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祝島小学校 卒業式 

 「祝島物語」  画・大井しげる 窓から満開の山桜を眺める 午後からは練塀ガイドツアーを開催 

 3月14日、祝島小学校の卒業式が挙行され、蛭子和馬くんと堀田風太く

んの2名が、祝島小学校を卒業しました。会場の体育館には、たくさんの島

民の皆さんが出席され、二人の卒業をお祝いしました。 

 4月4日（土）、毎年恒例となった「祝島お花見クルーズ」を開催しまし

た。当日は曇り空ではありましたが、海は穏やかで、桜もほぼ満開の状態で

開催することができました。参加者数は25名。皆さん「いわい」の船室で

お弁当やおやつを食べながら、満開の桜を楽しんでおられました。船内での

ガイド役は今回もベテランの橋部さん。山桜をはじめとして祝島の植物の

話、三浦湾では神舞の話など、いろいろなお話を聴かせていただきました。 

祝島お花見クルーズ開催 

体育館には多くの島民が集まりました 卒業式を終え、家族と記念撮影 

ベテラン橋部さんがガイド役 午前11時に祝島港を出港 



＜連載＞ 祝島・記憶の玉手箱（７）  ～祝島の店屋（東方編）～ 

                語り部 ： ゆうさあ、ちーちゃん  ゲスト：ひでちゃん 

 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。 

 昔、祝島の人口が多かった頃は、たくさんの店屋が軒

を並べていました。今回は、戦前と戦後、2つの時代の

思い出に残る店事情について、ゆうさあ（93歳）とちー

ちゃん（89歳）に話を聴いてみました。ゲストとして、

ゆうさあの息子さんのひでちゃん（53歳）にも話に入っ

ていただきました。 

 

司会：昔は祝島にいろんなお店があったと聞いていま

すが、どのくらいあったかわかりますか？ 
 
ゆうさあ：そりゃあ、よーけーあったがなんぼーくらい

あったかのう。 
 
ちーちゃん：昔はいろいぎょーな店があったけえのん

たぁ。 
 
司会：とりあえず東の方から順番に言ってもらえます

か？ 
 
ちーちゃん：「吉田」があったろう、それから「木下」。

こりゃあ菓子やら雑貨やらを売りょーっ

た。そいて、「薬師」に「木村」「立花」「田

尾」「品川」。「木村」と「立花」と「田尾」

は菓子屋。「薬師」は食品、雑貨。「品川」

は菓子やら食品も売りぉーったが、他にも

タバコやら薬やらも売りょーった。 
 
ひでちゃん：わしらが子どもの頃は「品川」

のところにポストがあって、切手やらも売

りぉーったで。百貨店のようなじゃった。 
 
司会：ポストまであったんですか？ 
 
ひでちゃん：ポストは郵便局の所と、「品

川」のところと、あと西方にも１つあったぁ

のんたぁ。 
 
ちーちゃん：そうそう。 
 
ひでちゃん：「立道」も店じゃったぁのん

たぁ。 
 
ちーちゃん：そうそう。ありゃー食品を売

りょーった。あと「森川」いうのも店をせよーったよ。

菓子やらクジ引きやらがあった。わしらあ「一銭店（いっ

せんみせ）」言うて呼びょーった。 
 
司会：なんで「一銭店」なんですか？ 
 
ちーちゃん：安い物ばっかり売りょーったけえじゃろ

う。 
 
司会：今の「100円均一」のようなものですね。 
 
ゆうさあ：それと「サンスー爺じい」いうのがおったん

じゃが、おまぁらぁ知らんか、「サンスー爺じい」を。 
 
司会：「サンスー爺じい」？ 
 
ちーちゃん：「洲本旅館」の近くで店をせよーったん

じゃぁ。山崎サンノスケいうんじゃったぁのんたぁ。そ

れで「サンスー爺じい」。 
 
司会：なるほど。てっきり子供が行ったら算数の問題で

も出すので「算数爺じい」いうのかと思いました。 
 
ちーちゃん：その店は、菓子やらおもちゃやら、クジ引
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今回のお話に登場したお店の場所 
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きやら、子どもの好きそうなものなら何でもあったん

よ。ありゃあ、アメリカ帰りじゃったけえねぇ。 
 
ゆうさあ：あれによう買いに行きょーった。 
 
ひでちゃん：そりゃあ、わしらが子どもの頃の「たろい」

のような店じゃのんたぁ。 
 
ちーちゃん：そうそう。面白い店じゃった。 
 
司会：へー。その店はいつ頃まであったんですか？ 
 
ゆうさあ：そりゃあ、わしらが子どもの頃にあった店

じゃけえ。 
 
ちーちゃん：終戦後には、はぁ、なかったけぇ・・大正

時代から昭和にかけてかねぇ。 
 
ゆうさあ：昭和の初めじゃろうのう。そういやあ、「一

銭まんじゅう屋」いうのもあったのう。 
 
司会：「一銭まんじゅう」ですか？ 
 
ちーちゃん：そうそう、1個が1銭じゃけに、「一銭まん

じゅう」。これくらいの、赤と白とよもぎとのまんじゅ

う作っちゃあねぇ売りよった。ついこれくらいよ、一口

まんじゅう。 
 
ゆうさあ：ありょう作りょーったのは「北川の龍にい

さぁ」言いよったが。松井のすぐ下の、木下の横の所で

売りよったぁ。 
 
ひでちゃん：その「木下」は釣具屋をやりょーったが、

石井の波止の所に店を出す前には、郵便局の近くの井戸

の前に店があったぁのんた。 
 
ちーちゃん：ありゃあ、一番初めは「蛭子」の前の畑の

所にあったんじゃあ。それが、郵便局の所の井戸の前に

移って、その後、そこに移ったんじゃあ。 
 
ひでちゃん：そうじゃったんじゃぁ。 
 
司会：そう言えば、ゆうさあさんはアイスキャンデーを

作っていたと聞きましたが、何をきっかけにアイスキャ

ンデー屋を始められたんですか？ 
 
ゆうさあ：わしが始めた言うよりは、兄貴がやりよった

んじゃが、下関に行ってしもぉたから、あとを継いだ、

まぁそういうことじゃ。 
 
ちーちゃん：今は「蓬莱館」になっちょるが、前はみん

なが「キャンデー屋」言うて呼びよった。 

 
ゆうさあ：ほいじゃが台

風の時は困ったいのう。停

電になるけえ、キャンデー

がみな融けるんじゃあ。し

ようがなぁけえ、融ける前

に 近 所 の 子 供 ら に 配 り

よった。 
 
ひでちゃん：そうそう。台

風のときはキャンデーが

食べ放題になるけえ、わ

しゃあ嬉しかったんじゃ

が、今考えたら、うちは大損害じゃったんじゃぁ。 

 あと、想い出言うたら、わしらが幼稚園の頃、夏になっ

たらおやじが幼稚園で子供らが食べるキャンデーを

時々運んで来よおったろう。暑い日に、親父がチリンチ

リンって、自転車のベルを鳴らしながら、キャンデーを

運んで来てくれるのが見えた時は、親父がヒーローに見

えたね。（笑） 
 
司会：アイスキャンデーを作っていたのは一軒だけで

すか？ 
 
ちーちゃん：もう一軒、「みさき旅館」の上の「森重」

もキャンデーを作りよった。 
 
司会：当時は島の人口が多いから、いろんな商売が成り

立っていたんですね。他にはどんなのがありましたか？ 
 
ちーちゃん：呉服屋やら下駄屋やら、あったのんたぁ。 
 
司会：今は「安藤呉服店」だけですが、昔は他にも呉服

屋があったんですか？ 
 
ちーちゃん：東の方じゃったら、「藤本呉服店」に「灘

波呉服店」、それから下駄屋が「恵比寿」に「酒井」。

それに散髪屋が「浜崎」のじろうさあ方と「天草」の二

軒。「槌谷」の桶屋もあった。 
 
司会：桶も売ってたんですか？ 
 
ちーちゃん：わがい、桶の。ありょう作ったりね。 
 
司会：はぁ、たくさん出てきますねぇ。今日は東方の話

だけでもうページに入りきらないので、中郷と西方は次

回にということにしましょう。楽しいお話をありがとう

ございました。 
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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、祝島出身で現在は岩国市に在

住の吉原信一郎さんです。紹介文は本人に代わって奥

様が書いてくださいました。 

 初めまして、2月から祝島ネット21の会員になり

ました吉原信一郎です。 

 主人は祝島で生まれ、中学卒業まで、祝島で過ごし

ました。その後、岩国・松山・宇都宮と転勤、そして

岩国で定年を迎えました。 

 定年後6年になりますが、月の3分の1くらいは祝

島に帰り、山でびわや野菜作りをしています。たま～

に好きな釣りを楽しんでいます。 

 山に桜の苗木や自分で挿し木した紫陽花、ツツジな

ど植えて、道行く人にも見てもらえたらと言ってま

す。数年後には立派な桜の花が見れると思います。

色々やりたい事がたくさんあるようです。 

 

 岩国では「じーじ」、5人の孫にモテモテで、孫の

相手に大忙しです。結婚当初から変わらず、優しく、

働き者の主人です。忙しいけど、今が一番充実した

日々ではないかと思います。身体に気をつけて、元気

で色々と楽しんで欲しいです。 

 

 私も祝島が大好きで、時々島に帰り、山に行った

り、日の出や夕日を見たり、好きな写真を撮って楽し

んでます。年を重ねてきて、祝島の良さがわかり、島

に帰るのが楽しみです。祝島は宝であり、自慢できる

ふるさとです。 

 

 祝島の良さを多くの方に知ってもらい、島の活性化

につながるよう、お手伝いできたらいいなと思ってい

ます。 

 皆様、どうぞよろしくお願いします。 

                （文：吉原妙子） 

  

会員リレーコラム（４７）    ～ 吉原 信一郎 さん ～ 

吉原信一郎さん 

夫婦で「お花見クルーズ」に参加しました ここでびわや野菜を作っています 
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「神舞」映像・写真展 を開催しました 

 5月2日、祝島公民館にて「神舞」映像・写真展を

開催しました。 

 写真展示は、過去に祝島ネット21が開催した「祝

島フォトコンテスト」の応募作品と、「昔なつかし写

真展」で展示した写真の中から、神舞の写真を集めて

展示しました。 

 映像は、平成8年・16年・20年の「神舞」につい

て、山口県内や大分県のテレビ局で放映された特集番

組やニュース映像をまとめたものと、昭和51年に祝

島の人が撮影した8ミリフィルムのお宝映像を上映し

ました。 

 半日だけの開催でしたので、来場者数が少なかった

のですが、来場された方には大変好評でした。機会が

あれば、また開催したいと思います。 

映像上映の様子。懐かしい人がたくさん登場しました。 

祝島ネット２１の畑ができました 

 一昨年の会員アンケートで、耕作放棄地が増えてき

たので、その対策として「祝島ネット21の借地とし

て活用していくことも考えたらどうか」とのご提案が

ありました。今年2月に島の南側斜面に位置する畑

（現在は使われていない）を借りることができました

ので、近くの方も遠くの方も、会員の皆さんが島に来

られた時のお楽しみとして、祝島ネット21の畑とし

て活用していけたらと思います。 

 畑の場所は、祝島で「カタア」と呼ばれている所で

す。畑の広さは目測ですが10ｍ×50ｍくらいです。 

数年間使わ

れていな

かったの

で、写真の

ように現在

は藪になっ

ています

が、草刈り

をすれば十

分使うこと

ができそう

です。 

 集落から

畑までの距

離は約

2.2km程度。

海の見える景

色のいい道を

歩いて約30分～40分くらいで到着します。畑に行く

道路は、平さんの棚田に行く道の一つ上の道になりま

す。 

 島の南側の斜面なので、日当たりもよく、家族で島

に来られて遠足を兼ねて畑仕事をやってみませんか。

みんなできれいな畑にして活用しましょう。 

写真展示の様子 

現在はご覧のとおり藪になっています 
（今年2月に撮影） 

畑からの眺めです 
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＜連載＞ 祝島の魅力再発見！（８）  ～ 井戸 ～      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。８回目の

今回は「井戸」のお話です。 

 祝島の集落内を歩くと、あちらこちらで「井戸」を

見かけます。今から数十年前、お母さんがタライで洗

濯したり、野菜を洗ったり、夏には海から上がった子

どもたちが水浴びをしたり、早朝からおばさんたちが

集まって世間話（いわゆる井戸端会議）をしたり、そ

んな賑やかな光景が、島のあちこちの井戸端で見られ

ました。 

 

 井戸水は、気温ではなく地温の影響を受けるため、

水温は年間を通して16℃～18℃前後でほぼ一定の温

度になります。そのため、冬には温かく、夏には冷た

く感じます。昔は夏なるとよく井戸水でスイカやトマ

トを冷やして食べていましたね。魚がたくさん獲れる

祝島では、魚をさばくのにもよく井戸水を使います。

井戸端で魚をさばいていると、いつの間にか島ネコが

やってきて、油断すると魚を持って行かれたりしたも

のです。 

 

 祝島では井戸のことを「カワ」と呼びます。例え

ば、善徳寺の下（民宿くにひろの前）にある井戸は

「善徳寺ガワ」、郵便局の裏手（昔、石丸左馬頭の屋

敷があった所）にある井戸は「石丸ガワ」と呼ばれて

います。 

 外にある共同井戸だけでなく、家の中にある井戸も

多く存在しています。中には、家の内側と外側の両方

から水が汲めるようになっている便利な井戸もありま

す。 

 

 家に井戸があるところは、今でもお風呂や台所、畑

の水やりなどに井戸水を使っていますが、人口が徐々

に減り、空家が多くなってきて、共同井戸などは使う

人もだいぶ少なくなりました。手押しポンプが壊れて

しまっている共同井戸もいくつか見かけます。善徳寺

ガワのポンプも10年以上壊れたままになっていまし

たが、昨年、祝島ネット21の協力で手押しポンプを

修理しました。 

 

 観光客の皆さんの中には、井戸や手押しポンプを見

て昔を懐かしく思い出す中高年の方や、初めて見て興

味をもってポンプを押して水を出してみる若者や子供

たちなどもいらっしゃいます。島の魅力の一つとし

て、井戸を大切に残していきたいものです。 

石丸ガワ 家の内側と外側から水が汲める井戸 

観光ガイドに善徳寺ガワのお話を聞く観光客 

つるべで水を汲む井戸（屋内） 
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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。 

 西洋では古来より、東洋の国・日本は「仏教徒（ブ

ディスト）」の国と思われてきました。では、日本の

宗教界で「浄土真宗ってどんな宗教？」と聞かれた

ら、皆さんは何と答えますか？  

 色んな言い方がありますが、浄土真宗は「聞く宗

教」と言えます。 

 「いのちあるもの皆すべて、そのまま・必ず・もら

さずすくう」と誓われた、阿弥陀如来の真実のお心

（南無阿弥陀仏のお心）を「聞く宗教」です。 

 

 さて、皆さんは有名な音響機器メーカー「日本ビク

ター」（現JVCケンウッド）のロゴマークをご存知か

と思います。ラッパ型のスピーカーに白い犬（ニッ

パー）が顔を向けている姿です。 

 1884年生まれのニッパーは、最初イギリスの画家

マーク・ヘンリー・バロウドに飼われていました。と

ころが、1887年飼い主が亡くなり、弟の画家フラン

シスに引き取られます。 

 ある日、生前兄の声を録音していたものを蓄音機に

かけると、姿なき飼い主の声に不思議そうに覗き込む

ニッパーだったそうです。匂いを嗅ぐことも、頭や身

体を撫でてくれることも無いけれど、声を通じてニッ

パーは、亡き飼い主のことを想う姿を見せたそうで

す。 

 この微笑ましい姿をフランシスが描き、後にアメリ

カの会社に採用され、音響機器メーカーのロゴマーク

として広まっていったそうです。 

 

 浄土真宗は「南無阿弥陀仏（ナモアミダブツ）」の

声を通じて、阿弥陀様を想い、慈悲極まるお心を「聞

く宗教」です。 

 向暑の時節となりますが、晴れやかにお念仏称え、

耳元に聞きながら、阿弥陀如来に想われている我が身

であったことを、想い起こして過ごしませんか。 

＜連載＞ 善徳寺法話 （２） ～聞く宗教～ 

                               善徳寺住職  石山泰人 

善徳寺の親鸞聖人像 
親鸞聖人は浄土真宗の宗祖 

民宿くにひろに展示してある 
古いステレオプレーヤにも 

ニッパーのマークが 
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瀬戸こうじさん 「ふるさと凱旋コンサート」で熱唱  

＜瀬戸こうじさんよりお礼のことば＞ 

 祝島の皆様、上関の皆様、このたびは本当にお世話に

なりました。温かいお出迎えを 心より感謝申し上げま

す。わずかな時間でしたが「謙虚に。でも、厚く。」とい

う故郷の皆様の心をひしひしと感じ、胸の熱くなる想い

でした。 

 皆様を応援するべく『祝島讃歌』を作った僕ですが、

今回は皆さんに大きな力をいただきました。「ああ、ここ

が僕の原点だ」と確信できるステージでした。体力が続

く限りは『祝島讃歌』を歌い続けて行きたいと思いま

す。また、帰ります! 唄います! どうぞ皆様も、いつまで

もお元気でいてください !! まっちょってくれませ!!  

ネット21様・会員の皆様、ご協力頂きました皆様、あり

がとうございました。 

 ゴールデンウィーク明けの5月9日（土）、3年ぶり

にふるさと祝島へ帰ってきた瀬戸こうじさんのコン

サートが祝島公民館にて、賑やかに開催されました。 

 午前中は小雨が降り、皆さんに集まってもらえるか

心配でしたが、開催時間前には雨も上がり、続々と集

まってくださいました。少し心配そうでもあり、久し

ぶりに身内同然の島のおじちゃんおばちゃんたちの前

で歌うことへの緊張感は、他での緊張とはきっと違っ

たものだったでしょう。追加の椅子を並べてもすぐに

席が埋まり、立ち見の方までおられ、緊張から嬉しさ

がこみ上げてくる顔へと変わっていった瀬戸さんでし

た。 

 替え歌あり、懐かしい歌あり、持ち歌の『望郷の

空、東京』と『白い定期船』。歌いながら会場の皆さん

と握手して回られ、飛び入り民ちゃんの踊りも場内を

沸かせました。最後は『祝島讃歌』の大合唱。アン

コールも含めて、およそ１時間半の熱唱でした。 

 この日、地元ケーブルテレビ（Ｋビジョン）の撮影

も入り、翌10日には週末タウンニュースとして、テレ

ビにも流れました。 

 爽やかな瀬戸さんの歌声は、皆さんを笑顔にし、元

気づけてくださり、ふるさとへの想いをこめられた一

言一言は皆さんの心に響いたことでしょう。ぜひ、ま

た祝島で歌っていただきたいと思います。そしていつ

か、ＮＨＫの紅白歌合戦で「祝島讃歌」を聴くことが

できたら・・祝島は一気に若返る気がします。瀬戸さ

ん、お忙しい中、祝島へ帰って歌ってくださり、あり

がとうございました。 
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 5月4日（土）に、祝島ネット21会員交流会を祝島

の「民宿くにひろ」にて開催しました。昼の部には9

名、夜の部には7名が参加し、お互いの親睦を深めら

れました。 

 今回の交流会に参加された皆様を代表して、4名の

方に感想をいただきました。 

◎渡辺竜夫さん 

 これまで地元開催の行事に参加したことがなく、

少々引け目を感じていたところもあったので、今回に

交流会に参加できて、楽しかった！と同時にホッとし

た、というのも正直なところであります（笑）。 

 のどかな休日の午後、美味しい食べ物に囲まれて、

呑みたい人は好きなだけ呑みながら、思いついたこと

をゆる～く自由に語り合う、なんとも幸せな時間を過

ごさせていただきました。みなさま、どうもありがと

うございました。 

 

◎浴野達宏さん 

 5月4日、祝島へ。 

 まず、参加者全員で山田イサオさんの写真展「私景

祝島Ⅱ」を見に公民館へ。もう30年も通って撮り続け

ておられるとか。生き生きとした島の人たちの表情や

風景など、どれもこだわりのモノクロフィルム写真

だ。すばらしい。 

 さて交流会。山田さんらも交え、遠くは東京、関西

からも。当会の層の厚さと、祝島に対する熱情を感じ

る。島の山海の恵みと心づくしの料理を味わいなが

ら、話がはずむ。女将さんの手作りの、島の名物よも

ぎ饅頭実演が始まる。レシピをめぐって一段と盛り上

がり、いくつかの工程を経て眼前にふっくら濃緑色の

饅頭が出来上がる。歓声！。で

きたては一段と美味しい。名残

は尽きぬがやがて散会。 

 ほっと心ゆるんだ優しい時

間、秀逸な写真展。またこうい

う会をしましょう。 

 お忙しい中、準備やおもてな

しに奔走された國弘ご夫妻に感

謝いたします。 

 

◎遠藤賀子さん 

 5月4日に開催された祝島ネット21の会員交流集会

に参加しました。私は昼の部のみの参加でしたが、初

めてお会いする方が多く、自己紹介を興味深くお聞き

しました。みなさん個性的な方で、おいしい食べ物と

同時に話もはずみ、途中（私を含めた）ある年代にし

か分からない歌手の話で大いに盛り上がりました。久

し振りに行った祝島にはおしゃれなカフェも出来てい

て、日帰りながら充実した時間を過ごせました。感謝

です！ 

 

◎山田由佳里さん 

 初めての会員交流会は、とても楽しかったです。 

 私がネット21に入会した本当の理由は、主人に

「ネット21の交流会がある」と聞いて「いいなあ母さ

んも行きたい」の一言から入会、主人と共に参加させ

ていただきました。 

 初めて会う人がほとんどであり、楽しく話もできま

した。私はお酒が入ると、楽しい方向に話が進み聞く

人はちょっとせんなかったのではと思っております。

シラフの時は、あまり話すことがなく、聞き手になる

のであります。これを機にいろいろな人（ネット21）

に会って話がしたいですね。次回が楽しみです。 

「祝島ネット２１会員交流会」を開催しました            

交流会・夜の部 

交流会・昼の部 

よもぎまんじゅう作りの実演 
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 『私景祝島Ⅱ』 山田イサオ写真展を開催しました      山田 イサオ 

 この度、5月3日～5日まで里帰り展として「私景 

祝島Ⅱ写真展」を祝島公民館で開催し、少し島民の方

の入場が少なかったのですが無事終了しました。今思

えば、会場が2階なので階段の上がり降りがあるため

お年寄りの方はたいぎかったのかな。また、島外から

も遠路はらばるご来場くださいました。特にTOKYO

から若手女性写真家さんが見に来られたのには感激し

ました。皆さん本当にありがとうございました。 

 ちなみに報告ですが、現在祝島の写真集を製作中

で、9月頃完成予定です。 お楽しみに～！ 

山田イサオ写真館（４）  『びわの頃』   

              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。 

『びわの頃』 

 

 路地を歩いていると、たくさんのびわに出会った。大好

物なので１つよばれようかと手が出るがガマンガマン。 

 別の日にここの方に出会ってかまどを見せてもらいまし

た。むかしにタイムスリップしたような、いつまでも残し

たいいい風景だった。 
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 3月26日に柳井港ポートビルがリニューアル・オープンしました。新しいポートビルは、柳井の白壁の町並み

をイメージさせるデザインの建物です。柳井－松山間を結ぶ防予フェリー、平郡航路、そして祝島航路の３つの

航路が共用します。待合室やトイレもとてもきれいになり、定期船を待つ時間が快適に過ごせます。 

絵っきー展覧会（１６）  『田ノ浦からの眺め』         エッキー浴野 

『田ノ浦からの眺め』 

パステル画 B2サイズ 

 

生物多様性の宝庫、上関町長島田ノ浦。向こうにはハナグリ島と祝島、風光明媚。 

描いていると、画面右側からペアのシーカヤックがアイランドホッピング。 

赤やピンクの船体カラーが青い海にますます映える。構図が決まってうれしい。 

田ノ浦には、明るい元気なすてきなカップルがよく似合う。 

いつもありがとう。いつまでもありがとう。 

 柳井港のポートビルがリニューアル・オープン 

柳井港駅 

定期船 

乗り場 

柳井港ポートビルの外観 平面図 



お知らせ ＆ 募集 

学校のコッコーに新しい 
実がついていました 

 梅雨の季節、あちらこちらに紫陽花が鮮やかに咲いています。祝島では特産のびわのシーズンが終わり、農家の皆

さんはほっと一息ついているところでしょう。 

 4月から5月にかけて、祝島ネット21の主催・協力するイベントが数多く開催されました。簡単ですが、それぞれ

のイベントの報告がこの会報に掲載されています。イベントの準備等で、多くの会員の皆さんにご協力いただきまし

た。ありがとうございました。今後ともよろしくお願いします。 

 さて、今回の「記憶の玉手箱」の取材で、昔のお店の話を伺いました。昔は人口が多く、さまざまな商売が成り

立っていて、祝島の集落全体が商店街のような感じで賑やかだったんですね。今回は集落の東方の店だけでしたが、

次回以降に中郷や西方のお店も登場する予定ですので、お楽しみに。みなさんの想い出のお店がありましたら、投稿

も大歓迎です。(^O^) 

 次号の会報は、10～11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。  

編集後記 

祝島ネット21会報 「いわいしま通信」 第47号 

発行日：2015年6月24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/ 

■今年の役員が決まりました 

 今年の役員が下記のように決まりました。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 

 

■PA（音響）システムを購入しました 

 祝島ネット21の備品として、PAシステム

（BEHRINGER社製  / PPA200）を購入しまし

た。 

 早速、4月の「お花見クルーズ」と5月の「瀬

戸こうじ ふるさと凱旋コンサート」で使用しま

したが、音質や音量については、なかなか好評で

した。今後もイベント等で有効利用したいと考えて

います。 

 会員のみなさんで必要な方は貸し出しいたします

ので、事務局までお申し出ください。 
 
＜PPA200の説明＞（販売会社のWebサイトより抜粋） 

 「片 手 で 簡 単 に 持 ち 運 び で き る コ ン パ ク ト な 形 状 が 特 徴 の BEHRINGER/

PPA200。ライブに必要な機材を全て同梱し、小型ながらも100W×2の出力を誇り

ます。ちょっとした集会や会議等、アコースティックライブで活躍します。」 購入したPAシステム 

 「お花見クルーズ」（左）と「瀬戸こうじコンサート」（右） 
 で使用しました。 


