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「アイランダー２０１４」に出展しました 

 「祝島物語」  画・大井しげる 
「こっこー」も注目を集めていました 

オープニングセレモニーでの 
テープカット 

祝島ブースのスタッフの皆さん 

 2014年11月22、23日に東京・池袋サンシャインにおいて、全国の

島々が集まる祭典「アイランダー2014」が開催されました。今回は、74

ブース約180の島々と、5つの島外出展ブースという過去最大の出展数で、

来場者数も昨年を上回る14000人と大盛況でした。 

 私たち祝島ネット21では、前年に引き続き、今回も祝島ブースを出展

し、祝島の観光、特産品紹介、島での楽しみ方の紹介などのPRを行いまし

た。また、祝島の東の浜で拾ったシーグラスを使って手作りのフォトスタン

ドを作るワークショップも開催し、お子様連れのお客様に大変好評でした。 

シーグラス・クラフトは 
子どもたちに大好評でした 

ブースの背景は「石積みの練塀」 
「島旅ひとりっぷ」の著者 

松鳥むうさんも遊びに来てくれました 

祝島ブースの様子 



＜連載＞ 祝島・記憶の玉手箱（６）  ～石丸左馬頭にまつわるお話～ 

                           語り部 ： よっちゃん、かずちゃん 

 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、島で美味しい野菜や果物を作っておられる

よっちゃん（77歳）と奥さんのかずちゃん（70歳）に

石丸左馬頭（いしまるさまのかみ）にまつわるお話を聴

きました。 

 

司会：今日は石丸左馬頭について、お話を聴かせていた

だけるそうで、楽しみにしています。よろしくお願いし

ます。 
 
よっちゃん：あんたあ、「つべはりグイメ」いう話があ

るんじゃが、知っちょるかね？ 
 
司会：聞いたことがないですが…。 
 
よっちゃん：「つべ」が腫れる。祝島弁で「お尻」が腫

れるいう意味いね。 
 
司会：あはは。食べたら「つべ」が腫れるんですか？ 
 
よっちゃん：わしゃあ食べたことがなあんじゃが、「親

指隠しのお地蔵さん」いうのがあろう。わしらが子ども

の頃にゃあ、そこに大きいグイメの木があって、よう実

がなりょおったが、そりょう「つべはりグイメ」言いよっ

たんじゃあ。 
 
司会：はぁ、そのお地蔵さんの場所もよく分かりません

が…。 
 
かずちゃん：小学校の上のあたりじゃあ。昔、遠足に行

くときに通りょおったろう。学校の西の階段から上がっ

ていった辺じゃあ。 
 
司会：はぁ、なんとなく分かります。 
 
よっちゃん：それが、うそか本当かわからんが、わしの

おじいさんに聞いた話じゃあ、石丸左馬頭がこの辺へ屋

敷を構えちょったときに、ある旅の武者修行の人が試合

を申し込んで来たらしいんよ。 

見たら強そうな人じゃったんじゃろう、石丸左馬頭が恐

れて、庭掃きのふりをしてから、 

「今、主人は留守をせちょるが、なんの試合をせるんか」

と訊いたら、 

「弓の試合じゃ」言うたらしい。 

じつは、石丸左馬頭は弓は得意じゃったんらしい。 

それで、 

「ここの主人がせるほどのこたぁない、弓の試合ならわ

しが相手をしょう」言うたらしい。 

そしたら、旅の人がバカにせてね、庭掃きをせよるよう

な奉公人と見ちょるんじゃけえね。 

それで、「試合をしょう」いうことになって、旅の人は

今のお地蔵さまのところに陣取る、それから、石丸左馬

頭は、「ツナの首」のところに陣取ったのいね。 
 
司会：「ツナの首」？ 
 
かずちゃん：小学校から西の方へ行ったところ。昔、ツ

ナいう人がそこで首を吊ったけえ、そう呼ばれよるん

よ。 
 
よっちゃん：それで、お互いにそこから弓矢を撃って、

その弓矢をどうして受けるか言うたら、石丸左馬頭は

「くちびるでその矢を受けて、歯で止める」と言うたら

しい。刀で払うとかじゃあのうてね。 

そしたら旅の人が、「お前がそれなら、わしは、お尻で

受けて、肛門で止める」というたらしい（笑）。 
 
司会：あっはっは（大爆笑）。 
 
よっちゃん：それでまあ、2人が矢を撃ちあったわけい

ね。ほいじゃが考えてみたら、昔の弓矢で本当にそう

やったんかどうか…。距離からいうても、それくらいの

ことができるんじゃったら鉄砲やら要りゃあせんい

ねぇ。それくらい距離があるんよ。 

それでまあ、作り話かどうかわからんけど、おじいさん

の話じゃあ、石丸左馬頭は、見事弓矢を口でくい止めて、

相手がお尻を出したのをめがけて弓矢を放ったら、旅の

人は、ええ止めずに、射抜かれてそのまま亡くなった言

う話じゃ。 
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小学校西門の上あたりから「ツナの首」付近を望む 
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司会：お尻に当たって亡くなったんですね。それで「つ

べはりグイメ」。それにしても二人とも、ちゃんと狙い

通りに当てたんですねぇ…。すごい腕前！ 
 
よっちゃん：そのあと、武者修行の人の嫁さんが訪ねて

きて、お地蔵さまを作ったいうことじゃ。 
 
司会：それが「親指隠しのお地蔵さん」ですね。 
 
よっちゃん：まあ、ほんとに弓の試合をやったかどうか

は分からんが、そういう風におじいさんが話しょぉっ

た。 

それで、おじいさんはその地蔵さんを調べたことがある

らしいんじゃが、それにゃあ嫁さんの名前じゃのうて、

「東村総連中」いうて彫ってあったらしいんじゃあ。 
 
司会：なかなか面白い話ですねぇ。 
 
よっちゃん：それで、石丸左馬頭の話を続けるが、村岡

の豆腐屋の前の家があろう、あそこが「あたらしや」言

うて、石丸の分家になるんじゃあ。 

 石丸家の話になるが、本家があって、一番最初に分か

れたのが「はまや」じゃったらしい、それから「ますや」

も早う石丸から分かれちょるらしい。それから「光明寺」

…、それで代々続いてきて、一番終いまで残ったのが「わ

たや」の上に石丸があろう、今は空家になっちょるが、

あれが一番最後まで残った石丸らしいよ。あれが石丸の

墓の守りをせよぉった言うんじゃぁ。 

 石丸家がずっと栄えてから衰退していく過程で、どれ

ほど続いたか知らんが、墓の守りをしよぉった石丸が一

番最後の直系の石丸らしいよ。 
 
かずちゃん：まだ石丸の墓はあるんかねぇ？ 
 
司会：そういえば、西の墓のところに、石丸左馬頭から

の家系図が刻まれた立派なお墓がありましたよ。 
 
かずちゃん：そうかね。 
 

司会：ところで、

石丸左馬頭といえ

ば、太郎万・次郎万

との戦いが有名で

すが。 
 
よっちゃん：太郎

万の流れは今の木

下で、次郎万が今

の槌入らしい。木

下 は 今 は 東 の 浜

じゃが、昔は西の上の方じゃったんじゃあ。じゃけえ、

太郎万は西村におったんじゃぁなあか思うんじゃあ。次

郎万も槌入じゃけえ、西の崖っぷちじゃあ。 
 
司会：どのあたりですか？ 
 
かずちゃん：横町をずーっとまっすぐ抜けて、突き当

たったところ。 
 
司会：「かくえん」の階段を上がったところ？ 
 
かずちゃん：そうそう。 
 
よっちゃん：じゃけえ、太郎万・次郎万は西の上の方に

おったんじゃろう思うんよ。こりゃぁ、わしの憶測じゃ

が、石丸左馬頭が喧嘩をして祝島を獲ったいうんじゃけ

え、当分はにらみ合うちょった思うんよね。お互いに。 

じゃけえ、太郎万・次郎万の一族は西に陣取って、いろ

いろやった思うんよ。そして、石丸左馬頭はこの辺りに

陣取って、自分の身近なものを集めて、また自分に加勢

してくれた者を呼んだりせて、自分を守ったんよ。 

 石丸左馬頭がいつ祝島に来たんか知らんが、祝島で左

馬頭と太郎万・次郎万が喧嘩になって、ほいで徳山まで

訴えて出たらしいんよ。それで裁判に行ったら、昔じゃ

けえ「勝負は槍先で決めえ」言うことになったらしいん

よ。ほいで太郎万・次郎万が今の室積の辺を歩いて帰り

よる時に、左馬頭がその辺の漁師部落の人に頼んで待ち

伏せちょったんよ。そいで、二人と多人数じゃけえ、左

馬頭の方が勝ったわけいね。そいで、太郎万・次郎万の

首を、「祝島の見えるところに埋めてやる」言うて、そ

こら辺に埋めたらしい。 
 
司会：なるほど。それから石丸左馬頭が祝島を支配する

ことになったんですね。 

 お話は尽きませんが、今日はこのへんで。楽しいお話

をありがとうございました。 
石丸家のお墓には石丸左馬頭からの 

家系図が刻まれている 

「石丸ガワ」と呼ばれる井戸。この 
付近一帯が石丸屋敷だったらしい 
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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、会員・山田勲さんの奥さん

で、今年から家族会員になられた山田由佳里さんで

す。 

 初めまして、山田由佳里です。この度、祝島ネット

21の会員になりました。 

 祝島へは、主人が撮影で通っております。私も一度

行ってみたいと思い「連れってって～」と頼み2012

年にやっと連れて行ってもらいました。（ちょっと何

月だったかは忘れました。） 

 それからは私も、祝島のとりこになりました。 

 私も行ける時は、一緒に訪れることが出来るように

なりました。 

 棚田へは2回行き、平さんと楽しくお話しもさせて

いただいております。 

 氏本さんの豚ちゃんの所へは、自転車を借りて見に

行きました。見ていると、とても可愛くて「これを食

べるのはかわいそうだなあ～」と思うのですが、豚肉

を目の前にすると、頭からは「かわいそう～」と言う

言葉がなくなり、美味しくいただいております。 

 祝島に行くと、運動不足の私には、嬉しい限りで

す。携帯電話の万歩計の目標数(10,000歩)を達成し

てダイエットにつながっているようです。  

 帰りには、鳩子の湯に寄り、疲れをとり、満喫して

おります。 

 これからも主人について行き、もっと祝島の良い所

や原発についても、関心を深めたいと思います。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

会員リレーコラム（４６）    ～ 山田 由佳里 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。 

山田イサオ写真館（３）  『暗雲』   

              山田 イサオ 

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。 

『暗雲』 

 

三浦に行く途中、急に嵐が来て、みぞれが

降る中、氏本農園のブタちゃんを入れて、

震えながらシャッターを押し続けました。 

右から2番目が山田由佳里さん。一番右は旦那さんの勲さん 
             （祝島・民宿くにひろ にて） 
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＜連載＞ 祝島の魅力再発見！（７）  ～ よもぎ杖 ～     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。７回目の

今回は「よもぎ杖」のお話です。 

 「蓬（よもぎ）」と聞くと、美味しい草餅を連想す

る方が多いと思います。祝島でも「よもぎまんじゅ

う」や「よもぎようかん」が島の名物として知られて

います。よもぎは、食べるだけでなく、お茶として利

用したり、お灸の「もぐさ」としても使われたりと、

広く利用されています。しかし、祝島以外ではほとん

ど聞いたことのない利用方法が、「よもぎ杖」です。 

 「えっ？よもぎが杖になるの？」と驚かれる方が多

いと思いますが、杖になるのです。昔から「祝島のよ

もぎは身の丈より高く育ち、その茎は杖にもなり、そ

の杖を使うと中風にかからない」と言い伝えられてい

るのです。 

 右の写真をご覧ください。故重村定夫さんが手にし

ているのは、よもぎの茎です。高さはおよそ4mもあ

ります。ここまで大きく育つものは滅多にありません

が、3m近くに育つと杖にすることができます。 

 大きく育ったよもぎの茎を乾燥させて根元の方から

杖にちょうど良い長さに切り、ひっくり返して根の部

分のコブを杖の持ち手にします。乾燥させたよもぎの

茎でできた「よもぎ杖」は、固くて丈夫、しかも、と

ても軽くて使いやすいそうです。 

 残念ながら今では

「よもぎ杖」を作れ

る人は少なくなりま

したが、その貴重な

お一人、守田義弘さ

んにお話を伺うと、

「自然にまかせてい

ては、あれだけの高

さには絶対に育ちま

せん。子どもを育て

るのと同じように、丹精込めて丁寧に世話をしてあげ

ないと、杖になるような大きいよもぎにはなりませ

ん。」とのことです。 

 育てる途中で台風などの風で折れてしまうものも多

く、長くてまっすぐに伸びたよもぎを育てるには、か

なりの技術が必要なようです。「よもぎ杖」は、温暖

な祝島の気候と、研究熱心で辛抱強い島の農家の方の

努力が生み出した逸品なのです。 

 

 

元郵便局長の重村さんが手にしているのは4mも
あるよもぎの茎。このよもぎは守田さんが育てた
ものです。現在も重村さん宅に保管されていま
す。        （2003年2月撮影） 

よもぎ杖 
 
（右下に写っているのは
普通のよもぎ） 
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 こんにちは、優子です。 

 雪がほとんど降らない祝島の寒さは、冷え込むとい

うよりも吹く風の冷たさを体感してのこと。そのせい

か、島のみんなは「さぶい（寒い）ねぇ」というより

も「ひやい（冷い）ねぇ」と、声を掛け合うことが多

いです。波止に出ると押し戻されそうなほどの強い風

が吹く日もありますが、どっしりとした練塀に囲まれ

た集落の中の小路は不思議なくらい、さほど寒くはあ

りません。先人の知恵に感謝です。 

 そうはいっても今は寒の真っ最中、底冷えのするよ

うな寒い日には、アツアツの「かすどろ」をみんなが

喜びます。 

 祝島で昔から飲まれている、かすどろというのは、

さつまいもをゆでてドロドロにしたものに砂糖を加

え、酒粕を溶き混ぜたものです。それぞれの家で、甘

味もドロドロ具合も微妙に違います。 

 昨年、くにひろ農園で収穫できたさつまいもは、大

豊作。しかも、掘って1ヶ月ほどでずいぶん糖度が増

したので、ふかしてもてんぷらにしても豚汁に入れて

も、とっても甘くて美味しかったです。これをかすど

ろにしない手はありません。 

 さつまいもの甘味だけで飲んでいた時代もあったよ

うですが、今は砂糖を入れてしっかり甘くして飲みま

す。最初はお母さんに聴きながら作っていましたが、

いつものように「適当でええんよ」って言われるの

で、旦那さんに味見してもらいながら作りました。か

すどろが煮立っていると、台所では酒粕の匂いが立ち

込め、それだけで酔いそうになるわたしですが、少し

ずつ慣れて飲めるようにもなりました。何度か作って

みて、お母さんからも「美味いねぇ、もう一杯くれん

さい（ちょうだい）」と言われたレシピがコレ。 

 祝島の気候、気質にあった昔ながらの暮らし、言

葉、祝島特有の習わしや料理などもみんなに少しずつ

教わり、島に嫁いでもうじき3年。いろんなことがて

んこ盛り、あっという間の3年でしたが、おかげさま

で今年も穏やかなお正月を迎えることができました。

今年90歳と94歳になる両親を抱えていると、あと何

回このような新年を迎えることができるかなと思い、

受け継いでいくことの大切さを実感しています。 

 この先何年、何

十年か、お約束は

できませんが・・

旦那さんと二人、

身体の動く限り、

仲良く「民宿くに

ひろ」を営んでゆ

き た い と 思 い ま

す。 

 
 おいでませぇ、祝島。 

 ゆぅにしませぇ、民宿くにひろで。 

 
◎民宿くにひろ 

 電話 090-1332-4897 

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

※「おかみさん奮闘記」は今回が最終回になります。 

＜連載＞ ホっとひといき ゆぅにしよ！ ～おかみさん奮闘記～ （８） 

                                  民宿くにひろ  優子 

    かすどろ ～民宿くにひろ風味～ 
 

＜材料＞ 
  さつまいも 角切りしたものを1000ccカップに1杯 

  水     2000cc 

  砂糖    150g（お好みで調整） 

  酒粕    200ccカップに3杯（お好みで調整） 

 

＜作り方＞ 
１．さつまいもの皮をむいて、1cm角くらいに切って、 

  ゆでます 
 
２．やわらかくなってきたら、砂糖を加え、さつまいも 

  をつぶして酒粕を溶かし入れます 

  （酒粕はみそこしを使って溶かすと楽です） 

  （さつまいもは、少しくらい粒が残ってても大丈夫） 
 
３．ふつふつ煮立ったら、味見してみて、お好みの甘さに 

  したら、できあがり！ 

アツアツをふぅふぅしながら飲むと、身体があったまります 

今年のお正月 
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 このコーナーでは、祝島の善徳寺の住職・石山泰人

さんに、心に沁みるお話を語っていただきます。 

 

 今を去ること四百年、慶長年間（江戸時代初期）よ

り此の方、祝島は、真宗のご門徒一色の島だったこと

を、皆さんはご存知でしょうか。今回は浄土真宗の拠

りどころとする「お経」の中から少しお話致します。 

 そこで、先ずは年明け、春の歌にまつわる話からご

紹介します。 

「さいた さいた チューリップの花が 

    ならんだ ならんだ 赤 白 黄色 

        どの花みても きれいだな」 

            （近藤宮子・作詞作曲） 

 皆さんよくご存知の童謡「チューリップ」の一番で

す。 

 平成11年（1999年）の春、93歳で先逝かれた近

藤宮子さん。若き日（昭和6年の夏）、童謡の作曲依

頼を受けました。ただ、当時はまだ新婚の身の上、身

近に子供もおらず、中々はかどらなかったようです。  

そんなある日、ふと手にしたのが、父親の書斎で見つ

けた一枚の下書きでした。 

 「サイタ サイタ サクラガ サイタ」 

 昭和8年からしばらく、尋常小学校一年の国語読本

（通称「桜読本」）で使われた文章の原稿です。 

 この言葉をヒントに、童謡「チューリップ」の一番

が瞬く間に仕上がって行きました。（二・三番は別作

者）   

 近藤宮子さんの生い立ちは、広島市国泰寺町生まれ

です。父は、広島高等師範教授・国文学者の藤村作さ

んで、東京帝大への転任に伴い、幼くして家族共々東

京へ転居します。 

 音楽の素養は、広島高師付属中学・山中高女で音楽

の教鞭をとっていた、母・季子さんの影響が大きかっ

たようです。  

 晩年の宮子さんは、「チューリップ」作詞当時の心

境を、 

「誰にでも素晴らしいところが必ずあります。そのお

互いの素晴らしさを認め合える人間になってもらいた

いと願いつつ創りました。」と語っています。 

 

 さて、ご法事などで馴染みの『仏説阿弥陀経』の一

節です。 

 『青 色 青 光・黄 色 黄 光・赤 色 赤 光・白 色 白 光』

（「しょうしきしょうこう・おうしきおうこう・しゃ

くしきしゃっこう・びゃくしきびゃっこう」と読みま

す） 

 お浄土・阿弥陀仏の世界は、光明・寿命無量の阿弥

陀様のはたらきにより、各々のいのち（色）が、輝き

（光）あう、「いのち輝く世界」であると告げられて

あります。  

 

 思えば、近藤宮子さんは、幼くして母親から音楽と

共に、「いのち輝く世界」の心にふれ、育まれていた

のかもしれません。お浄土を、わがいのちの拠りどこ

ろと仰ぐ中、そこには自ずと私自身の生きてゆく方向

性が示されてあるようです。 

 

 幼い頃、屈託なく童謡を口

ずさんだよう、お浄土の音＝

お念仏を朗らかに口ずさんで

みませんか。そしてまた、今

年も多くの方々と、共に手を

取 り 合 い、「い の ち 輝 く」

日々を歩んで行きましょう。 

善徳寺の本堂 

＜新連載＞ 善徳寺法話 （１） ～いのち輝く日々～ 

                               善徳寺住職  石山泰人 
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＜連載＞ せきれい （１５） 最終回  ～青春の祝島～    石川  芳己 

 祝島の思い出は尽きない。

昭和48年4月から僅か1年間

の生活だったのに何故だろう

か。20歳代の青春時代だった

からだろうか。40年経 って

も、その想い出は鮮明に私の

脳裏に焼き付けられていて離

れることはないのである。そ

れ程に、祝島が豊かな自然と温かい人情に溢れてい

て、魅力がある島だからであろうと固く信じている。 

 

 現在、定年退職をして6年目だが、お陰様で毎週4日

ほど徳山の自宅から光市の教育委員会へ通勤してい

る。国道188号線をマイカーで東に向かって走る。下

松バイパスを過ぎると日石の大きな貯蔵タンクが右手

に見えてくる。その向こうに朝焼けの瀬戸内海が眩し

く広がる。そして、私は何時の間にか全く無意識に、

祝島を探しているのである。運転には集中しなければ

ならないのだが、少しちらちら右手前方に祝島の島影

が視界に入ると私は何故か安堵する。そして、私の祝

島の記憶は、40年前に遡っていくのである。 

 

 その頃、上関町では教職員の親睦球技大会があっ

た。小学校は、上関、室津、白井田、四代、八島、祝

島の6校、中学校は上関中と祝島中学校の2校。休日に

行われた大会には、祝島の子どもたちや保護者も応援

に駆けつけて下さった。 

 祝島小学校は祝島中学校と連合チームで大健闘し

て、バレーボールで優勝。メンバーは、祝島小学校の

岡村繁夫校長を始め、山本進、高松秀義、村上充男、

中尾昌秀、上田敦子、河地美代子、の各先生と私。そ

して祝島中学校からは、西寺和登、石光英隆、野村幹

雄、藤井邦男、大井滋、等の若い先生方。平素からの

祝島ならではの小中学校の交流の絆と若さと団結力の

お陰で勝利できたのだと思う。 

 今でこそ、文部科学省等からは、小中学校の連携等

が強調されているが、当時の祝島には、それが実際に

充分生きて機能していたということである。実際に

は、今で謂うところの小中学校一貫教育である。小中

一貫校と謂っても過言ではない実態があったように思

う。 

 同じ校地と校

庭 を 共 有 し、同

じ教職員住宅に

寝 起 き し、同 じ

釜の飯を喰うて

い る。子 ど も た

ち も、小 学 校 か

らそのまま中学

校 へ 進 学 す る。

そのような自然な触れ合いが懐かしく感じられるのは

何故だろう。 

 球技大会の優勝の知らせを聞きつけて、祝島の保護

者は、海上タクシーを用意して下さり、意気揚々と島

に凱旋する。島へ帰ると早速、祝勝会が行われた。み

さき旅館で大いに盛り上がる。酒の勢いで調子に乗っ

てしまった私は、若気の至りで、旅館の太鼓を思い切

り叩いたらしい。乱打の祝宴の太鼓の音は島中に響き

わったのではあるまいか。ご迷惑をおかけしました。

冷や汗です。 

 

 あれから40年。中学校は休校。当時150名の児童

数だった小学校も現在は３名という。時代の流れを痛

感している。40年前の子どもたちは50歳を越えてい

る。何処でどのような人生を歩んでいるのだろうか。 

私にとって、祝島は永遠に青春の島。あの頃の子ども

たちの底抜けの明るい笑顔は何時までも忘れはしな

い。 

 今回で「せきれい」は最終稿である。40年前のこと

を想起しながらの執

筆だったので記憶間

違いや勘違いがあっ

たかもしれません。

ご寛恕ください。 

15回にわたり執筆

の機会を与えて頂き

感謝申し上げます。

ありがとうございま

した。 

 

  春の海青春の島何時までも 芳己 

祝島小学校の校庭 

祝島小学校西門の階段からの風景 
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 「アイランダー2014」に出展した「祝島ブース」

スタッフの皆さんに、感想や提案をまとめていただき

ました。次回への参考にし、よりよい展示やPRができ

るようにしましょう。 

 

◎展示物について 

・大きな地図（瀬戸内海西部から九州北東部の範囲）

を貼り出してはどうかなと思います。祝島はここにあ

ります！という自己主張がもっとあってもバチは当た

らないかと。 

・今回のほぼ実物大の練塀の壁紙（幕）は、この前で

写真を撮ると祝島に行った気になれる、となかなか好

評でした。 

 

◎配布物について 

・パンフレットに、祝島が山口県のどの位置にあるか

をわかりやすく図解した方が良い 。 

・今以上に人を集めるには何か物を配ることも検討し

た方がいいかもしれません。ただ、集まりすぎても

個々の対応ができませんよね。丁寧に話をするなら、

今くらいの訪問者でもいいのかも。 

・パンフレットの作成がぎりぎりで渡辺さんに重いの

を運んでいただき大変なお世話をおかけしました。 

・ちょっとした手違いで、祝島カレンダーの販売が間

に合わず残念でした。 

・配布できるグッズや手提げ袋などの作成を早目にし

ましょう。 

 

◎説明員について 

・参加2年目の渡辺さんと大島さんの説明は丁寧で、

だんだん堂に入ってきたと思います。ありがとうござ

いました。 

・2年では祝島の説明のプロにはなれません・・「年間

訪問者数」「訪問者の内訳」「田植えの時期」「○○と海

は一緒に撮影できるか」など、今年も思いもよらない

ことを質問されてうろたえました。また島に行ったこ

とがある方からは、島の人の近況を訊かれることがあ

りました。 

・来年はもう少し秀人さん・優子さんに頼らなくても

済むよう、前もって勉強しておかなければと思ってお

ります（でも記憶力が…）。 

・もう少し説明員が多ければ、交代で他の島のブース

を見て回れる時間が取れますね。  

・ブース説明員と他のブースを回るブース特派員がい

るといいかなと思います。 

・祝島の近況などの基礎知識を説明員のみなさんにお

話しできる時間が取れたらいいですね。 

・来年はより多くの方に楽しみながら説明員として参

加していただければと思っています。 

 

◎ワークショップについて 

・子ども連れの家族がたくさん来られて好評でした。 

・優子さんが話していらした、大人版シーグラス体

験、アクセサリー制作はとてもいいと思いました。若

い女性を中心にもっとたくさんの人を呼び込めると思

います。 

・「シーグラス作品大賞 」なんていう企画もできるか

もしれません。 

・力作が多かったので。出来上がった作品を写真にお

さめておいて、あとで選考して受賞者を決める、あら

かじめきいておいた住所宛、賞状と記念品をお送りす

る、会報などで写真とともに発表、とか。 

・準備するものを東京でまとめて準備していただける

と、とっても助かる・・と勝手ながら思っています。

事前の打ち合わせがもう少し密にできたらいいと思い

ます。 

 

◎ブースのレイアウト・備品について 

・体験ブースのレイアウトはテーブルが通路に対して

直角の向きでも良かったでしょうか。テーブルの両側

に座れるので。ただ、その場合、テーブルがもう一本

必要でしょうか。 

・チラシ用スタンドを借りているブースがありました

が、ああいった什器は何か活用できないでしょうか。 

・備品などは、借りるとそれだけお金がかかるので、

自前で準備できれば助かりますが、大きなものだと搬

入が大変なので、工夫が必要ですね。 

・レイアウトやテーマなども、前もって皆さんと相談

できる余裕があればいいと思っているのですが、その

余裕がなかなかなくて、ここも反省点です。 

 

「アイランダー２０１４」 出展スタッフからの意見            
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 ＜連載＞ふるさとを思う Part２ （６） 最終回          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、瀬戸こうじです。遅ればせながら、今

年も宜しくお願い申し上げます。皆様にとりまして実

り多い年でありますように。 

 振り返りますと、昨年は想定外の「○○年に一度」

などという自然災害に悩まされた一年でした。「天災は

忘れた頃にやってくる」そうですが、忘れた頃という

のはどのくらいの期間なのでしょう？僕の人生も60年

過ぎ、「忘れた頃」というのが近付いてきているのでは

ないかと、心配になってきます。 

 最近の「高齢化社会」「老人福祉」「年金」とかの言

葉も他人事ではありません。日本の平均寿命も延び、

100歳以上の高齢者が急増し、58820人に達したそ

うです。今後医療技術が進歩し正しい生活習慣を実践

すれば、人生100年も夢ではない!!「長寿万歳」で

す。これは、人類が夢見た楽園で、それを実現した社

会は素晴らしいと実感しています。しかしながら、本

来の喜ばしい筈の「長生き」が、なぜか「高齢社会」

と言われ、役割を終え社会から支えられている者と扱

われている風潮があります。某保険会社が「長生きし

たいか」というアンケートを取ったところ、25パーセ

ントがNOと答えたそうです。お金・病気・入院・介

護と、老いにはマイナスイメージが伴いますが、長生

きしたくない社会とは寂しい気がしますね。では、長

生きしたくなる社会というのはどんなものなのでしょ

うか？ 

 僕は60歳を前にして、「故郷祝島に何か僕にできる

こと」を模索し、結果として『祝島讃歌』を歌うこと

にしました。当初の目的は「祝島への応援」だった筈

なのですが、現在歌活動をして驚いているのは、応援

されているのは僕になっているということです。皆さ

んに応援していただくことで、「健康維持」「地域への

貢献」「新しい人間関係の形成」などの自負が養われ、

しいてはそれらが、今の僕の生きがいになっていま

す。歌活動でよく言われます「若いね」と。お世辞か

もしれませんがその褒め言葉は僕自身が人前にさらさ

れ「人前に立つ責任」が養われたからだと思います。

そして、「もう60」の考えが「まだ60」に変わりまし

た。今や『瀬戸讃歌』かと思うほどです(笑)。 

 歌仲間には、先輩が大勢いらっしゃいます。大きな

声を出し、腹式呼吸をすることは、とても健康的です

し、歌詞を覚えるのはボケ防止になります。そして、

先輩の皆さまに叱咤激励をいただいています。とても

老けこんでは居られません。そしてまた若い方と接す

るときは、エネルギーを分けて頂いて、その時は僕も

その世代です!!負けてはいられません(笑)皆様とそんな

ふうに接していますと、人生もっともっと長く生き

て、色々吸収していきたいと欲が出でくるのです。 

 僕の身近で、「死」と向き合って日々を過ごしている

人が二人います。生きる意味を見いだし、生の瞬間を

大切にし、死を見つめ、人生の締めくくりをどう迎え

るか、懸命に生きています。僕も還暦を過ぎ人生の3

分の2を無事に消

化してきました。

今まで何が出来て

きたのか？ これ

から何が出来るの

か？ 友の『生と

死』の狭間に臨場

し、自問自答しな

がらの伴走の数カ

月です。『もっと

長く生きたい』と

いう悲痛な心の叫

びに、耐え難い思

いもありますが、
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これからも生きることを許されている自分がすべき試

練だと考えていますし、ある意味の生きる力を頂いて

います。 

 『人生100年』に変わろうとしている今、長生きし

たくなる社会とは、総ての人が生きがいを持ち、健康

で安心して楽しく暮らせるものだと思います。そんな

社会をどう実現していくか考えることが国としての課

題ですが、社会に頼る前に自らの人生設計を考えてい

く必要もあると思います。地域活動に参加し、人間関

係を形成し、社会に還元し、より良い社会をつくる先

導役として活動して行くことが、自身の生きがいを見

いだせる方法だと思っています。自身の役割を認識

し、生きがいを持って生活する姿をみせることが、子

どもや若者の将来に希望を持たせることにつながると

思います。僕は、年はとるものではなく、重ねるもの

と考えています。それは人生の経験という誇りが重

なっていくことと思うのです。ですから、高齢の方

は、自ら得た知識や経験を誇りに自信を持って生きて

いただきたいですね。先駆者として、足跡を残すのも

大きな役割かなと思います。競馬に例えれば、僕も第

3コーナーに向かった頃で、落馬しないようにすれ

ば、ハイセイコー!!?  いえ、失礼しました大成功!! 

 「忘れたころ」がやってこないよう、1日1日を大事

に進んでいきたい!! 明日へつながる今日であるよう

に、恥ずかしくない生き様を意識しつつ、実り多き、

第4コーナーを目指して頑張って行きましょう!! 同志

の皆さん!! 

江

絵っきー展覧会（１５）  『八島から』              エッキー浴野 

『八島から』 

パステル画 B2サイズ 

 

 上関丸に乗って八島に渡り、祝島を眺める。 

 祝島の左側の海上にに宇和島（うわしま）、右側の海上には天田島とハナグリ島が重なって見え

る。小祝島は、祝島に隠れて見えないな。集落はあのあたりで、平さんの棚田はあのあたりか、など

と思いながら気持ちのいい眺めを楽しんだ。 



お知らせ ＆ 募集 

今日は節分。祝島では戸口や窓に 
トベラを差して魔除けにします。 

 気が付けば今年ももう2月、明日は立春です。今年も祝島ネット21の活動にご協力よろしくお願いします。 

 さて、昨年11月の「アイランダー2014」への出展、2回目ということもあり、少し慣れてきましたが、いろいろ

と反省点もありましたので、今回の会報にまとめて掲載しました。特に、せっかく全国の島が集まっているので、他

の島でどのような取り組みがされているのか、もっと話を聴きたいと思っています。それには今までの説明員だけで

は人数・時間が足りませんので、ぜひもっと多くの会員の皆さんに参加いただいて、説明員や他島の情報収集を担当

していただければと思いました。今年も出展する予定でおりますので、関東にお住いの方は、ぜひご協力ください。 

 今号で、いくつかの連載が最終回を迎えました。各連載を担当していただいた皆さん、お疲れ様でした。次号から

は新しい連載が始まることになります。多くの会員の皆さんに原稿をお願いしたいと思っておりますので、声がかか

りましたら、快く原稿を書いていただけますよう、よろしくお願いします。(^O^) 

 次号の会報は、5～6月を予定しています。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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■2015年版祝島カレンダー 

 毎年恒例の祝島カレンダーが完成しました。今回は2ヶ月めくりの壁掛けカレン

ダーを製作してみました。いかがでしょうか？ 

 すでに昨年12月中には会員の皆様のお手元に届き、ご活用されておられると思いま

す。また、例年通り、祝島の全家庭（260戸）にも

１部ずつ無料配布し、喜んでいただきました。 

 まだ若干在庫がございますので、祝島関連のイベン

トや同窓会などで御入用でしたら、事務局までご相談

ください。個人向けは「祝島ホームページ」にて販売

しております。 

 

■イベントのお知らせ 

 これから、下記のイベントが予定されています。詳細は別途お知らせしますので、ぜひご参加・ご来場くださ

い。お待ちしています。 

◎「祝島お花見クルーズ」 4月4日（予定） 

 毎年桜の時期に開催している「祝島お花見クルーズ」を、今年も開催予定です。 

 定期船を借り切って、お弁当を食べながら海上からのお花見を楽しみましょう。 

◎「祝島ネット21交流会」 5月3日または4日（予定） 

 祝島ネット21の会員の皆さんの交流会を祝島にて開催します。（会場は未定） 

◎「私景祝島Ⅱ写真展」 5月3～5日（予定） 

 山田イサオさん（祝島ネット21会員）の写真展が祝島公民館で開催されます。 昨年のお花見クルーズ船内 


