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来年は「神舞」の年です 

 「祝島物語」  画・大井しげる 入港した「レインボーあかね」 「レインボーあかね」の船内 

 来年は４年に一度の「神舞」の年になります。人口

減少と高齢化の進む祝島でこのような大きなお祭りを

開催するのは、だんだん難しくなってきており、来年

は開催されるのだろうか、と心配される声も多く聞か

れましたが、祝島の島民や関係者で話し合って、これ

まで通り、8月に開催することが決定しました。 

 これから、来年夏の神舞に向けての準備が始まりま

す。みんなで協力して祝島の伝統を次世代につないで

いきましょう。 
 
◎「神舞神事」開催日程 2016年8月16日～20日 

 10月21日午後3時過ぎ、防府市の野島（人口111名）に通う定期船「レ

インボーあかね」が祝島港に入港しました。広島県尾道市のドックで定期検

査を終えた帰りに、観光ツアーのお客さんを乗せて祝島に立寄ったのです。 

 ツアーのお客さんおよそ50人が、１時間あまり島を観光されている間

に、野島海運さんのご厚意で、祝島の人たちが船内を見学できることにな

り、たくさんの島民の方が見学に訪れました。祝島では、「いわい」の老朽

化に伴って、新しい定期船の建造が検討されているところですので、皆さん

関心が高く、船員の方にいろ

いろな質問をされていたよう

です。 

 「レインボーあかね」は、

「いわい」（総トン数：約40

トン）より一回り大きく、全

長27m、幅6m、総トン数83

トン、定員95名です。 

「レインボーあかね」が寄港 

観光ツアーのチラシ 



＜連載＞ 祝島・記憶の玉手箱（８）  ～祝島の店屋（中郷編）～ 

                  語り部 ： ちょーさあ、ゆうさあ  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。 

 前回は東方にあった店屋についてお話を伺いました

が、今回は、中郷にあった店屋をテーマにして話してい

ただきました。お話してくれたのは、ちょーさあ（90歳）

と、前回に引き続いてゆうさあ（93歳）です。そして、

今回もゲストとして、ゆうさあの息子さんのひでちゃん

（53歳）にも話に加わっていただきました。 

 

司会：今日は中郷のお店について、お話をお伺いします

が、子どもの頃によくお菓子とか買いに行ってた想い出

のお店はありますか？ 
 
ちょーさあ：菓子で。菓子は、えぇと、ここらぁの店は

ねぇ・・そこの角っこ。今、郵便局の前の広場になっちょ

ろう。あそこが「ふじや」いうて、菓子屋じゃった。祝

島で一番おっけぇ（大きい）店じゃった。ばあさんがおっ

て、いろいぎょうな物を作っちゃぁ売りよった。 
  
ひでちゃん：へぇー、あそこは店じゃったんじゃあ。お

かずとかも売りよったんで？ 
  
ちょーさあ：いいや、おかずじゃのぅて、菓子。食べる

ものも、そこで製造しよったんで。昔じゃけぇ「ぶどう

菓子」やら、「饅頭」やら、作って売りよったんよ。 
  
司会：ぶどう菓子、いうのはどんなお菓子なんですか？ 
  
ちょーさあ：ぶどうの粒くらいの丸い飴。あんなんや

ろ、小さい饅頭やろ、それから、「ふやし」いうてねぇ、

あぁいうのを作りよった。 
 
 司会：いつ頃の話ですか？ 
  
ちょーさあ：わしが今90で、小学の1年生頃の話じゃ

けえ、80年くらい前じゃねぇ。子どもの時は、皆、そこ

へ行って買いよったいね。 
  
ひでちゃん：ふじやと重村があったら、ほとんど何でも

揃うたろぅね。重村は「なんでもそろう百貨店」いう看

板がかけちょったけぇ。 
  
ちょーさあ：重村は菓子以外はだいたい何でもあった。

米も売りよったで。そいて、重村の店屋の向こうは郵便

局じゃった。わしの姉さんが７～8年ほど、局へ出

ちょった（勤めていた）。今の郵便局のところには、倉

庫があって、米やなんか、置いちょったねぇ。 
  
司会：ここを下りたところの散髪屋さんはずっとあそ

こですか？ 
  
ちょーさあ：いや、あれはいちばん海岸端にあったん

じゃあ。 
  
ひでちゃん：わしらが子どもの頃は、はぁ今の所でし

よった。じろさあ、いうのがやりよったいね。じゃけぇ

40年くらい前にゃあ、今のところでやりよった。 
  
ちょーさあ：あそこになってはぁ、だいぶん経つのぉ。 

そうそう。今のえべすも、わしらの子どもの頃はまだな

かったねぇ。あんたん時にゃあ、あったで？ 
  
ひでちゃん：わしらの頃は、はぁあったよ。 
  
司会：40年前と80年前なので、だいぶん違います

ねぇ。おじちゃんの小さい時は学校は？どこにありまし

た？ 
  
ちょーさあ：広場の斜向かいの角が、昔は学校じゃった

んよ。運動場があって、向こうに、西側に鉤（かぎ）に

なって校舎があって。今、井戸があるでしょう。あの井

戸の傍が教員室で二階建てじゃった。  
  
司会：学校の西の方は店はありましたか？今あるのは、

安藤呉服店くらいですが。 
  
ゆうさあ：学校の西側にゃあ「大洋館」いうて劇場が

あってのう、あそこに映画やら芝居やら来てやりょうっ
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たいや。 
 
司会：へぇ～！おじちゃんたちも芝居とか観に行って

たんですか？ 
 
ちょーさあ：そりゃあ、行かんにゃあ。他には何にもな

いんじゃけぇ。 
 
ゆうさあ：今の安藤呉服店のへんまでが大洋館じゃっ

たろうのう。 
 
ちょーさあ：その向かいが唐木で豆腐を売りよった。 

ちょーさあ：安藤の二軒先にも呉服屋があったい

ねぇ・・今はといて畑になっちょる。 
  
ひでちゃん：あぁ、西岡呉服店じゃねぇ。その先の北川

は？ わしらぁは、菓子を買いに行きよったが。 
  
ちょーさあ：あぁ、北川ね、ちょいとした小店をしよっ

た。 
   
ゆうさあ：そういやあ、北川のりゅーにーさあいうのが 

今のおかべの沖くらいの浜に、小屋のようなのを建て

て、まいらせやらを別府から仕入れてきて売りぉーった

のう。 
 
ひでちゃん：へぇ、わざわざ別府まで仕入れに行きよっ

たんじゃあ。 
 
ゆうさあ：その頃は「はまや」の所にはまだ松があって

のう、あそこに茶碗せりやらが、よそ

から船で来よーったいや。それから、

「海上百貨店」いうのも来よったん

ど。船にいろいぎょうなのを載せて

来よったんじゃあ。 

船であっちこっち回りよったんじゃ

ろうのう。 
 
司会：よそからもいろんな商売人が

来てたんですねぇ。 

ところで、話を戻しますが、北川さん

の西側にも店がだいぶあったようで

すが。 
 
ゆうさあ：村岡がこんにゃくやら豆

腐を作りよった。それから福田店が

あって、「しまや」があって、タロイ

じゃのう。福田の向かいのへんに大

阪屋が時々服を売りに来よーった。 
 

ひでちゃん：「しまや」いうのは、嶋中のことじゃろう、

わしらの子どもの頃は、たしか文房具を売りよった気が

するんじゃが。 
 
ゆうさあ：あそこはだいぶ前に山根のまっこうさあが

本屋をせよーったんじゃあ。そのあと、橋本の所に移っ

て、それから東の氏本の上に変わったんじゃあ。 
 
ひでちゃん：タロイはその頃からあったんじゃねぇ。 
  
ちょーさあ：あぁ、あれは古い店じゃけぇね、あったよ。 
  
ひでちゃん：タロイいうのは、どがいな字を書くんか、

知っちょるかね？ 誰に訊いてもわからんのんじゃが。 
  
ちょーさあ：あはは、なんぼぉ・・わしも知らんが、果

物やろ売りよったねぇ。 
  
ひでちゃん：わしらぁが子どもの頃は、くじ引きやら、

金魚すくいやらおもちゃやらあって、面白い店じゃっ

たぁ。 
  
ちょーさあ：それのんた。ありゃあ、商売人じゃったよ。

タロイさぁ、タロイさぁ、いうて。 
  
司会：中郷も店が多かったんですねぇ。まだまだ出てき

そうですが、残念ながらもう入りきらないので、今日は

この辺で、また次回続きのお話を聞かせてください。 

  

今回のお話に登場したお店の場所 

学校 

大洋館 

ふじや 

旧浜崎

理髪店 

浜崎 

理髪店 

唐木 

北川 

村岡 

安藤 

呉服店 

福田 しまや 

タロイ 

大阪屋 

西岡 

呉服店 

岡部 
えべす 

はまや 

重村 

北川 

りゅーにー 
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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、今年の５月から会員になられ

た、山口県宇部市に在住の伊藤聡洋（としひろ）さん

です。 

 私は故郷の山口県に

2010年に再就職しまし

た。はじめて祝島を訪れ

る機会に恵まれたのはそ

れから6年目の2015年

5月でしたが、それ以前

から書籍やドキュメンタ

リーを通じて、祝島に関

する断片的な知識とイ

メージは持っていまし

た。国内エネルギーをめ

ぐるジレンマのせいで、

ずっと祝島は声を上げ続

けているにもかかわら

ず、無関心な隣人のまま

でいるのは恥ずかしい、

というのが訪れる前の正直な気持ちでした。 

 にわかなファンとなりつつある今、私が魅力に感じ

ている「祝島らしさ」は3つあります。 

 

 まず、祝島の人は、姿勢が温かいです。一見さんに

もひとなつっこくあいさつの声をかけます。互いに歩

きながら、すれちがう瞬間、ひと言ふた言の世間話を

軽妙にかわします。立ち止まってじっくり話し込むよ

うな場面でも、しめった雰囲気になる手前で、器用に

会話をそらし、笑い声にかえてしまいます。 

 

 次に、祝島の人は、潔（いさぎよ）いです。祝島と

共に生きる覚悟を、今よりもずっと前に、胸の深い底

で固めてこられたのが、会話のかけらやおだやかな口

調から、静かに伝わってきます。 

 國弘ご夫妻、山田ご夫妻、こいわい食堂のたかこさ

ん、公民館の凱旋コンサートで「祝島讃歌」を熱唱し

てくださった演歌歌手の瀬戸こうじさんとマネー

ジャーさん、山道で何度かお会いした山戸さん、棚田

や一族の話を聞かせてくださった平さん……「民宿く

にひろ」での初逗留をはさんだ2日間、島でお会いし

た方々の潔いたたずまいが、私には眩しく映りまし

た。 

 山口県を故郷と呼ぶたびに、今なお私がうしろめた

く感じているせいもあります。宇部市に生まれたとは

いえ、12歳から愛媛の学生寮で青春を過ごし、高校

卒業後はそのまま東京へ進学・就職。山口県で再就職

する30歳まで転々とひとり暮らしを重ねてきたた

め、恩師や友人たちはみな県外や国外。帰郷直前に婚

約した妻も生家を関東にもつ人間です。いわば手前都

合ばかりを優先させて、その都度の生活圏を選んでき

た18年間でした。翻（ひるがえ）って、祝島で出会

う人のなんと潔いこと！ 

 

 最後に、かくいう私であっても、温かさと潔さを祝

島の人にならうことはできるはずです。つまり、祝島

らしさがもっともすばらしいのは、祝島の外でも芽吹

いて育つところです。私はそう勝手に信じています。

なぜなら、私が祝島で出会って感銘をうけた「祝島ら

しい人」は、かならずしも祝島出身とは限りません

し、祝島在住とも限らないからです。 

 祝島の外で、私は私なりに、温かく潔い人へと成長

したい、と考えています。若輩者ですが、祝島ネット

21のみなさま、これからどうぞよろしくお願いいた

します。  

会員リレーコラム（４８）    ～ 伊藤 聡洋 さん ～ 

伊藤聡洋さん 

家族で祝島の「民宿くにひろ」に 
宿泊した時の写真です 
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＜連載＞ 善徳寺法話 （３） ～経は鏡なり～ 

                               善徳寺住 釈 泰 人 

 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。 

 

 祝島（旧・岩見島）の三ヶ寺は、江戸時代・慶長年

間に光明寺・善徳寺、元禄年間に照満寺が夫々開基・

建立されています。 

 さて、そのお寺の本堂・屋根にある「鬼瓦」は、別

名「経の巻」（きょうのまき）というのを皆さんはご

存知ですか？ 

 殊に、浄土真宗では「浄土三部経」（仏説無量寿

経・仏説観無量寿経・仏説阿弥陀経）をよりどころと

しますので、三巻のお経を形取って「経の巻」として

います。 

 今回のタイトルは「経は、教なり、鏡なり」とい

う、中国の善導大師のお言葉です。お経とは、我が身

を映し出す鏡のような存在だと仰います。 

 

 『やり直すことは出来ないけれど、見直すことので

きる人生』 

 

 随分前、関西方面のご院家（住職）さん達が作られ

たカレンダーに見た味わい深い言葉です。 

 

 人間（人）としていのちを恵まれた途端、もう一度

あの時に戻って・・とやり直しが利かないのが、お互

いの人生です。唯、お経を頂き、お経に告げられる阿

弥陀如来を仰ぐ時、それは我が身を振り返り、見つめ

直すひと時に他なりません。 

 経の巻の元、お寺でお経の心を聞き、また折々に阿

弥陀様に手を合わせる営みは、真実の鏡の前に額ず

き、本当の我が身を見つめ見直す機会ともなります。 

 そんな見直せる日々を大切に続け、悔いなき人生を

歩んで来たのが、お互いの先輩達（ご先祖）の歩み

だったのではないでしょうか。 

 

 秋の夜長、夏の疲れを癒し、冬に向けて心身共に健

やかにお過ごし下さい。 

合掌 

善徳寺の鬼瓦 

光明寺の鬼瓦 

照満寺の鬼瓦 
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石丸ガワ 

家の内側と外側から水が汲める井戸 

つるべで水を汲む井戸（屋内） 

テレビに登場！島ネコちゃん ～撮影裏話～     民宿くにひろ 國弘優子 

 11月4日（水）に、yab山口朝日放送の夕方のニュー

ス番組「Jチャンやまぐち」の中で、祝島の話題が放送

されました。その舞台裏を紹介します。 

 

 10月最後の日曜日、大きな機材を抱えてテレビ局

の人たちがやってきました。猫の写真を撮るために、

毎月のように広島から祝島に通ってこられる伊達三代

子さん（祝島ネット21会員）の取材をしたい、との

知らせを受け、なんだか私たちまでドキドキしながら

お迎えに行きました。それと言うのも、伊達さんが、

いつも民宿くにひろに宿泊してくださっていて、「い

いご夫婦」とか、「料理が美味しい」とか、まぁなん

とも気恥ずかしいくらいに褒めてくださったおかげ

か、てっきり日帰りの取材だろうと思っていたのに、

宿泊される!? 3人も!?・・「えーっ、こりゃ大変！」

てな、成り行きになってしまったからでした。 

 

 そして、実はこの日は、祝島の年間行事の１つ、

「道こしらえ」の日であり、ついでにではありました

が、祝島ネット21で借りた山の畑の開墾を会員有志

の皆さんで頑張ろうという計画のあった日だったので

す。なので、実のところ、皆さんのおにぎりを作って

持ってあがって、猫の手よりはましだと思える私も会

員有志の皆さんと一緒に、開墾に汗を流そうと思っ

て、一般のお客さま向けには、民宿はお休みとさせて

いただいていたのでした。しかしながら、祝島ネット

21の会員さん、しかも民宿の大得意さまである伊達

さんの取材と聞き、しかもしかも・・わが家が飼って

いるわけでもないのに、とっても懐いて懐きすぎて、

民宿のマスコットともなってしまった島ネコ兄弟も撮

影するということで、「ん～これは断れん！」と、二

食付での宿泊との運びとなったのでした。 

 

 昼間は、島に来られた伊達さんがいつも歩いて回る

島ネコちゃんたちへの挨拶お決まりコースを取材陣が

追いかける形で撮影がなされていたようです。私たち

は、予定通りにネット21の畑の開墾・・とまではい

かなくとも、可能な限りの草刈りを総勢4名で頑張っ

てきました。晩ごはんの仕度のことも考え、また秋晴

れの日差しがこの時期にしては妙に強く、早朝の道こ

しらえから続けて働き通しの3名の体力も考えて、早

めに切り上げて山を下りたのでした。 

 

 昨年生まれたちびニャン（兄ちゃん）と今年生まれ

たみにニャン（弟くん）。かまってほしくって仕方な

いのか、私たちの歩く方向に先回りして、目の前にゴ

島ネコを撮影する伊達さん 

みにニャンが颯爽と登場 

番組冒頭の祝島紹介 
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ロンとしてお腹を見せるのです。この仕草には民宿の

お客さまも大喜び。その懐っこさでお客さまを和ませ

る大役を担っているのです。こんな風に、ふだん懐い

ている島ネコとはいえ、やっぱりその日の気分もある

でしょうし、初めて会う人が大きなカメラを抱えて付

いて来られては、やはり気になってしまうのか、初め

は島ネコ兄弟もやや緊張気味だったように思います。

でも猫好きのディレクターさんがちびニャンをあやし

ていたからか、最後にはいつも通りに民宿の前の共同

井戸の上でのんびり陽なたぼっこ。ゴロンとして

ちょっかい出されるのを待っていたり、ムニャムニャ

まったりしている様子を撮られていたようで、ホッと

しました。 

 

 時計の針が午後６時前になり、そろそろ料理を運ぼ

うかと数点のおかずを秀人さんが持って行き、帰って

くると、「すごいよ！」と。びっくりして見に行く

と、料理を撮るために照明さんとカメラさんが待ち構

えていたのでした。いつも通りの祝島メニューの料理

を運び、撮影の様子を見て、皆さんと伊達さんは一旦

食事。その後、島ネコグッズの撮影と私たちのインタ

ビューがあって、無事だかどうだかわからないけど、

終了～あとは放送を待つだけ・・。 

 

 で、11月4日、午後6時20分頃からおよそ7分間、

のんびりとした島ネコ目線の楽しい放送となっていま

した。伊達さんが優しい気持ちで島ネコたちにカメラ

を向ける様子が微笑ましかったです。予想以上に、ち

びニャン＆みにニャン兄弟が大活躍！そうして秀人さ

んの迷文句「馬肥ゆる秋ならぬ、ネコ肥ゆる秋」が出

ました！いつもは、「ヨメ肥ゆる秋」なんて言われて

るのですが・・。秀人さんと手を取り合って、ではな

く、手をたたきながら、笑いながら放送を見終えたの

ですが、「あれっ？？料理が出んかったじゃん？」

と、顔を見合わせてこれまた大笑い。あれだけリキ入

れて撮ったのにねぇ・・ま、皆々さまお疲れさまでし

た。 

 この放送を見て、祝島でのんびりしたいと思った方

が祝島を訪れてくださり、祝島ファンがまたまた増え

てくださったら嬉しいですね。  

民宿の料理の撮影風景 

私たちも登場しました 

島ネコグッズのおみやげ 

最後は、ちびニャンが締め 
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大井しげる先生の 「笑文字（えもじ）」 講座 （前編）        大井 しげる 

 今回と次回の２回連続シリーズで、この会報の表紙のイラスト「祝島物語」でおなじみの大井しげる先生

に、お得意の「笑文字」の描き方を教えていただきます。皆さんもぜひ「笑文字」を楽しんでください。 

大井しげる先生 
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 写真集 『私景祝島』 を出版しました              山田 イサオ 

 この度、9月に、私の目標であった祝島の写真集が

無事完成しました事をご報告します。 

 写真展2回分、集大成85点を収録し、内容としては

人情味あふれる島民やのどかな生活風景、それと過疎

高齢化、原発問題もたくさんの人に考えてもらいたい

ため表現しています。また新聞にも掲載してもらった

ので、祝島出身の方や一般の人から買いたいと電話が

あり、嬉しい悲鳴を上げています。それと発行所・日

本カメラ社の月刊誌に5ページも写真集の紹介をして

くれるそうで感謝感激です。そしてこの写真集をきっ

かけに島を訪れる人が増え、島の活性化につながれば

いいなと今思っています。 

 

 追伸    忘れていましたが、写真集に使用した用紙が

私が勤めていた製紙会社の製品だったのにはビックリ

でした！ 

 

 

※9月10日に、写真集の出版を記念し、岩国市内 

において、祝島ネット21の会員が集まり、祝賀 

パーティーを開催しました。（右の写真） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 写真集『私景祝島』  写真：山田イサオ 

  発行：日本カメラ社  定価：3500円（税別） 

 

 ◎写真集のご購入は山田さんまで 

         （電話 0827-63-1475） 

山田イサオ写真館（５）  『ひと休み』   

                 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。 

『ひと休み』 

 

 松本のおじいさんはいつもいい笑顔をしてくれてお会い

するのを楽しみにしていました。ここにはネコもたくさん

いて、ちなみに松本さんの隣りに黒いネコもすわってます

よ、わかるかな？   
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 10月２５日（日）に、祝島ネット２１で借りている畑の草刈

りを会員有志４名で行いました。当日は早朝から、祝島

自治会の「道こしらえ」（農道の草刈り）があり、その作業

を終えた後で、畑に行き、2時間程度作業を行いました。 

まだだいぶ藪が残っていますので、冬の間に少しずつ

でも草刈りをして、来年の春には会員の皆さんに使って

いただけるようにしたいと考えています。皆さん、ぜひ

遠足を兼ねて畑の整備作業をしに来ませんか。 

絵っきー展覧会（１７）  『島ネコたちの井戸端会議』     エッキー浴野 

『島ネコたちの井戸端会議』  箸置き（やきもの） 

 祝島ネット21の畑の草刈りをしました 

草刈り作業中 畑の石垣も見えるようになりました 

 島にはネコが多い。人に近づこうともし

ない野生ネコからごろにゃんネコたちま

で、さまざまです。 

 目以外は真っ黒で人に近づこうとしない

野生ネコの、野生らしい警戒感をぎらぎら

放って、こっちをうかがってるやつと顔つ

きあわせてるときが、エッキーさん、個人

的に実は一番面白いなあ。 

「民宿くにひろ」にて，好評発売中。 

ひとつ飼って、いや買ってみては？ 

 英語版ガイドマップができました 

 待望の英語版・祝島ガイドマップが先日完成しました。この英語

版ガイドマップを作成するにあたり、日本語から英語への翻訳作業

は、会員の杉山直子さんに多大な協力をいただきました。ありがと

うございました。祝島にも海外からのお客様が時々来られますの

で、大いに役立てていきたいと思います。 

 なお、このガイドマップのPDFデータは、祝島ネット21のWeb

サイトや「祝島ホームページ」からダウンロードできるようになっ

ていますので、必要な方はダウンロードしてご利用ください。 
英語版ガイドマップの表紙 



お知らせ ＆ 募集 

秋の夕陽と小祝島のシルエット 

 あっという間に夏が過ぎ、秋も深まってきました。紅葉の少ない祝島ですが、なんとなく山は秋色に染まっている

感じがしています。祝島では今、ミカンの収穫・出荷のシーズンを迎えています。祝島のミカンは味が濃くてとても

美味しいです。今年はわりと豊作だったようで、私も毎日のようにミカンを食べています。 

 さて、最近、写真集の出版や、テレビ出演、英語の翻訳、草刈り作業、会報の原稿執筆など、会員の皆さんには、

それぞれの特技を活かして、祝島のためにご活躍いただいており、大変頼もしく感じています。もうすぐ東京で開催

される「アイランダー」でも、毎年、首都圏在住の会員の方々にお手伝いしてただいて、祝島ブースを出展すること

ができています。一人一人が持っている力は小さくても、それを集めれば、さまざまなことが実現します。祝島ネッ

ト21の事務局として、会員の皆さんの持っている力を、祝島のためにもっともっと引き出せるように、がんばって

いきたいと思います。今後とも、ご協力よろしくお願いします。 

 次号の会報は、来年の春、2～3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48号 

発行日：2015年11月9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2015」に出展します 

 11月21・22日に、東京・池袋サンシャインシティで、全国の島が集まる

祭典「アイランダー2015」が開催されます。今年も、祝島ネット21が主体

となって「祝島ブース」を出展することになりました。会員の皆様、ぜひご

友人を連れてご来場ください。 

 【開催日時】2015年11月21日（土）10:00～18:00 

           11月22日（日）10:00～17:00 

 【会場】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 

◎21日の12:50から、アイランダーステージにおいて祝島の神舞紹介と、  

瀬戸こうじさんの『祝島讃歌』の熱唱があります。 

 

■2016年版「祝島カレンダー」ができました 

 祝島ネット21で毎年制作している「祝島カレンダー」の

2016年版が完成しました。今年も、昨年と同様、A3の壁掛

けカレンダーで、二ヶ月めくりになっております。四季折々の

祝島の風景をお楽しみ下さい。 

 例年通り、今年も祝島の各家庭に１冊ずつ無料配布させてい

ただきます。また、会員の皆さんには５冊ずつ配布いたします

ので、祝島のPRに、ぜひお役立て下さい。 
2016年版 祝島カレンダー 

「アイランダー2015」ポスター 


