櫓

を漕ぐんじゃぁ。まだ機械が無あ頃じゃけえ、みな押し

船いね。そいじゃけえ、それにてごに出よおったのいの

う。船の右と左と両方に櫓があって、そりょう漕ぐん

じゃあ。 
 
まーちゃん：コイヨー（小祝島）の方やら、ウヤシマ（宇

和島）の方やら、みな漕いで行きょーったんよ。 
 
かんちゃん：その頃は、よう釣れよったで。まだ櫓で漕

ぐんじゃけえ、ついその近くを流すんじゃが、鯛がなん

ぼうでも釣れよった。 
 
司会：昔はよそから船に直接買い付けに来てたと聞い

たことがありますが。 
 
かんちゃん：おう、買いに来よおったど。室津の方やら

大畠の方から来よおった。とにかくよう食よおったん

じゃけえ。 
 

まーちゃん：あの頃にゃあ、たて網をするもんはおらん

かったけぇ。皆、釣りじゃったけえねぇ。 
 
司会：自分の船を持ったのは何年くらい前ですか？ 
 
かんちゃん：はぁ、いつかのう・・。自分の船を持つ前

は、兄貴の船で一緒に出よったが。自分の船は50年くら

い前かねえ。 
 
司会：おじさんは、ずっと一本釣り？ 
 
かんちゃん：冬はサエル（サヨリ）も漕ぎよった。10月

か11月から5月頃まで許可があってのう。サエルもよ

う獲れよったいね。豊後水道の方まで行きよったんじゃ

が、よかったのんたぁ。 
 
司会：どのくらい獲れてたんですか？ 
 
かんちゃん：網で獲るんじゃけぇ、なにいね。2時間で

1回ずつ揚げよったんじゃがね、まぁ、よけぇのったお

りゃあ1時間くらいで揚げるようになるが。あんまりよ

けえのる時は、漕ぐのに重とうて漕がれんけぇ、のった

らすぐ揚げるんじゃが。始末ぅせんにゃあ。片方が漕い

で、片方がセイロウへ皆並べるんじゃったんじゃ。 
 
司会：セイロウというのは？ 
 
かんちゃん：発砲スチロールの箱。あれに立てる（入れ

ていく）んじゃあ。はしから氷を持って行って冷やあて

から、あれに立てるんじゃが、あれがせんなかったぁ。

漕ぐはしから立てんにゃあならんのじゃけえ。片方の船

が両方のを漕ぎあるいて、もう片方の船がサエルを揚げ

てセイロウへ立てるんじゃあ。 
 
司会：漕ぎながら揚げる作業をするんですか？ 
 
かんちゃん：そうそう。船を漕ぐ漕ぐ片方はそりょう立

てるんじゃけえ、そいじゃけえ危なあ仕事いのう。 
 
司会：そうですねぇ。 
 
かんちゃん：そりょう、サエルがようのるおりは、夜・

昼やりょーったんじゃあ。夜ずーっとやっちゃあ、戻っ

て油を注いだら、そのなり出ちゃあ漕ぐんじゃ。そのぐ

らいやりょうった。漁があるけえのう、やれたものじゃ

あ。 
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司会：おじさんは一年中漁をやってたんですか？ 冬は

酒屋（酒蔵）に行ってた人も多かったようですが。 
 
かんちゃん：ここのものは、冬は酒屋に行くもんがおい

かったのう。冬がシケるけぇ出られんけえ。わしも、何

年行ったかのぅ・・。ほいじゃが、酒屋に行かん年に漁

に行ったら、漁の方がよかったんじゃあ。 
 
司会：そうなんですか。 
 
かんちゃん：鯛がものすごい釣れよったんじゃけえ。こ

の近くで。つい波止の沖ぐらいでのう。 
 
司会：おじさんの釣った鯛で大きいのはどのくらいで

したか？ 
 
かんちゃん：9キロじゃったかのう。それが一番太かっ

たね、２つほど。10キロまではいかだったねぇ。8キロ

くらいならだいぶ釣ったがねぇ。ほいじゃが9キロいう

たらおっけえよ。 
 
司会：そりゃあもう主（ヌシ）ですねぇ 
 
かんちゃん：それいね。コケが生えちょるようない

ねぇ。（笑） 
 
司会：それを切られないように上げるのも大変でしょ

う？ 
 
かんちゃん：そうそう。切られんように、向こうが引っ

張りゃあ、こっちはぬべて（伸ばして）ねえ。ほいじゃ

が、魚いうのは、弱るのいねぇ・・腹の周りに空気が入っ

てから、浮いてくるんじゃあ。 
 
司会：どのあたりがよく釣れましたか？ 
 
かんちゃん：八島の沖に漁礁がありょーったんじゃが、

冬にゃあそれに行きよった。そりゃーよう食いよったの

う。一日中食うんじゃけえ。それが、冬にゃあ、大シケ

を出るんじゃけえ、よう怪我もせだったいのう。 
 
司会：遊漁もやってましたか？ 
 
かんちゃん：せようったよ。 
 
司会：遊漁の時間は？ 
 
かんちゃん：朝7時に四代でお客さんを乗せよった。そ

いて昼を食べたら上がりよった。夜中の12時にゃあエ

サにせるエビを漕ぎに出て、一回戻って、食べてからす

ぐ四代に迎えに行きよったんじゃあ。 
 
まーちゃん：待っちょきい、遊漁のお客さんからハガキ

をもろうたのがあったんじゃが・・これこれ、見てみん

さい。昔はこがいによう釣れよったんじゃあ。 
 
司会：はぁ～すごいですね。これ全部一本釣りで？ 
 
かんちゃん：まだまだ。昔にゃあんた、船の生簀（いけ

す）い、いからんぐらい釣れよった。鯛にカサゴにメバ

ル、ハゲ・・なんぼうでも釣れよったのぉ。いつじゃっ

たか、ウヤシマの方に行った時、魚もこんとに食うもの

かのう、いうほど・・はまちやらなんやら、1日いうな

に食うんじゃあ。ほいて、持っていぬる（帰る）のに、

「こりゃあクーラーに入らん」いうて、あそこの、四代

でボール箱をもろうてそれに入れよったらボール箱の

底が抜けてからのう、あはは。そがいによぉ釣れよった

が。 
 
司会：お客さんも喜んだでしょうね。話は尽きません

が、今日はこのへんで。楽しいお話をたくさん、ありが

とうございました。 

遊漁のお客さんからのお礼のハガキ 

遊漁のお客さんからのハガキの写真 
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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、千葉県にお住いの田所久美子

さんです。 

 大阪生まれの北海道育ち、両親の郷里の山口県に

戻ってきて、中・高時代を過しました。東京の学校に

入り、以後関東暮らしが続いています。3年前に亡く

なった母がまだ元気だった頃、帰省した私とこんな話

をしたことを覚えています。 

 「上関ゆうところに原子力発電所をつくるていいよ

るよ。」 「えー？！原子力はいやじゃねー。上関は

どこなの？日本海の方？」 「どこかよう知らん。」 

 実家（周南市）から30kmしか離れていない場所に

持ち上がっている問題なのに、地元の私達さえ知らな

い状況だったのです。 

 2011年3月11日、千葉の我家は激しく揺れて、恐

れていた首都直下地震が起きた！と思いました。余震

もすさまじく、夜も寝られず、服を着たまま布団に入

りました。福島原発の放射能が大量に噴きだしたこと

を知ったのはしばらくしてからでした。3月15日、2

時間外出していた人は1年分（基準値）の放射線を浴

びたことになると聞きました。夫も娘もこの日から出

社しましたし、私も食料を買いに出ました。たくさん

の人が知らされずに被曝したのです。その後、放射能

雲が通り、雨が降って、柏・流山・松戸地域は「ホッ

トスポット」といわれる高汚染地域にもなったことが

わかりました。 

 6月、山口県に移住することがあるかもしれないと

実家に戻った折り、祝島を訪ねました。「長い年月、

大変な思いをされて原発反対を貫いてこられた祝島の 

方々に、知らずにいたことを詫びたい思い」でした。 

全く『遅れてきた人』だった私に、わた家さんは

「せっかく来ちゃったんだから」と清水さんを呼んで

くださり、話を聞かせてくださいました。「人生の半

分が原発との闘いです」と言われたその顔が明るいの

に驚きました。秀人さんは資料を購入できるえべす屋

さんに連れて行ってくださいました。定期船「いわ

い」が岸壁を離れる時には、初めて行った所なのに知

らない人同士、「またねー、元気でねー」と、手を振

り続け、ここでは毎日こんななのだろうかと思ったこ

とが忘れられません。「100万人署名」用紙を大事

に抱えて鏡面のような海を眺めながら帰りました。 

 当時、千葉に住んでおられた優子さんから追加の資

料とともに「はっぴーあいらんど祝島通信」というラ

ジオ番組の収録ＣＤが送られてきました。2009年

10月13日から始まった「いちかわＦＭ」の週一回の

この番組は、多くの関東の人に、祝島でなにが起きて

いるかを知らせる大きな役割を果たしたと思います。

「こんにちは、優子です」と、なんともかわいらしい

声で始まる10分間が、2011年10月4日まで続きま

した。このラジオ番組は「祝島ネット21」の会員の

皆さんも聞かれたことがないのでは、と思い記しまし

た。毎週の原稿を書き（秀人さんと連絡を取りながら

とのことでした）、市川市まで収録に通うそのパワー

に頭が下がる思いでした。 

 福島原発被害の本格化はこれからだ、ともいいま

す。西の方の野菜や豆腐が先に売れてゆく実情、たけ

のこ掘りやミョウガ、シソの葉を庭先から採ってくる

楽しみが消えました。しかし、節電してエネルギーを

たくさん使わない世の中にしようと思っていたのに街

はまた明々としていて、諦めと忘却の気配を感じるこ

の頃でもあります。 

 ちょっとしんどい時、「祝島」を思うと、負けては

いられないと

力が出てきま

す。これから

も自分の場所

で知ったこと

を伝えてゆこ

うと思いま

す。 

会員リレーコラム（４５）    ～ 田所 久美子 さん ～ 

田所久美子さん。関東で祝島グッズを紹介しています。 

祝島にて 
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＜連載＞ 祝島の魅力再発見！（６）  ～ 祝島小学校 ～     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。６回目の

今回は「祝島小学校」のお話です。 

  

  海と空とに おおわれて 

  周防に浮かぶ 青い島 

  白い校舎や 石だたみ 

  お城のような 高台を 

  仰ぎて伸びる わたしたち 

 

 祝島小学校の校歌は祝島の情景をありのままに表現

しています。 

 お城のような巨大な石垣の上に立つ、鉄筋コンク

リート三階建ての白い校舎。この校舎が完成したのは

昭和28年(西暦1953年）です。これまで多くの児童

がこの校舎で学び、巣立っていきました。 

 今回は、祝島小学校の歴史を振り返ってみたいと思

います。 

 

＜祝島小学校の歴史＞  

明治 8年 上関第五小学校としてて光明寺を仮校舎 

     として開校 

明治18年 竃関小学校と合併し、祝島分校となる 

明治21年 独立して祝島簡易小学校と改称 

明治23年 校舎を改築する 

明治25年 祝島尋常小学校と改称 

大正 4年 高等科が設置され、祝島尋常高等小学校 

     と改称 

昭和 9年 新校舎が完成し、移転する 

昭和16年 祝島国民学校と改称 

昭和22年 祝島小学校と改称 

昭和26年 ルース台風により校舎が全壊 

     水産倉庫、八幡宮、善徳寺、照満寺で 

     分散授業 

昭和28年 鉄筋コンクリート三階建ての新校舎 

     （現在の校舎）が完成 

昭和35年 給食室が完成し、給食が始まる 

昭和50年 創立百周年記念式を挙行 

平成 元年 屋内運動場が完成 

平成15年 休校 

平成17年 再開校 

 

 教室から見える青い海、シロクマの池と花壇、満開

の桜に迎えられた入学式、島中の人が集まって盛り上

がった運動会、毎日楽しみだった給食の時間・・卒業

生の皆さんは、祝島小学校で過ごした、さまざまな想

い出を胸に、それぞれの場所でご活躍のことでしょ

う。 

 

 

 

大正時代の小学校の運動会。 

校舎は現在の大津商店付近にありました。 

昭和9年に完成した小学校の校舎。 
島民が力を合わせて築いた大きな石垣の高
台に木造校舎が建てられました。 

現在の祝島小学校校舎。 

前の木造校舎がルース台風で全壊したため、山口
県で初めての鉄筋コンクリートの校舎が建てられ
ました。現在まで60年以上使われています。 
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 こんにちは、優子です。 

 全国のあちらこちらで、降るたびに記録を更新する

ほどの豪雨に見舞われ、大きな被害を受けた地域も少

なくなかった今年の夏。祝島も8月は雨の日が多く、

海水浴を楽しみに来られたお子さま連れのお客さまに

は申し訳ないほどでした。 

 暦が秋を告げても、残暑の厳しさが長引いて、ずっ

と半袖のＴシャツ、夏のエプロンで走り回っていた

ら、このところ急に秋の気配・・を通り越して寒いほ

どになってきました。あわてて、お客さまのお部屋に

毛布や半纏を準備したり、扇風機を片付けたりと、民

宿もそろそろ冬仕様です。辺りを見回してみると、山

の方も少しずつ色づきはじめています。これまでほと

んど実がつかなかったといわれた庭の柿の木には、今

年は実が重たくて枝がしなるほど。いい感じに色づい

てきて、今がまさに旬！食べごろです。 

 

 ところで、そうそう！忘れてならぬ、この夏のビッ

グニュースに「民宿くにひろ」のテレビ出演がありま

した。ＮＨＫ広島の制作による「ひるまえ直送便～口

コミ旅～」という番組で、制作スタッフとリポーター

が、現地で耳にした情報をもとに、見どころや話題の

人などを訪ね、ぶっつけ本番の取材をして、テレビで

放送されるというものです。全国放送ではないけれ

ど、中 国 5 県 で

の お 昼 時 の 放

送、案外多くの

方 が 見 て く だ

さったようで、

あちらこちらか

ら連絡がありま

した。一番乗り

は番組終了後、

20分ほどでご予

約のお電話をい

た だ き ま し た

し、知人や親せ

き、はたまた初

めてお話しした

方まで偶然見て

いらっしゃったなどなど・・。恥ずかしいながらも嬉

しい反応が多くてホッとしました。 

 

～番組の紹介～ 

 

 民宿のお客さまが祝島からの帰り、室津で定期船か

ら降りたところを取材され、祝島のお話や島ネコのお

話をされたので、

雨の中わざわざ祝

島までいらしたよ

うでした。 

 島ネコを探した

り、練塀の説明を

受けたりしながら

集落をめぐり、民

宿くにひろへ。突

然の来訪にちょっ

と緊張しながらも

案 内 す る 秀 人 さ

ん。春から観光案

内所風になった民

宿の玄関で、「祝島

日和。」ポスターの

話。お 部 屋 に 上

がって、資料室で

展示写真を見なが

ら祝島の見どころ

説明。一粒食べれ

ば1000年長生き

できるといわれる

「不老長寿の実・

こっこー」の話を

し な が ら、こ っ

こージャムを食べ

ていただき、「この

一口で300年」の

説明に、ちょっと

盛 り 上 が り ま し

た。手描きのパン

フレットもじっく

＜連載＞ ホっとひといき ゆぅにしよ！ ～おかみさん奮闘記～ （７） 

                                  民宿くにひろ  優子 
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り 見 て い た だ

き、祝島のこれ

からのことなど

を話して民宿の

出番は終了。 

 そのあと、え

べ す 商 店 も 訪

ね、末 っ 子・和

馬くんを中心に

お父さんとおば

あちゃんの3人

にインタビュー

されました。和

馬くんの夢は、

祝島を撮るカメ

ラ マ ン だ と

か・・将 来 が 楽

しみです。祝島

の日常がほのぼ

の と 紹 介 さ れ

て、とてもいい

感じに思えた放

送でした。 

 

 8 月 の 雨 の お

かげで、畑がか

らからに乾くこ

とは少なく、水

やりはずいぶん

楽でした。民宿

の す ぐ 裏 の 畑

は、善徳寺さん

の畑ですが、今

年はここを借り

て大根を作るこ

とにしました。

ま ず は、善 徳 寺

さんに「11月の

報恩講に20本の

大根が欲しい」

と 言 わ れ た の

で、早くに大根の種をまきました。この畑はみんなが

よく通るすぐそ

ばなので、ギャ

ラリーが多く、

先生もとっても

多いので、いろ

いろ教えてもら

えます。今、直

径５～６センチ

になっています

が、間に合うか

どうか心配なと

ころ・・です。

ネギやちしゃも

元気に育って嬉

しい限り。報恩

講のあとには、

かんぴょうづく

りが待っています。次第に朝晩の風が冷たくなってき

ていますが、冬に向けての楽しみもてんこ盛りです。 

 
 
 おいでませ、祝島へ。泊まりに来ませぇ、民宿くに

ひろへ。精いっぱいのおもてなしで、お待ちしていま

す。 

 
◎民宿くにひろ 

 電話 090-1332-4897 

 料金 1泊2食 7000円 

    素泊まり  4000円 

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

善徳寺の畑を借りて大根作り 
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＜連載＞ せきれい （１４）  ～父の思い出～           石川  芳己 

 森田公一の歌ではないが、

青春時代は夢の中、後からほ

のぼの思うもの。確かに青春

時代とは過ぎてみないと分か

らないものである。青春時代

の真ん中では青春を認識でき

なかったようである。私の青

春時代の終焉は昭和48年の祝

島の1年間である。次の年の秋に結婚して独身時代に

終止符を打ち、表面的には青春時代は終わったと言え

よう。 

 

 その後、30数年を経て幾度か祝島を訪れた。島影は

昔と全く変わりはない。青春時代を回顧しながら島を

懐かしむのが今の私の癒しとなっている。 

 最近の祝島への訪問は、祝島小学校での俳句指導、

祝島の花見クルーズ、棚田の見学などであり、限られ

た時間ではあるが、祝島を満喫している。 

 毎朝、徳山から光への通勤途中に瀬戸内海に浮かぶ

祝島を眺めるのが日課となっている。心のなごむ時で

ある。今日一日の意欲が湧きあがる。心の和む時でも

ある。私の日常には祝島がある。 

 この秋の彼岸には墓参した。父が生前に建立した墓

石も30年の歳月を経過している。その父も6年前に鬼

籍に入った。祝島と父のことを、思い出すがままに

綴ってみよう。 

 

 昭和48年4月に祝島小学校に赴任した頃、父は54

歳だったろうか。まだ会社に勤めていた。 

大東亜戦争中は支那派遣軍管下の職業軍人だったため

に終戦後はご多聞に漏れず公職追放の憂き目にあった

父である。 

 漸くの思いで中国大陸から引き揚げてきたものの、

戦後も苦労の連続だったようである。幸いにも40歳を

過ぎてから帝人製機岩国工場に職を得て、岩徳線で通

勤していた。さらに、仕事から帰って農業にも取り組

んでいた。その過労が重なったのか、病を得て私が高

校生の頃には帝人病院に約1年間入院して闘病生活を

送った。大学進学ができるのかどうか不安を抱いてい

た頃である。 

 

 昭和48年の祝島小学校赴任の時には、父が付いてき

てくれた。岩国市周東町の実家から島まで布団や生活

用品を運んでくれたのである。親戚の中村英治氏の軽

自動車に荷物を積んで室津港まで運ぶ。当時の連絡船

「せきれい」に荷物を積み替えて祝島へ向かう。その

日の瀬戸内海は凪だった。 

 祝島港では中尾昌秀先生が出迎えてくださった。教

員住宅まで案内してもらい荷物を運び込む。父は中村

氏と一緒に夕方の便で帰って行った。 

 

 父は、教員駆け出しでまだ24歳の息子の私のことが

気にかかったのであろう。父には感謝したいと思う。

今から思えば、父は子煩悩だったと言えよう。父は、

幼い頃に父親（私の祖父）を亡くして寂しい少年時代

を送っている。それだけにわが子に対する思いには格

別のものがあったのだろうか。 

 祝島に渡った晩は、中尾先生が歓迎してくださっ

た。有り難かった。祝島の第一夜はこうして過ぎて

いった。 

 

 祝島での教員生活は僅か１年間だけだった。しか

し、その１年間は青春という空気の濃く凝縮した時間

だった。 

 岩国市の実家への帰省は１ヶ月に一度くらいだった

か。帰省したときに父と特に深く話をした訳ではな

い。しかし、父は水だけは気を付けるように忠告して

くれたものである。父も自分の軍隊経験から飲料水に

は注意を払っていたようである。中国大陸では生水は

絶対に飲まなかったようである。実際、平成12年に

なって私も中国へ行く機会があったが、生水は飲めず

ホテルでペットボトル入りの飲料水を買わざるを得な

かった。 

 祝島では水は貴重であった。井戸水の家もあるが、

島の水瓶である溜め池の水を浄水して飲用していたよ

うに記憶している。 

 

 昭和49年の3月末に祝島小学校を離任することにな

る。その頃、帯状疱疹に罹っていた私は、漸く年度末

の仕事を終えていた。そして次の任地先が決まり祝島

を去る準備をする。愛らしい子どもたち。お世話に

なった島の人々。学校の先生方。給食の職員の方々。
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懐かしい教員住宅。島の思い出は尽きない。青春の島

を去ることは断腸の思いである。 

 

 やがて、島を去る日が来た。その日にも父が荷物を

運びに手伝いに来てくれた。蛍の光のメロディーと子

どもたちや島の人々のさようならの別れの言葉に見送

られ、やがて祝島の島影は小さくなっていった。父も

その日の感慨を体験してくれたのである。 

 室津からは赴任した1年前と逆のコースを辿って岩

国市の実家へ帰る。室津から平生へ。海岸線から祝島

の島影が右に左に見え隠れする。光市の海岸線からも

祝島は私を追ってくるように見える。やがて、島田か

らは島田川沿いに山間部へ入り島影は見えなくなる。 

心のふるさと祝島。青春の終焉祝島。祝島を思い出す

たびに父の優しさを思うこの頃である。 

 

  夏帽子父の匂ひの幽かなる  芳己 

『小祝島と、五右衛門風呂のある練り塀蔵』 

パステル画 B2サイズ 

 

三浦にまわると、おむすびを連想させてくれる小祝島が見える。 

海では、何隻か祝島の漁船が漁をしています。 

手前には、五右衛門風呂がある練り塀蔵。 

まだコンクリートの防波堤もないころの、昔の島の人々の暮らしが目にみえるようだ。 

さぞかし眺めのいい入浴だったことでしょう。 

絵っきー展覧会（１４）  『小祝島と、五右衛門風呂のある練り塀蔵』                     
                                     エッキー浴野 

島影が遠ざかっていく・・ 
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 ＜連載＞ふるさとを思う Part２ （５）             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。 

 

 秋風が心地よく頬

を す り 抜 け る・・そ

んな感じのする今日

この頃。 

 皆 さ ん こ ん に ち

は、瀬 戸 こ う じ で

す。お 元 気 で お 過 ご

しでしょうか。 

 4ヶ月に一度のコラ

ムを書かせて頂いて

い ま す の で、ち ょ う

ど四季の移り変わり

を喜んでいます頃「締切」もやってくるのです(笑)。  

 年齢のせいなのか、毎日ばたばたしているからなの

か、時間の経過をとても早く感じています。そんな毎

日の生活の中、ふと思うことがありまして・・。人生

の先が短くなってきたからなのか、成長したからなの

か? 今まで見えなかったものが見えたり感じたりする

のです。 心霊とかではないよなあ(苦笑)。 

 

 現在、僕は東京都に住んでいます。憧れてきた場所

では決してなく、生きる為の苦渋の選択でした。がむ

しゃらに働いてきました。でも、住んでしまえば都で

す。今、振り返ってみると、都会は寂しいところでし

た。都会には東京生まれの人より、地方出の人のほう

が多いのです。 

 大きな会社にいると、各地の方言やアクセントの違

う言葉が聞かれました。祝島弁もここ東京では外国語

です(笑)。僕もずいぶん直され洗礼をうけました。「わ

し」僕のことです。「あんた」あなたのことです。祝島

では常用語だったものが、ここ東京では「悪い言葉遣

い」になるのです。決して悪いと思っていない言葉を

直さねばならない理不尽さとの葛藤は、口数を減らす

原因にもなりました。ここ東京にはそんな人達が大勢

いるのです。「隣は何をする人ぞ」になるのはしかたな

いことですね。 

 僕も東京に出てきて、47年になります。お蔭さまで

僕も今や都会人!!（照れるぜ ?） もう今では地方から

出てきた訛り語の人達とも皆、仲間です。同じ寂しさ

や苦労を経験してきた先輩達も、後輩に手を差し伸べ

てくれました。今では、隣で何をし、何を考えている

のか察することができる仲間です。 

 こうして周りと付き合いの年月を重ねていくと、自

分の人生が、自分だけのものではなく、人と関わって

こその人生ではないのかと思うようになって参りまし

た。昔を語ると、必ず誰かとの関わりの話になりま

す。喜びも悲しみも、必ず時を共にした人がいます。

知らなかったこと、知らないでもいいと思っていたこ

とも実は僕の人生にとって大事だったり、自分の指針

になったりすることもあります。人と関わることで、

人生も広がるのです。辛いことも人と一緒なら乗り越

えられる、嬉しいことも人と一緒だったら倍増する、

と思うのです。 

 

 最近毎日のように「振り込め詐欺注意」のニュース

が流れます。手を変え品を変え新種の振り込め詐欺が

増えています。詐欺の的はお年寄りです。変な電話が

あったとき、ひと声かけられる隣人がいれば防げるこ

とかもしれません。遠い親戚より近くの他人といいま

すが、この頃そんな言葉の真実をかみしめています。 

 たしか祝島では玄関の鍵はついていなかった?! 例

え付いていても無用の長物でした。島民の皆が親戚の

ようであり、皆が駐在さんだったからです(笑)。大人

の皆さんがお父さん、お母さんでした。隣の子もうち

の子も分け隔てなく愛し、叱ります。僕もたくさんの

親戚にお叱りを受けた覚えがございます。ありがとう

ございました。 

 東京では窓にも鍵をかけます。時代とともに多国籍

の人も増え、人のモラルも下がりつつあります今日、

自分の安全は自分で守るという必要があります。そん

なぎすぎすした生活の中だからこそ、隣接の方やご近

所との関わりを持ちたいと思います。そして、それ

は、ひたすら待っていては何も始まらないと思いま

す。誰かが関わってくれるのを待つのではなく、自分

から、ひと声かけること!! それが人との関わりの始ま

りだと思うのです。 
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 先日こんなことがありました。路上で僕は右折した

く、対向車線の車の止まってくれるのを待っていまし

た。ある軽トラックが道を譲ってくれました。僕の為

に・・というより、僕の後ろに大きなトラックが僕の

右折を待っていまして、僕も気が気ではなく・・それ

を察知してくれたのか、僕に右折を譲ってくれまし

た。これが車の譲り合いという思いやりだ!! と感謝し

ながら通りました。 

 簡単なことですが、ルールは守れても、思いやりを

持って対処できるドライバーは少ないです。でもこん

な方に出くわすと、降りて行って握手をしたくなりま

すよ。嬉しい関わりは持ちたいものです。誰もがこう

した思いやりを持って人と関わっていけたら、いざこ

ざはないのになぁと思います。 

 

 現在、僕は唄活動をさせていただいています。歌う

ことで今迄見知らなかった方々と、『歌』という共通点

があることで、男同志肩を組み合い歌ったり、美しい

女性とデュエットできたり・・もとへ(笑)そしてそこ

から友情が生まれたりしています。共通点が垣根を取

り除いているのです。今こうしてネット21の原稿を書

かせていただけるのも、祝島に行って歌手として歌わ

せていただけるのも、「祝島讃歌」という皆さまとの共

通点があったからです。歌を通して、新たな出会いが

あることを喜びに、生きがいに、感じている今日この

頃です。大変有難いと思っています。 

 

 一人の人との出会えるチャンスは今現在1億2577

万分の一ということになります。人生で5万人の人と

出会えると言います。今からでも遅くはありません。

僕もひとりでも多くの方達と関わりを持っていきたい

と思っていま

す。今 生 き て

いることの喜

び や 幸 せ を、

皆 と 分 か ち

合 っ て、楽 し

い人生を送っ

ていこうと思

います。 
江戸川飲食組合の新年会にて 

『裏通り』 

 

安藤さんは盆栽が好きな方

で、家の裏へ案内してもら

い、たくさんの盆栽を見せて

下さいました。 

 前回から始まった「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枚紹介しています。

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。 

山田イサオ写真館（２）  『裏通り』                山田イサオ 



お知らせ ＆ 募集 

祝島小学校のシロクマの池 

 秋も深まり、祝島でも朝晩はだいぶ冷え込むようになりました。先日、祝島自治会の行事の「道こしらえ」（農道

の草刈り作業です）が終わり、山道がだいぶきれいになりました。毎年10月の最終日曜日に実施されていますが、

高齢化によって参加できる人もだんだん少なくなっていますので、来年からは島外からのボランティアを募集しては

どうかな？と思っています。 

 さて、今回の「記憶の玉手箱」では、島の漁師さんのお話を聴かせていただきました。今でも島には釣りのお客さ

んがたくさん来られていて、「祝島はよく釣れる」と言われるのですが、昔はもっともっと釣れていたようです。豊

かな海に感謝！いつまでも大切な海を守っていきたいですね。 

 お知らせコーナーでも紹介しましたが、もうすぐ東京・池袋で「アイランダー2014」が開催されます。今年も祝

島ブースを出展することになり、東京に行きます。関東の会員の皆さんとお会いできるのが楽しみです。ぜひ会場に

いらしてください。次回の会報は、新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。  

編集後記 

祝島ネット21会報 「いわいしま通信」 第45号 

発行日：201４年10月30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2014」に出展します 

 11月に東京・池袋サンシャインで開催される「アイランダー2014」に、今年も

祝島ブースを出展します。全国の島が集まるこのイベント、２回目の参加となる今

回は、祝島のPRや特産品販売の他に、島の東の浜でたくさん拾えるシーグラスを

使ったワークショップも行う予定です。皆さん、ご家族やご友人と一緒に、祝島

ブースに遊びに来てください。お待ちしています。 

 ◎「アイランダー2014」 

 【開催日】2014年11月22日（土）・23日（日） 

 【時間】10:00～18:00 （2日目は17:00まで） 

 【場所】東京・池袋サンシャインシティ 文化会館３F 展示ホールC 

 【入場料】無料 

 

■「祝島観光案内所」を開設しました 

 今年4月に、民宿くにひろ内に「祝島観光案内所」を開設しました。島を訪れた方に、島の見どころを紹介し

たり、食堂の場所などをご案内しています。また、練塀の小路を巡りながら、

島の観光案内をする「練塀ガイドツアー」も実施しています。 

 ◎「練塀ガイドツアー」（要予約） 

  【コース】石積みの練塀、万葉の碑、共同井戸、コッコーの木など 

       およそ1kmのコースを約1時間かけて歩きます 

  【料金】１人500円（2名以上。1名の場合は1000円） 

  【申込み】電話090-1332-4897（祝島観光案内所：國弘） 


