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「神舞」の準備が始まりました 

 今年はいよいよ４年に一度の「神舞」

の年です。8月の神舞本番に向けて、早く

も準備が始まりました。 

 2月14日、神舞の祈願神楽で使う「鬼

の棒」（と、祝島の人は呼んでいます）

を作るための竹伐り作業が行われまし

た。神舞奉賛会の世話人の方々、島内各

区の組長さんや有志の皆さんが集まっ

て、山に竹を伐りに行き、所定の長さに

切りそろえ、海岸で一本一本きれいに洗

い清めました。その数600本以上。この

あと、陰干しで乾燥させて、5月～6月頃

に大分県伊美に送られ、伊美の里楽師さ

んたち（祝島では「太夫さあ」と呼ばれ

ます）の手によって、「鬼の棒」や「御

幣」が作られます。 

 祈願神楽（祝島の人たちが家内安全や

商売繁盛などを祈願するための神楽）で、「鬼の棒」は鬼が、「御幣」は

太夫さあが持って神楽を舞います。神楽の後、この「鬼の棒」と「御幣」

が組み合わされて、祈願をかけた人に渡されます。島の各家庭では、これ

をお守りとして床の間などに飾っています。 

 2月18日、北野地区で、萱（かや）刈り作業が行われ、古い萱を刈り取

りました。春になって新芽が出て、それが長く伸びる7月頃に再び刈り

取って乾燥させ、苫（とま）を編んで、神舞の仮神殿の屋根や壁にするの

です。神舞の仮神殿が出来上がり、その中に入ると、新調された苫の匂い

が漂い、独特の雰囲気を醸し出し、昔の神舞の記憶までもよみがえらせて

くれます。 

 これから、切り飾り作り、苫編み、小屋建て、櫂伝馬船の練習など、だ

んだん忙しくなっていきます。特に小屋建ての時は大掛かりな作業になり

ますので、出身者の方で島に帰れる方は、ぜひ帰ってきて手伝いをお願い

します。 
  
◎「祝島神舞2016」の 

 ホームページが出来ました 

（http://iwaishima-kanmai.net/） 

 行事日程などの他、準備の様子な

ども、こちらのサイトで情報発信さ

れる予定です。  「祝島物語」  画・大井しげる 

竹を伐り出して長さを揃えます 

海水で洗い清めます 



＜連載＞ 祝島・記憶の玉手箱（９）  ～祝島の店屋（西方編）～ 

                  語り部 ： ゆきちゃん  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。 

 前々回は東方（ひがしがた）、前回は中郷（なかごう）

にあった店屋についてお話を伺いましたが、今回は、店

屋シリーズの最後、西方（にしがた）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、

ゆきちゃん（79歳）です。今回もゲストとして、ひでちゃ

ん（53歳）にも話に加わっていただきました。 

 

司会：東方、中郷に続いて、今日は西方のお店について、

お話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。 
 
ひでちゃん：ほんなら、西の方から覚えちょる店を聞か

せてくれませえ。わしらあ、一番西いうたら、村岡のキ

ンヨーちゃんの店じゃったと思うんじゃが、「もちど」

から向こうには店は無かったろう。 
 
ゆきちゃん：なんぼう！「もちど」から向こうにも、末

永の店があったんよ。みな、山へ上がる時に、あそこの

店でパンを買うて、持って上がりょーったんじゃけえ。 
  
ひでちゃん：へぇー、そうじゃったんかね。 
 
司会：パンは祝島で作ってたんですか？それとも、よそ

から仕入れてきてたんですか？ 
  
ゆきちゃん：祝島で作りょーったんよ。照満寺のちっと

上に今の邑津があろう、あそこで木下のおばさんがパン

を作りょーったの。始めは菓子だけじゃった、和菓子を

作りょーったんじゃが、パンも作るようになったんよ。

あのおばさんは上手じゃったよ。菓子で作り方を知らん

なぁ氷砂糖だけ言よーったいね。 
  
司会：お菓子屋さんだったんですか？ 
  
ゆきちゃん：店じゃのうて、製造所じゃね。 
 
ひでちゃん：話を元に戻して店の話をするけど、末永が

あって、それから村岡じゃろ、キンヨーちゃんかた。 
  
ゆきちゃん：はいはい。 
 
ひでちゃん：あそこは、中学生の頃に、もちどに泳ぎに

行った帰りに、腹が減るけえ、キンヨーちゃんかたで、

よう蒸しパンを買うて食べよったいね。 

 
ゆきちゃん：それかね。 
 
ひでちゃん：それから階段を上って行ったら佐藤が

あったいねぇ。 
 
ゆきちゃん：そうそう。 
 
ひでちゃん：あそこは同級生がおったけえ、分かるん

じゃが、他にあの辺に店屋があったかねぇ？ 
  
ゆきちゃん：あったよ。佐藤の近くに藤岡も店をせ

よーったよ。山下の斜め上のところ。若松のお地蔵さん

の上の所じゃあ。 
 
ひでちゃん：へえ、あそこにも店があったんで。 
 
ゆきちゃん：それから、岩本鉄工も店をせよーったし

ねぇ・・。タバコだけじゃなしにいろいろ売りよった。 
 
ひでちゃん：そうじゃったねえ。 
  
ゆきちゃん：そいで、あっちい行ってから、藤永のヨン

ベエさあかた、それから綿村。 
  
ひでちゃん：ちょいと待とうよ、あっちい行ってから言

うて、どっちに行ったんかね？ 
  
ゆきちゃん：ずっとまっすぐ行くのいね。ありょうずっ

と降りずに。 
 
ひでちゃん：横町（よこまち）の方に行くんかね。 
 
ゆきちゃん：そうそう。横町を通り過ぎて、あそこの角

の所。 
 
ひでちゃん：照満寺からまっすぐ上がった所かねえ。 
 
ゆきちゃん：そうそう、あそこを上がったところの角

に、ポストがあったろう。あそこ。郵便の配達をせよーっ

たけえねえ、あれが。そーいて、斜め上が綿村。 
 
ひでちゃん：あー、あそこが綿村かね。あそこに店が

あったのは覚えちょるよ。 
 
司会：西方にも結構たくさんお店があったんですねえ。

それだけ人が多かったということですよね。 
 
ゆきちゃん：おいい、おいい。そいじゃけえ、店もよけ
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えあったんよ。 
 
ひでちゃん：横町には店はなかったんかね？ 
 
ゆきちゃん：はあ、横町にゃあなかったねぇ。 そいて浜

の方にはジツミセがあったねぇ。 
  
ひでちゃん：ありゃあなしてジツミセ言うんかのん

た？長谷川のジッツーさあじゃけえジツ店言よーった

んじゃろうか？ 
 
ゆきちゃん：よう知らんが、名前じゃろうねぇ。 
 
ひでちゃん：ジツ店の横に松本があろう？あれも店

じゃったんかねぇ？ 
 
ゆきちゃん：ありゃあ肥料やら、百姓のを売りよったん

よ。あと、坂本も昔から店じゃったねぇ。それから、こ

んだぁ、こっちにきて村中もこんびい店をせよーったん

よ。それから、三藤にタロイ、中郷はずーっと店が続い

ちょったが、それでも売りょーったんじゃけえねぇ。 
 
ひでちゃん：松野もあったねぇ。僕らの子どもの頃は、

あそこでお好み焼きをやりよった。 
 
ゆきちゃん：それから岡部もおばさんがせよったいね

え。うどんをせたり氷をせたりして、儲け込んじょるん

じゃけえ。 
 
ひでちゃん：そういやあ出田のパン屋もあったねぇ。

さっき木下のパンの話が出たけど、わしらの子どもの頃

は出田と橋本がパンを作りよった。 

 
ゆきちゃん：出田はだいぶ後じゃけえ、わしらの頃は木

下。木下は終戦後には山口の木下パンにおったんよ。そ

れでおじさんはパンの作り方を知っちょったんよ。おば

さんは菓子しか知らだったんじゃが、それでもおばさん

が作った方が上手じゃけえ。 
 
司会：へぇー、すごいおばさんだったんですねぇ。 
 
ゆきちゃん：あそこの江本の者は、みな利口ないね。 
 
司会：どこの江本さん？ 
 
ゆきちゃん：村中の前の江本。あそこも豆腐屋じゃった

んじゃけえねぇ。それから唐木も豆腐屋じゃったろう？ 
 
司会：ああ、それは前回聞きました。中郷の唐木さんで

すよね。それにしても、今は西方には店が山本商店と坂

本商店しかないから想像つかなかったけど、昔はたくさ

んあったんですねぇ。誰か西方には、あんまり店がな

かったって言ってたけど、いっぱいあったんですねぇ。 
 
ゆきちゃん：あるいね。あんたぁ。そりゃあ東の者じゃ

ろう。東におったらわからんいね。店はなんぼうでもあ

るんじゃけえ、わざわざ西方まで買いに行かんいね。 
 
ひでちゃん：そうそう。わしも西方じゃあ村岡のキン

ヨーちゃんかたでしか、買うたことがなかった。 
   
司会：３回に渡ってお送りした祝島の店屋シリーズは

今回でおしまいになります。今日も、楽しいお話、あり

がとうございました。  

今回のお話に登場したお店の場所 

村岡 

佐藤 

末永 

藤岡 

橋本 
 ↓ 
山本 

岩本鉄工 

木下菓子 
 パン 
 製造 

綿村 

藤永 

坂本 

村中 松野 
三藤 

岡部 

タロイ 
出田パン 

 製造 

 実店 

（長谷川） 
松本 

もちど 

西の墓 

卍 卍 

長磯 
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会員リレーコラム（４９） ①    ～ 篠崎 彰 さん、幸惠 さん ～ 

 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。今回は拡大版で４組の会員の方々をま

とめて紹介します。 

 まずは、昨年秋に会員になられた、埼玉県の篠崎 

彰さんと幸惠さんのご夫婦です。 

 

                

 昨年晩秋に夫婦で入会しました、さいたま市在住の

篠崎彰、幸惠（ゆきえ）と申します。私どもが祝島の

存在を知ったのは、東日本大震災の少し前、映画「祝

（ほうり）の島」のポスターを見てからです。30年

近く原発建設反対運動を続ける人々がいること、西村

繁男氏の温かなイラストに惹きつけられ、「いつかこ

の島へ行ってみたい…」と漠然とした思いを抱きまし

た。夫婦して映画を観て、取寄せたびわ茶・蜜柑・さ

つま芋を食し、ブー達にお目見えする日を埼玉の空の

下で夢見ておりました。 

 念願叶って2012年初秋、松山経由で柳井から祝島

へ渡り、「民宿くにひろ」にお世話になりました。ご

夫妻とは池袋での「アイランダー」で再会し、少しず

つ交流が始まりました。この旅では伊方原発も見学

し、祝島が50km圏であることや避難経路の確保が難

しいことを実感しました。翌年、大間原発建設現場の

横に建つ「あさこはうす」を訪問。小笠原厚子さんが

ちょうど祝島を訪れた直後で、話が盛り上がりまし

た。同年5月、縁あって福島県平田村で捕獲され、新

潟の巻町（原発建設回避の町）で保護されていた雑種

の食いしん坊犬を譲り受け、夫婦旅もジ・エンドとな

りました…残念！ 

 2011年3月11日の大震災と今なお続く原発事故

は、私ども夫婦の思いを大きく変えました。地震が起

きたその日、彰は東京お台場の職場におり、帰宅難民

となりながらも翌未明には自力で帰宅しました。幸惠

は市内を運転中で、FMの生放送で震源が宮城だと知

り心臓をバクバクさせながら帰宅。頻発する余震に怯

えて病気の老犬を抱えながら玄関前に座り込んでいま

した。そして、東京電力福島第一原子力発電所1・

2・3号機の原子炉メルトダウン…映画のような非現

実的な感覚がじわじわと恐怖に変わっていきました。

広島・長崎、第五福竜丸、スリーマイル島、チェルノ

ブイリ…そして福島。市内には、双葉町民1500余名

が逃げてきました。今なお多くの方が元町長とともに

加須市周辺に避難中です。関東にも放射能は降りまし

た。心配は消えず、時々食品の放射線量を測りに行き

ます。 

 最後に、夫婦の簡単なプロフィールを。彰は栃木出

身、システムエンジニア業です。俳句・読書・落語鑑

賞が趣味で、犬の散歩が日課。贔屓（ひいき）の噺家

さんのWebサイト運営もやっています。幸惠は埼玉

出身、色彩専門のデザイン業です。景観まちづくり、

太極拳を少々。祝島練塀の風景を公共の色彩賞に応募

したり、最近では優子☆さんの本の宣伝チラシを“勝

手に”やりました。 

 会員として、祝島から「自然や命の貴さ、本当の豊

かさ、地域文化継承の大切さ」を学び、体現し、出来

ることをやっていきたいと思います。皆様よろしくお

願いいたします。 

アイランダー会場にて。 
一番右が篠崎彰さん、右から３番目が幸惠さん。 

平さんの棚田に行きました 
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会員リレーコラム（４９） ②    ～ 恩田 恵理 さん ～ 

 次は、東京都在住の恩田恵理さんです。 

 初めまして。東

京都内の寄席を中

心に「寄席囃子」

（よせばやし）と

いう三味線を弾く

仕事をしておりま

す。 

 祝島に初めて

伺ったのは2012

年9月。2011年3

月以来電力問題に

興味を持ち、いろ

いろ見聞きするう

ちに祝島のことを

知りました。ぜひ

足を運んでみたい。実際伺ってみると、想像をはるか

に上回る素晴らしい島でした。余計なものが何もなく

て、空気が美味しくて、山の幸も海の幸も美味しく

て、自然も美しくて。ここは何かに守られている島な

んだ、とすごく感じました。 

 次に伺ったのは2013年11月。友を4人引き連れ、

自転車で林さんの畑へお邪魔して摘んだヨモギで翌日

ヨモギ餅を作らせていただいたり、棚田へ伺って平さ

んのお話を伺ったり、朝市で美味しいものを食べた

り。あっという間の4日間でした。 

 そして3度目は今年4月、「おしどり」という夫婦

漫才の二人と共に伺い、朝市と公民館で演芸会を開か

せていただく予定です。島民の皆さん、お時間よろし

かったらぜひ遊びにいらしてください。 

 仕事柄、祝島ネット21の皆さんと同じ時期に休み

が取りにくいのでなかなか懇親を深められないのが悩

ましいところですが、今後とも何卒よろしくお願い申

し上げます。 

会員リレーコラム（４９） ③   ～ 杉山 直子 さん ～ 

 続いても、東京都在住の杉山直子さんです。 

 神戸市出身、

東京都在住。日

本女子大学人間

社会学部文化学

科教授。 

 インディアナ

大学で、米国の

マイノリティ女

性作家の描く母

性について研究

し、博士号取

得。著書『アメ

リカ・マイノリ

ティ女性文学と母性―キングストン、モリスン、シル

コウ』（2007、彩流社）は博士論文を基にしたも

の。翻訳書に『アート・オン・マイ・マインド―アフ

リカ系アメリカ人芸術における人種・ジェンダー・階

級』（三元社、2012）等。 

 現在の研究対象は、黒人、アジア系アメリカ人、先

住民の作家や、米国の人種、ジェンダー概念で、最近

は19世紀のアメリカ作家、たとえばマーク・トウェ

インの作品の中に、当時の人種概念がどのように反映

されているかについて研究しています。（写真は昨

年、トウェインの故郷ミズーリ州ハンニバルで学会発

表をした時、現地の観光名所でペンキ塗りのポーズを

しているところです。意味のわからない方は、「ト

ム・ソーヤ―の冒険」をぜひ読んでください！） 

 2011年、米国に滞在中参加した学会で「祝の島」

という映画の上映会があったことがきっかけで祝島に

関心を持つようになりました。 

 今年こそぜひ訪れてみたいです。皆様どうぞよろし

くお願いいたします。 

 

杉山直子さん 

恩田恵里さん 
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 最後は、祝島の善徳寺の住職・石山泰人さんと奥さ

んの郁恵さん、そして郁恵さんの双子の姉妹の田中智

恵さんの３人です。 

 はじめまして、法話コーナーを担当の善徳寺住職・

石山泰人（たいじん）です。 

 昨年、坊守・郁恵（ふみえ）、その妹・田中智恵

（ともえ）さん共々、会員となりました。簡単に自己

紹介します。 

 私は、國弘秀人君の二つ年上で、小さい頃から近所

のご縁で、色々とお世話になっています。因みに、善

徳寺・第15代住職を30年来勤めています。 

 次に、郁恵は、縁あって山口市の小郡から嫁ぎ早

25年（えっ！銀婚式？）、坊守をしています。今

春、次男の大学受験で日々奮闘中（は息子本人！）で

す。 

 次に、田中智恵さんは、郁恵とは双子の姉妹になり

ます。今まで、度々祝島に遊びに来ていますが、知ら

ない方から「う～ら、奥さん！」などと、よく間違わ

れています。日頃は、地元の介護施設に勤める頑張り

屋さんです。 

 また、祝島に来られる折には、皆さん是非お立ち寄

り下さい。コーヒー好きな住職のティータイムにお付

き合い願います。 

 また、これからも、末永くおつきあい宜しくお願い

申し上げます。 

 まだまだ残寒の時節、皆さんのご自愛念じつつ。              

                                 

善徳寺・住 

  

会員リレーコラム（４９） ④   

             ～ 石山 泰人 さん、郁恵 さん ＆ 田中 智恵 さん ～ 

石山康人さんと郁恵さん 

郁恵さん（左）と智恵さん（右） 

2002年に祝島ネット21で企画した 
「春の遠足＆花見」に参加したときに 
撮影した郁恵さんと智恵さんのお二人 
どっちがどっち？ 
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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。 

 

 毎月十六日は、宗祖親鸞聖人（祥月は一月十六

日）、十四日は本願寺第八代・蓮如上人（祥月は五月

十四日）の月命日です。  

 この「命日」は「いのちの日」と書き、一般的に

は、亡くなられた日のことを命日といい、先逝かれた

方々を偲ぶ日と思われがちです。 

ですが、それだけではないようです。 

 以前から何度も耳にしてきた言葉で、葬儀の終わり

や会葬御礼の言葉の中に、「生前中には○○が大変お

世話になり・・云々」等と言います。 

この時の「生前中」とは、どういう意味なのでしょう

か。  

 

 何気なく使っていますが お互い生きている今現在

が、「お浄土に生まれる前」の真っ只中「生前中」な

のです。「いのちの日・命日」とは まさに新たなる

いのちの誕生の日です。お浄土に、さとりの仏として

生まれ変わって往く日を、「命日」といいます。 

 また 蓮如上人は『ご文章』の中で、命日を「明

日」と書かれ、明るい日「めいにち」と現されまし

た。 

 それはやはり、このいのちは終わるのではなく、光

り輝く明るい世界・お浄土へ生まれて往く悦びを現さ

れた言葉です。 

 身近な方々の命日には、今一度 我が身・わがいの

ちを振り返り、阿弥

陀様に抱かれた「生

前中」のいのちであ

ることを歓びたいこ

とです。 

 

 季節は冬から春へ

と向かいますが、ど

うか皆様くれぐれも

お 体 ご 自 愛 く だ さ

い。 

＜連載＞ 善徳寺法話 （４） ～命日（いのちの日）～ 

                               善徳寺住 釈 泰 人 

島のお医者さん 

 祝島診療所では、昨年12月末で前任の先生が退

職され、しばらくお医者さんがいない状態でした

が、2月17日より、新たに最所賢一郎先生が週に2

回診察に来られることになり、ひと安心しました。 

 診療時間は、毎週水曜・土曜の午後13:40～

16:40です。 

祝島診療所 
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大井しげる先生の 「笑文字（えもじ）」 講座 （後編）        大井 しげる 

 前回と今回の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いています。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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 寄稿 ： 『昭和４０年頃の思い出』  

                    吉田 稔 （昭和48年度祝島中学校卒業生） 

 子どもの頃の遊び場といえば「みさき旅館」前の

「おとものはな」周りの浜辺でした。なんで「おとも

のはな」と言うのかと年寄りに聞いたら「明治の初

め、前原一誠の乱で捕まった人が祝島から護送される

とき、お供の人たちが見送った岬だから『お供の鼻』

になった」と聞きましたが、定かではありません。「お

とものはな」も今では護岸に取り込まれて消えてしま

いましたが、昭和40年頃の浜辺は護岸整備されてな

く、浜辺の道から下は西も東も玉砂利の浜でした。 

 夕方、漁から帰った小舟を人力の巻き上げ機で浜に

引き上げるので、そこら辺で遊んでいた子どもたちも

集まって、糸巻きのような巻き上げ機でワイヤーロー

プを巻き取りながら船を陸地に引き上げていました。

わいわいしゃべりながら巻き取っていくと小舟が右へ

左へ揺れながら陸へ上がっていくのがとても愉快でし

た。 

 学校から帰ると宿題もせずに浜に出て、「だんべえ」

（2メートル四方くらいの木でできた魚のいけす）の

上を走り回って遊んだり、瀬戸貝の殻でゴカイを掘っ

て釣りをしたりして遊んでいました。釣りと言っても

竿もリールも買ってもらえなかったので、もっぱら

「うごづり」（岩と岩のすき間に釣り糸を垂らして釣

る）でした。3メートル程度のナイロン糸に釣り針と

噛みつぶしおもりが一つだけの粗末な釣り道具でした

が、魚のよく入る「うご」（穴）は決まっていて、メバ

ル・ホゴ（カサゴ）・クロゴチ（ソイ）・アブラメ（ア

イナメ）などの根魚がよく釣れました。真っ赤なカ

ラッコウ（ハオコゼ）もよく釣れて、上手に釣り糸を

絵：吉田 稔 
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懐かしの写真集 

ソフトボール大会 

はずせなくて何度も刺されて痛い思いもしました。 

 

 祝島は昔から写真を撮る人や絵を描きに来る人が多

かったように思います。近所に「さんぶうさあ」とい

うお酒の好きな漁師のおじさんがいて、ときどき「さ

んぶう、おるかー。」と訪ねて来るひょうひょうとした

風貌の男の人がおりました。後日、山口県立美術館に

個展を見に行ったとき、展示されていたスケッチブッ

クの見開いたページの中に鉛筆で描いた人物の似顔絵

があり、下に「兄部三郎」と書かれていたのを見たと

き、この人（松田正平画伯）だったのかとたいへん驚

きました。 

 幼い日々の思い出は鮮明に心の原風景として焼き付

いています。心身共に育ててくれた祝島には感謝の気

持ちでいっぱいです。 

転勤される先生の見送り 

秋祭り 神舞・入船神事 

この頃は子どもの数も多かった。 

キャッチャーをしているのが、寄稿してくれた

吉田稔さん。 

島を離れる先生方を見送ろうと、たくさんの子

どもたちや島人たちが波止場に集まって来た。 

船での別れは感動的だった。 

毎年10月には秋祭りが盛大に行われていた。 

ヤーサーと鳥居山のぶつかり合いは、大人も 

子どもも興奮して、楽しかった。 

当時、みさき旅館の沖には、まだ石の海岸が広

がっていた。櫂伝馬船や御座船を、この海岸に

接岸して、ここから上陸した。 
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 「アイランダー２０１５」 に参加して               國弘 優子 

 11月21日、22日に、東京池袋サンシャインで開催

された島の祭典アイランダーに参加してきました！ 

今回で3回目となる参加ですが、毎回新しい出会いが

あったり、懐かしい出会いがあったりで、とっても忙

しいながらも充実した2日間でした。 

 一声かけると飛んできてくださる島出身の方のお手

伝いも頼りになりますし、関東にお住いのネット21の

会員さんによるお客様の応対も回を重ねるごとに上手

になっていて、準備、片付けにおいては、その手際の

良さとチームワークの良さに大変助けられ、感謝申し

上げます。 

 

 今回大好評だったのは、「島ネコ地蔵・祝島の石に猫

の絵をかいてもらおう」というワークショップ。近年

の猫ブームのおかげか、祝島も猫好きの方が訪れる島

としてかなり有名になってきました。猫が目的ではな

くても、観光で訪れた方たちも目を留めてくださって

心を癒されるかもしれないと、島のあちらこちらに島

ネコの仲間を増やしてみようと、どうせなら、たくさ

んの人にいろんな表情の猫の絵をかいてもらってはど

うだろうかと、そんな考えから今回のワークショップ

が開催されました。 

 とは言っても、絵の具で描くには結構時間がかかる

ので、いったいどれだけの人が描いてくれるだろう

か、せっかく島から運んで行った石をそのまま持ち帰

ることになったらどうしようかなどの心配を吹き飛ば

すかのような勢い、初日の21日だけで、なんと37個

の石が全部島ネコ地蔵に変身してしまったのでした。

嬉しい悲鳴の中で、明日はどうしようと・・結局、描

くのを楽しみに来られた方には申し訳なかったのです

が、22日は、島ネコ地蔵展示会とさせていただきまし

た。並べられたネコ地蔵や島ネコアルバム、アイラン

ダー直前に放送された祝島のネコの番組などを見てい

ただいたりの、島ネココーナーに皆さん心癒されて

帰って行かれたようでした。 

 島に持ち帰った島ネコ地蔵たちは、12月の海をバッ

クに1匹ずつ記念撮影をして、作者へのお礼のはがき

となりました。近いうちに島のあちらこちらに居場所

を決めて、島ネコたちの仲間になってもらう予定で

す。 

 

 ブースを通りかかった皆さんが目を留められたの

は、やはりひときわ大きな神舞のポスターでした。興

味を持たれた方には、前回の神舞の様子の動画を見な

がら説明させていただいたりしました。スタッフによ

る説明を熱心に聞かれ、頷かれている方をよく見かけ

ました。 

 棚田や島ネコ、山桜などのポスターも順番に見てお

られた方などには、そのポスターの縮小版のポスト

カード『祝島日和。』（12枚入り）を薦めさせていただ

いたりもしました。島の見どころを集めたものなの

で、なかなか好評です。 

 

 島の伝統芸能などを披露できるアイランダーステー

ジでは、祝島ブースから出張させた「練塀幕」をバッ

クに、今年開催される神舞の紹介と、祝島観光大使に

名乗りを上げた歌手の瀬戸こうじさんが祝島讃歌♪を

熱唱、皆さんの手拍子が響きました。 

 

 島の特産品としては、びわ茶、ひじきを用意しまし

練塀をバックに歌う瀬戸こうじさん 

ネコ地蔵を描くコーナーは大人気 



たが、常連さんだけでなく、初めて目に留められ、購

入されていた方も昨年より多く感じました。島の人た

ちの暮らしぶりや、千年以上も受け継がれている神舞

の話や瀬戸内海の魚介類の話なども熱心に聞かれる方

が多く、祝島を訪ねてみたいと言ってくださる方もた

くさんいました。 

 

 また、島に住んでみたいと思われる方のアイラン

ダーへの訪問が、年々増えていることを実感します。

今現在、祝島では、よその島ほど積極的に移住者を迎

える準備が残念ながらできていません。住む家を確保

すること、島で生活できるだけの収入が得られる定職

に就くこと、これらのことを自分自身でなんとかでき

るなら移住されてきても、あとは頑張り次第、と思わ

れます。しかし、自治体からの支援がまだ確立されて

いないことが、ネックとなっていて、せっかくの交流

の場であるアイランダーなどで募集することが難しい

のが現状です。 

 

 これから、先細る島の人口をできるだけ維持し、活

性させていくするためには、高齢になっても暮らしや

すい島の生活を考えながら、それを誰が先導し、誰が

フォローしていくのかを考え、実行していくことが大

切なことだと考えています。願わくば、祝島ネット21

がその一端を担っていけたらと、個人的にはそんな希

望も持っています。先の安泰が見えることで、島出身

者の人も帰ってきやすくなると思いますし、若い世代

もついて帰ってくるかもしれない・・そうなればよそ

から移住される方も移住しやすくなるという良い連鎖

につながる気がします。 

 

 今年のアイランダーでも、来場者に喜んでもらえる

ような企画を考えてブースの出店に臨みたいと思いま

す。みなさん、ご協力お願いします。  

山田イサオ写真館（６）  『冬日』   

                 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。 

『冬日』 

 

寒い底冷えの日に白い寒干しだいこんが路地で「早く

食べて」と言っているように見えました。 

奥にひとりの脇役が入ってくれました。ヤッター！ 
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祝島ブースのスタッフ 



祝島ネット２１会報 第４９号 Page 14 

  『はっぴーあいらんど祝島通信 Vol.1』 を出版しました    國弘 優子 

 「こんにちは、優子☆です」 

 毎回、この挨拶で始まる祝島のお話「はっぴーあい

らんど祝島通信」が千葉県のコミュニティーＦＭの電

波に載って流れていたのは、2009年10月から2011

年9月までの2年間。毎週火曜日のお昼の番組の中の1

つのコーナー、通算100回の放送でした。 

 祝島の素敵なところは、多くの島の浮かぶ瀬戸内の

美しい海にあり、ほんの30分ほどの船旅によって、ま

るで異国に足を踏み入れたように感じる雰囲気を持つ

島であること。自然豊かな懐かしいと感じられる風

景、打ち寄せる波のようにゆったりと流れる島時間、

穏やかな暮らしを続ける人たちがいること。 

 そして一方、祝島の大きな問題となっている上関原

発建設計画浮上後の30数年の皆さんの心の痛みや、そ

れによってできてしまった溝の深さに哀しさを覚えま

した。 

 これらのことをどんなふうに伝えたらいいんだろ

う、祝島のいろんなことを知ってほしい、と思ったわ

たしは、高校の同級生だった現在の主人、秀人さんに

いろんな話を聞いては原稿を書き、読んでもらって

チェックして…そんなやり取りが続きました。普段は

島の紹介をしながら、上関原発についての速報を流し

たりもしました。どちらも自分にできることの精いっ

ぱいでしたし、思ったままを語るのが一番だと、わり

と自然体で話すことができたと思っています。 

 祝島に対していろんな想いを抱えたわたしでした

が、いろんな方とのご縁や繋がりによって、たくさん

助けられて、100回ものお話を続けることができまし

た。まるっきり素人のわたしが、ちょっとしたきっか

けでおしゃべりするようになったことも然ることなが

ら、その数年後には祝島で民宿のおかみさんになった

ことも、今思えば運命だと思えます。 

 わたしの願いは、大切な海を守りたいこと。そうし

て島のみんなが昔のように仲良く助け合って暮らして

いくこと。これら精いっぱいの気持ちを、秀人さんの

写真と一緒に、皆さんの心に届けたいと思って、この

本を出版しました。あなたのお手元にも１冊…読んで

いただけるならとっても嬉しいです。 

 

大好きな祝島 

大切な人たちがいる祝島 

あふれるほどの想いが 

今、形になりました 

大切な想い 

あなたにも届けたい 

はっぴーあいらんど祝島通信 

 

 

『はっぴーあいらんど祝島通信 Vol.1』 

   語り：優子☆ 写真：國弘秀人 

   2015年12月発行 みずのわ出版 ¥1500 

※ご注文は、民宿くにひろへ 電話 090-1332-4897 

 

＜今後の出版予定＞ 

 Vol.2（2016年3月）、Vol.3（2016年5月）、 

 Vol.4（2016年8月） 

元日の祝島から生中継                     國弘 秀人 

 １月１日、地元のケーブルテレビ（Kビジョン）で祝島からの

生中継が放送されました。朝から夕方まで放送された「るーら

るさんぽ お正月超拡大版スペシャル」の、一番最後のトリが

祝島からの生中継。夕方、島に帰省した同級生たちが民宿に集

まってワイワイしているところにレポーターの方が来られて、

島のお正月のことやおせち料理のことなどインタビューされま

した。このあと、中継は橋部さんのお宅に移動し、今年開催さ

れる神舞の話をされました。 
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絵っきー展覧会（１８）  『練塀とテーラーとカミノセキブルーの青い空』  

                                     エッキー浴野 

『練塀とテーラーとカミノセキブルーの青い空』 

パステル画  B2サイズ 

 島ネコ写真展を開催します 

パタパタパタ・・・ 

懐かしいような音が遠くで聞こえる

と、追っかけてみたくなる。 

テーラーは島の多目的小型運搬車。 

朝、島のおじいちゃんが、おくさんを

荷台に乗せて、山の畑へ。 

そして夕方、また山から戻ってくる。 

練塀とテーラー。 

祝島らしい風景・・・。 

 2012年から祝島に何度も通って、島ネコの写真を撮

影し続けている伊達美三代子さん（広島市在住、祝島

ネット21会員）が、祝島公民館で島ネコの写真展を開

催されます。ぜひご来場ください。 

 

【イベント名】 

    ねこの写真展「ここは僕らのアイランド」 

【日時】2016年3月26日（土）、27日（日） 

    午前９時～午後５時まで 

【場所】祝島公民館２階 

【入場料】無料 

【協力】祝島ネット21 
撮影：伊達三代子さん 



お知らせ ＆ 募集 

2016年の初日の出 

 2016年、また4年に一度の神舞の年がやってきました。子どもの頃の4年間はとても長く感じましたが、今は

あっという間ですね。前回の神舞がついこないだのように思えます。神舞本番まであと5か月。みんなで協力して、

今回の神舞もぜひ成功させましょう。 

 さて、今回の会員リレーコラムは拡大版で4組7名の会員の皆さんを紹介させていただきました。一号に1名ずつで

は、なかなか皆さんを紹介することができないので、できれば今後も複数の会員の方をご紹介できればと思います。

まだ会員リレーコラムに登場されていない方、事務局から原稿依頼がありましたら、ぜひ快くお引き受けください

ね。そして、今回は特別に、会員ではありませんが祝島出身の吉田稔さんに、子どもの頃の思い出を寄稿していただ

きました。吉田さんは歳は私より少し上ですが、子どもの頃には一緒にマーブル（ビー玉）をして遊んだ記憶があり

ます。昔は多少歳が違っても、近所の子供たちが一緒に遊んでいました。懐かしい想い出です。 

 次号の会報は、6月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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■「お花見ウォーク」開催のお知らせ 

 4月2日に、祝島の山桜の見事な群生が見られる北野地区まで歩く、

「お花見ウォーク」を開催します。ふるってご参加ください。 

 【開催日時】2016年4月2日（土）＜雨天の場合は中止＞ 

 【集合場所】祝島公民館前（定期船乗船場より徒歩２分） 

 【参加費】1000円（お弁当・お菓子・お茶が付いています） 

 【募集人数】30名 

 【日程】 10:30～10:55 祝島公民館にて受付（参加費支払） 

       11:00 公民館を出発 

          練塀の道を通って、北野ため池まで歩きます 

       12:30頃 北野ため池に到着予定 

        自由時間（群生する山桜を眺めながらお弁当タイム） 

       13:30 北野ため池を出発 

         現地（三浦湾方面分岐点）にて解散になります 

        ・そのまま帰れば14:30頃に公民館に到着予定 

        ・健脚の方は、三浦湾方面まで足を延ばし、 

         コッコー自生地などを見ることも可能です 

 【その他】公民館１Fの部屋を休憩室として借りていますので、夕方 

   5時まで使用することができます（荷物置き場としても使用可） 

※昨年までは4月に「お花見クルーズ」を開催していましたが、諸事情により、

今年は「お花見ウォーク」に変更になりました。 

北野地区に群生する山桜 

■今年の役員が決まりました 

 2016年の役員が以下のように決

まりました。1年間よろしくお願い

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 

監査係：坂本正幸、重村通子 

編集後記 


