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さて今年は神舞の年です、祝島の人にとっては節目の年、人口400人
ちょっと、高齢化率は75％を超える祝島で、歴史ある勇壮な海上絵巻を観
ながら皆様にお逢いできることを楽しみに一緒に頑張りましょう。
祝島ネット21

会長

重村雅之

「祝島ネット２１神舞基金」より神舞奉賛会に寄付
4年に一度のお祭り、「神舞」まであと1か月余りになりました。お祭り
の準備もこれからが佳境を迎えます。
祝島ネット21では、会員の皆様か
ら毎年納付される会費の一部
（20％）や、イベントの収入などを
「祝島ネット21神舞基金」として積
み立てています。前回の神舞以降の
積立金額が265,825円となっており
ましたので、これに、一般会計から
34,175円を追加し、合計30万円を
祝島神舞奉賛会に寄付させていただ
きました。

神舞までのカウントダウンボード

「祝島物語」

画・大井しげる

＜連載＞ 祝島・記憶の玉手箱（10）

～平さんの棚田のお話（１）～

語り部 ： 平 萬次さん
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「平さんの棚田」のお話を、平萬次さん（83歳）
にお伺いしました。
司会：こんにちは。今日は棚田のお話を聞かせてくださ
い。よろしくお願いします。まず、あの棚田はいつ頃か
ら造り始められたのでしょうか？
平さん：お祖父さんがいつ頃から造りだしたか、それを
はっきり聞いておけばよかったのに、あの頃は関心がな
かったから…。今のように、わいわい言われるようにな
るとは思わんじゃった（笑）。わたしの推測では、大正
末期から昭和の初期に造りだしたんじゃぁないかと思
いますね。

オイコを背負って田畑に向かう

じゃが、ちょいと、私らぁじゃったら溜池を造るいうて
も、なんぼう出来るいうても、責任もってはできんねぇ、
漏水したらダメじゃけぇのんた。16歳いうたら高校生
くらいじゃがのんたぁ。あと、山田さんの棚田も皆造っ

司会：なるほど。お祖父さんは石積みの経験とかあった

てやったんと。その下の難波さんのやら、田尾さんのや

んでしょうか？

ら、宮本さんのもやったらしい。部落の練塀とかもだい

平さん：どこで習うたんか、聞いたことがないんじゃけ

ぶ造ったいうて、そんな話もお祖父さんがようしてくれ

ど、島のあちこちの段々畑とか棚田とかを職人として

よったです。

造っておったようです。「宇山」いうところ、行者さま

60歳まで職人の仕事をした言いよったいね。ほいて

の向こうカタアのセイリのところに親戚の木村さんの

60歳になってからは、私の父親が、冬は酒場、夏はいわ

棚田が5反くらいあったんじゃが、そこの大きな溜池を

し網やらやってから現金収入があったから、めんめ（自

造ってあげたんらしい、16歳の時にね。

分）は高齢になったんで職人の仕事は60歳でやめた言

司会：溜池の石積みを、16歳でですか？！

いよったです。
ほいじゃけぇ私は皆さんに言うんですよ。棚田にずっ

平さん：それが、職人初めじゃったんと。16歳で造って

と付いちょって造ったわけじゃあないんですよ。暇々、

もろうた言うて木村さんがよう話しよったいで。ほい

早く言えば、仕事がないときの暇をみては、造り上げた
んじゃからねぇ。
ま、ほいて60歳を過ぎてからは、親父の現金収入が
あったから、お祖父さんは家族を従えて一所懸命やった
んじゃないかのんたぁ。ほいじゃが、それまではそうい
うふうに、空いた時間にやりよったんじゃあ。
司会：それであれだけのものを、すごいですねぇ…。
平さん：こっちからずっと歩いて行って・・セメントの
道路が田んぼの真ん中にあったでしょう。あれはずーっ
と一番向こうまで全部田んぼじゃったんですよ。30年
前に、田んぼの中に農道がついたんですよ。舗装は3年

カタア地区の見事な棚田（昭和30～40年代）
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路は、小屋の下の細い道があったでしょう。あの道を生
涯てくてく歩いて行っては造ったんですよ。私らも30
年前までは、あそこを歩いて行きよった。それも、あん
たぁ、なんにも背負わずに行くんじゃあなぁ、薪やらい
ろんなものを背負うてのんたぁ。
司会：じゃあ棚田を造っていた時も、毎日ここから歩い
て通ってたんですね。
平さん：そうそう。そいで小屋の向こうのみかん園があ
ろう、あれも以前は田んぼじゃったんですよ。あれは私
が昭和23年に中学校を卒業してから、また田んぼを造

棚田の石垣と山小屋

る言い出して、母親と3人で。お祖父さんが70歳から築
いたんですよ。

あれもお祖父さんが造られたのですか？

司会：70歳からですか！ これまたすごい。

平さん：小屋もお祖父さんが松の原木から、手作りです

平さん：私の父親は、一番上の段の大きな棚田があるで

よ、あれは。

しょう、小屋の上の。あれをなにぃね、お祖父さんが「上

司会：大工とか左官の仕事も農作業と合わせてされて

手になったからおまえ責任もって造れ」いうて造らせた

たんですか？

んです。あの小屋の上の高ぁのを。そりゃあ立派につい
ちょるいね。ちょいとありゃあ、よそのもんが見たら
びっくりするいね。そうしてまもなく亡くなったんです
よ、昭和19年に40歳で。

平さん：あぁ、ほいじゃから家も３軒建てたんですよ。
この家は隣の家の火事で40何年前に鉄筋にやり直した
んじゃが、その前は木造の二階家じゃったんです。最初
平屋じゃったのをお祖父さんが二階家にして、次に東の

司会：若くして亡くなられたんですね。お祖父さんもさ

方に4軒長屋を造って、そいで棚田の二階家の小屋を

ぞかし残念だったでしょう。

造ったんじゃあ。ほいで、なんぼうお祖父さんでも、こ

平さん：それでお祖父さんも4，5年やめちょったです

の曲がりくねった木をなにぃのんた、ノコで割いて、梁

よ・・気が落ちてね。ほいじゃが終戦後の食糧難で、「お

なんか削り出して、勾配あわしていうのは難しかったん

米がない」言うて、島でも「田んぼ田んぼ」言い出して。

じゃが、親しい友達に大工さんがおったんと。その人に

それで「また造る」言い出して、ほいで、23年に私が卒

聞いては造ったんといで。

業してから、今のみかん園の所に二段と。上の田んぼに
上がってみちゃったですか。またその上に二段あったで
しょう、30mくらい田んぼの上に、造りかけちょったの
が。あそこまで積んで、みかん園の所を二段造って、上
の段へ次の田んぼを計画して造りかけちょったんです
が、あそこまで積んで亡くなったんですよ。
あの原野を刈り出して。私もあれですよ、棚田よりあ
の現場を見てのんた、はぁ～この原野へ入ってきて大正

司会：何でも自分の力でやっていたんですねぇ。
平さん：お祖父さんがよく私に言ったのは、「人間がや
ろうと思ったら、何もできないものはない。できん、い
うのは、やる気、信念がない。」言うて、よぅ話しよっ
た。そういう人じゃから、あの棚田を造ることができた。
自分も頑張ろう思うけど、それがなかなかできんです
よ、あはは。

末期に、こんなものを築こうなんて、よくぞ挑戦したと

司会：お祖父さんは本当に強い信念の持ち主だったん

思うんです。それだけは、棚田を造ったのよりすごい。

ですねぇ。あの棚田の石垣を見て感動するのは、物事を

あの原野を見たら、みんながびっくりするいのんた。

やり通す信念の凄さを感じるからでしょうね。

司会：びっくりしますよ。あの原野を見事な棚田にする
んですから。強靭な精神力と体力と技術力をお持ちだっ

今回はこれで紙面がなくなりましたので、また次回お
話を聞かせてください。ありがとうございました。

たんでしょうね。ところで、立派な山小屋もありますが、
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会員リレーコラム（50） ①

～ 田頭 よしたか さん ～

このコーナーは「祝島ネット21」の会員の皆さん

何事かと見ていると、乗り遅れたオバチャン２人が

に、自己紹介を兼ねて簡単なコラムを書いていただく

呼び戻したらしい。悪びれた様子はかけらも無く、オ

コーナーです。今回は、東京都在住の絵本作家・田頭

バチャン２人は船に乗った。

（たがしら）よしたかさんと、山口県防府市在住の村

たぶん、しょっちゅうやっているのだろう。

田久美子さんのお二人を紹介します。

いいなー。好きだなー。こういうの。

お二人は、会報表紙のイラストでおなじみの元祝島
中学校教師の大井しげる先生と共に、昨年秋に島を訪
れ、祝島ネット２１の会員になられました。では、ま
ずは田頭よしたかさんから。

２回目は2015年10月26日。今度は一泊である。
友人３人と。
前もって宿に酒の持ち込みなど了解してもらい、お
まけに高校の先輩で、初めての教師としての赴任先が
祝島だったＯ氏に、ギターを持参してもらい、呑めや
唄えの大騒ぎで朝を迎えた。
また行きたい。
そのうち、祝島の四季を絵にしたいと想っていま
す。

田頭よしたかさん

ずっと祝島が気になっていた。
『祝の島』などのドキュメンタリー映画を観るつど、
行きたいと思いつづけていた。
私は防府市の小さな港町で生まれ育った。
原発問題など、他人事では無いのである。
初めて訪れたのは、2013年4月3日。広島で仕事
があり、翌日に日帰りではあったが訪れた。全島桜が
満開でまことに美しい。外から見れば、瀬戸内ならど
こにでもありそうな島だが、一歩路地に入ってビック
リした。宝の山なのだ。私は絵本作家と言われる絵描
きである。どこがどうと、うまく説明できないが、ど
こを切り取っても絵になるのである。大げさに言えば
血が騒いだ。
その日は心を残しながら帰ったが、まことに楽しい
出来事をひとつ・・。
祝島に向かう船のこと。たしか上関の港だったと思
う。定刻に出航した船がもう少しで外海に出るという

田頭さんの描いたイラスト

あたりで、いきなり港に引き帰した。

祝島ネット２１会報 第５０号

Page 4

会員リレーコラム（50） ②

～ 村田 久美子 さん ～

続いて村田久美子さん。村田さんは飼い猫の「みけ

を訪れました。平さんの棚田に行き、枇杷農家のおば

こ」と一緒に、『まる新聞』というフリーペーパーを

ちゃんに道すがら話を伺い、船大工さんには冷や酒も

発行されています。

お呼ばれし、すっかりこの島のファンになって、祝島
ネット21の会員になることにしました。
高校を出て50の歳になるまでは防府の実家を離れ
ていましたが、実家に戻って5年。日に当たってはク
ラクラしながら、何とか今年も田植えを済ませ、枝豆
と落花生の育ち具合に舌なめずりしています。冬から
まだ咲くビオラの花がら摘みを阿呆のように連日続
け、小さく赤いシャコバサボテンの芽を見つけては植
え替えにいそしむ、何の役にも立たない営みをいとお
しく過ごす毎日です。
私の平穏な暮らしと同じように、祝島にも、原発と
無関係な平穏な暮らしがあってほしいと思っていま

「まる新聞」発行のためパソコンに向かいはしたものの、
だらける筆者(左)と村田みけこ。みけこ発行人は、猫の目
線で人間社会を（っていうほどじゃないか）鋭く斬る。

す。枇杷の季節には、防府にももっと祝島の枇杷が流
通すればいいのになあ。島の農家さんと仲良しになれ
れば、枇杷送ってもらえるかなあ。枇杷のオーナーに

初めまして。山口県防府市在住の村田久美子と申しま
す。

なりたいなあ。「寝言は寝て言え」と言われずに済む
ようになりたいものだ、と思っています。

「いわいしま通信」のイラストを担当されている大
井しげる先生に案内していただき、昨秋初めて、祝島

祝島ネット２１会報 第５０号
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祝島ネット21農園だより

國弘 優子

ご存じのとおり、昨年から、祝島ネット21で山の畑
を借りていますので、ここで状況報告をします。

耕作放棄地対策、会員の交流の機会、運動不足解消
のための草刈り体験、素晴らしい瀬戸内の風景を見る
こと、などなどのために。会員のみなさんと一緒に地
道な努力を重ね、少しずつですが藪から畑に変わりつ
つあります。この農園で何を育てたいかを会員アン
ケートで訊いたところ、さまざまな野菜、果物の名前
が挙がっておりましたが、ダントツ多かったのが「枝
豆」でした。きっと、暑い夏に冷たいビールをくいっ
と飲むときのつまみにちょうど良いと思われたのかも
しれません。
農園までは、民宿からおよそ2kmほど。遠足がて
ら行って作業するには遠くはないのですが、やはり、
成長の速い野菜（オクラ、キュウリ、ゴーヤなど）
は、採り切れないうちに、大きくなり過ぎてしまうの
で、できれば近くの畑がいいですね。そのため、多く
のみなさんが思いつかれた枝豆は、なかなか良い選択
だったと思います。
記念すべき最初の草刈りは、2015年10月25日。

4月30日、畑の一部を耕して枝豆を植えました

になった感がいきなりアップ、嬉しいもんです。
その後、12月26日（伊藤さん、秀人、優子）
、翌
年4月30日（渡辺さん、秀人、優子）が、お手伝い
くださいました。祝島出身者の吉原さんは、岩国市に
お住まいですが、自分ちの畑仕事をしに、よく帰って
こられます。その合間にちょこちょこ、人知れず農園
の草刈りをしてくださっているようで、感謝です。
つい最近では、6月3日に、畑まわりの草刈りをさ
れた会員さん（山田イサオさん、山田由香里さん）か

この日は、道こしらえと呼ばれる島の行事があり、総

らは、「これで何にもしない口ばっかりの会員から脱

出で島のあちこちの草刈りや清掃、修繕などを行う日

した（笑）
」と、いい汗をかいておられました。

でした。その作業に参加した延長として4名の会員
（吉原さん、武田さん、國弘秀人、國弘優子）で、農
園の入口から10ｍあたり中まで、草刈りをして歩け
るように広げました。背の高さを超えるほどの雑草や
立ち枯れた草を刈っては、集めて積んでいくのは、本
当に地道な作業ですが、石垣が見えてくると、きれい

遠方の方はなかなか無理があると思いますし、近く
てもお忙しい方も多いでしょう・・口ばっかりの会
員、なんて責めたりは決してしませんが、機会があっ
たらぜひ一緒に草刈りや開墾、収穫をしましょう。遠
足で農園に立って、瀬戸内の風景を観られるだけでも
行った甲斐はあると思いますので、ぜひ！
野菜畑だけでなく、びわや梅など実がなる樹も植え
たり、四季折々に花を咲かせる樹、桜や桃やロウバイ
などを植えることも検討しています。藤棚もあったら
いいかも！ベンチやテーブルを置いたり、畑の中を散
歩できる道をつけて、平さんの棚田に負けないくらい
の名所にできたらいいですね。想像するだけでも楽し
石丸ガワ
くなってきます。
農園の枝豆とインゲン豆が順調に伸びてきた矢先で
家の内側と外側から水が汲める井戸
はありますが、今年の梅雨は激しい雨降りが続いたた

12月26日、棘にも負けず草刈りをしました
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す。祝島ネット21の畑へ行く道の途中も崩れて通行
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止めになっていましたが、修復工事も始まりましたの
で、近いうちに通れるようになると思います。ぜひ枝
豆とインゲン豆を収穫したいものです。
さて、
「祝島ネット21の畑」に名前を付けたらいい
かな～と思っています。
「ネット21農園」
「わいわい
農園」「なかよし農園」「空と海のはたけ」などが候補
に挙がっています。何かいい名前を思いつかれた方
は、事務局までお知らせください。
6月３日、草刈りのあとで記念写真
枝豆がだいぶ育っていました

伊達 三代子

「ここは僕らのアイランド」 ねこ写真展を終えて
3月27、28日に、祝島公民館で開催した、ねこ写真
展「ここは僕らのアイランド」の報告です。

しました。会場入り口には、猫の顔型のアンケート箱
を置かせてもらい、書いて頂いたアンケート用紙は私
の宝物となりました。
山口朝日放送のテレビにちょこっと出演させても
らったご縁で、ディレクターのT様をはじめ、広島か
らの友人、撮影でいつもお世話になっている島の方々
が、まるで我が子を見る眼差しで写真を観てとても喜
んでくださり、帰り際「とても癒されたよ」と最高の
お言葉を頂戴しました。ある方の猫が、魚を与えると
ウミャーウミャーと喜びの声を上げるそうです。和気
あいあいの雰囲気の中、とっても楽しい時間を過ごさ
せて頂き、皆様には感謝の気持ちでいっぱいでござい

会場の受付にて、娘さんと一緒に

ます。この写真展を通じて、沢山の方とお話ができ、
益々祝島が身近になって参りました。

季節も移り変わり、木々の緑が日ごとに鮮やかに

最後に、今回の写真展開催に際して、祝島ネット

なって参りましたが、皆様お変わりございませんか。

21会員の山田ご夫妻、國弘ご夫妻、祝島の方には、

今年の初め、くにひろご夫妻にお声掛けを頂き、3

搬入、搬出のお手伝いありがとうございました。

月27日（土）28日（日）の二日間、祝島ネット21
のご厚意により、祝島公民館にて猫写真展を開催させ
て頂きました。私にとりましては、こんなこと青天の
霹靂。まさか私が・・の気持ちでしたが、こんな愛ら
しい祝島ニャン子を皆様に観て頂く絶好の機会と思
い、写真の腕前には目をつむって頂くことにして開催
の運びとなりました。
わたしは猫好きが高じ、4年前の神舞の年より祝島
ニャン子の魅力にはまり、撮り続けてまいりました。
その間、猫たちは多くの試練も乗り越えて、今では元
の活気も戻り、元気いっぱいに走り回っています。そ
んな4年間で撮りためた写真の中から約60枚を展示
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お花見ウォークを開催しました

國弘 秀人

4月2日（土）に「お花見ウォーク」を開催しまし
た。当日はお天気にも恵まれ、参加者22名で山桜の
群生する北野地区まで、片道およそ1時間半の道のり
を、咲き誇る桜や青く輝く瀬戸内海を眺めながら、
ゆっくりと歩きました。
北野のため池でお弁当タイム。山桜や三浦湾、小祝
島を眺めながら、お花見弁当を美味しくいただきまし
た。途中で、花見をしている島のおばちゃんたちとも
交流し、楽しく過ごした一日でした。
桜咲く坂道をのんびりと歩く

桜と海を眺めながらのお弁当タイム

山田イサオ写真館（７）

『夏の想い出』

全員で記念撮影

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。

『夏の想い出』
盆には帰省した子ども達が
あちらこちらで遊んでいて島
も若返ります。
一列に並んで海水浴帰りの
子ども達に出会い、ほほえま
しい夏休みの１シーンでし
た。

祝島ネット２１会報 第５０号
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＜連載＞ 善徳寺法話 （５） ～ 「法則」 (南无阿弥陀佛というシステム) ～

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。

た方もちらほら居たとか。すぐに休憩になったそうで
す。原因は、ちょうど10時から近くのお寺で葬儀が
始まり、御住職の声が議場のスピーカーから流れたん

碁石の黒玉と白玉、どちらが大きいか？皆さんは御
存知ですか。
幼い頃、祝島の善徳寺にも碁盤や碁石があり、祖父
が碁を打つ姿をよく見かけたものでしたが、この碁

だそうです。市役所、お寺双方のマイクの電波・周波
数が重なり、アンプ・スピーカーを通じて、予期せぬ
声が流れ出た春の珍事でした。
阿弥陀様の世界であるお浄土は、決して眼で見て確

石、白黒重ねて見ると一目瞭然。正解は、黒玉が白玉

かめることは叶いません。唯、佛様の世界は絶えずこ

より少し大きいのです。白は膨張色のため、小さくて

の私に働きかけています。それは、私に称（とな）え

も黒と同じくらいの大きさに見えるようです。このよ

られ、「南无阿弥陀佛」という声になって現れます。

うに、日頃、色々な法則がはたらく中に、お互いは生

将に、南无阿弥陀佛という声は、阿弥陀様が私を佛に

活しているのです。

生まれ変わらせるというシステム、仕掛けであったと

さて、浄土真宗という宗教。佛教は、「法則」と言

言えます。

えるかもしれません。
「南无阿弥陀佛というシステム

現在（いま）を去ること2600年前、お釈迦様がお

(仕掛け)により、阿弥陀様が、この私(凡夫)を佛（ほ

説き下さった「法則」を、素直に歓ばれたのが親鸞聖

とけ）にする」という法則です。

人でした。南无阿弥陀佛というシステムによって、阿

今春2月末のこと。ここ祝島から遠くに見える対岸

弥陀様が私をさ

の光市、その市役所で定例の市議会が開かれました。

とりの佛とおす

午前10時になるのを待ち、議長さんの開会宣言が始

くい下さる法則

まった途端、議場のスピーカーからは、

を、共々に聞い

「御一同に。合掌・・ナンマンダブ、ナンマンダ

ていきましょ

ブ・・礼拝（らいはい）！」と。

う。

これには場内騒然となり、中には素直に手を合わせ

（釈

泰人）

國弘 優子

祝島に間寛平さんが来ましたよ～♪
5月の終わり、テレビ東京の『昼めし旅』という番組の
ロケが祝島でありました。「あなたのお昼ごはんを見せ

てました。こんなふうに和気あいあいとした祝島が紹介
されるのは、嬉しいですね。

てください」と、突撃取材して、結果ごちそうになる、そ
んな番組です。間寛平さんは、とても気さくな方で、島の
みなさんに話しかけては笑わせてくださいました。
6月15日の放送では、民宿くにひろ内の観光案内所で
の説明を聞き、棚田に行ってびわ茶を飲む場面が放送さ
れました。不老長寿の実・こっこ―ジャムをのせたクラッ
カーも食べられましたが、残念ながら、ここはカット。島
のおばちゃんたちが集まってた家「おひさま」では、寛平
さんの突込みにも動じない役者が揃い、和やかなムー
ド。豆ごはんやポテトサラダを「美味しい！」と絶賛され
間寛平さんと記念撮影
祝島ネット２１会報 第５０号
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寄稿 ： 『送迎行事を思い起して』

山根 真太郎 （昭和49年度祝島中学校卒業生）
祝島中学校の校歌「行者の麓高台に聳ゆる」と歌い

昔は確か「…伊美の宮居の神々を迎え…」という一節

出すと、三年間通学した当時の「白亜の校舎」が次第

があったと記憶しています。短いこの部分を覚えてい

に浮かび上がってきます。教室の詳細な配置までは覚

るのは、祖母のひく三味線の歌によくここが登場して

えていませんが、校舎の外の東側に碑を建てて「タイ

いたからです。短い一節ながら結構はっきり曲の調子

ムカプセル」を埋めたことも数十年ぶりに思い出しま

も覚えており、歌詞と曲を口ずさむと、リンク先の

した。

「神舞のポスター」のトップの写真にある、
「櫂伝馬」
の上で勇壮に踊る男児の化粧装束と、多くの漁船で埋
め尽くされた港の様子が脳裏に浮かんできます。ポス
ターの「会場案内図」の海沿いに当時新設された公民
館がありますが、ここで祖母や数人の女性たちが神舞
の歌を練習していたこともありました。
ちなみに、神舞仮神殿の位置は、子供の頃はもう少
し海から内陸に上がった広場にあった気がして年月の
変遷を感じます。いずれにしても子供たちにとって神
舞とは、4年ぶりに島に多くの人が集まり出店で賑わ
う一大行事でした。
祝島中学校 卒業記念碑

歌の三番では「万葉の防人たち」が祝島を訪れたで
あろうと語られています。この島は古くから瀬戸内海
の海上交通の要衝であったようですが、その繁栄の名
残を今に伝えるものはやはり「神舞」でしょう。
神舞は4年に一度催されますが、ちょうど本年が開
催の年に当たることから、リンク先の「神舞公式ホー
ムページ」を参照すると、行事の由来や流れがわかり
やすく掲載されているので、ここでは由来などの余計
な説明を控えます。

転勤される先生の見送り

ポスターの神事で「三味線のシャギリ隊」の歌に、

神舞が4年に一度島を挙げて外から迎える行事で
あったとすれば、毎年春、小学校と中学校から転勤し
ていく先生たちを送り出す行事も盛大でした。
教え子たちはもちろんのこと、島の老若男女こぞっ
て中の波止場を埋め尽くし、花束や紙テープ、首にか
ける飾りを持ち寄って見送りました。紙テープなどは
その数を競い、何個も竹に通して持っている人もいま
した。見送られる先生たちは持ち切れないほどの花束
やテープを手にして船端に立ち、その船が沖に出てい
くにつれ、児童生徒が波止場の先まで走れるだけ走っ
神舞のシャギリ隊（昭和40年代）

祝島ネット２１会報 第５０号
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当時の子供心のとらえ方として、どちらかといえ
ば神舞がお迎えを強く心待ちにしていたのに対し、
先生の転勤では、島に着任した時よりも見送りのほ
うが印象的だった気がします。
外部の人を盛大に送迎した行事だけではなく、大
人も子供もこぞって島の外へ出る年中行事もありま
した。それが室積の普賢祭（祝島では「室積市（ム
ロズミイチ）」と呼ばれています）で、島から見れば
近くで対岸ではあるものの、主に上関町内を通う定
期船「ことしお」では行かれないため、わざわざ貨
物船を借りて大勢で海を渡って出かけました。子供

室積の普賢祭は今も賑わっています

たちは市場の出店を巡り、買い物を大いに楽しんで
いました。この時に初めて「りんご飴」なるものを

が室積市に行くわけではなかったので、学校運営と

知りました。

しては大らかな時代だったと思います。

中学生のある年だったか学校の授業が午前中で終

神舞とは4年に一度神を島に迎え、普賢市とは毎年

わり、この室積市のために午後が休みになったこと

仏にお参りするという大切な行事であったことを、

があります。校庭に集まった生徒の前で、先生が午

今改めて思い起こした次第です。

後を休みにすることを語った記憶があります。全員

絵っきー展覧会（１９）

『東の浜から』

エッキー浴野
『東の浜から』
パステル画

B2サイズ

正面の島は牛島（うしま）。
のどかな夏の昼下がり。
昔、漁船を浜に引き上げる為
の巻き上げ機が浜に置かれた
まま・・・。
松田正平さんの絵にも出て来
た道具だ。心棒の穴に棒を通
し、人力で回した。
あれからもう何十年になるん
だろう。
もう現役を引退した道具が、
僕の知らない祝島を見せてく
れたような気がした。
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お知らせ ＆ 募集
■「第4回祝島フォトコンテスト」を開催します
神舞の年に実施してきた「祝島フォトコンテスト」を今年も開催
いたします。皆さんの素敵な作品をお待ちしております。
《 実施要項 》
■テーマ：「祝島」
祝島で撮影した写真、あるいは祝島が写っている写真ならなんでも
ＯＫです。
（ただし、2013年以降に応募者本人が撮影したもの。）
■応募資格：特に制限はありません。
■応募作品の受付期間：
2016年7月1日～9月30日（必着）

前回の金賞作品：「入船（本浦）」

■入賞発表：11月上旬
■賞：金賞１点、銀賞２点、特別賞数点など
※入賞者には賞状と賞品（特産品等）を贈ります。
■作品規格：Ａ４または六切サイズ（ワイド可）にプリントしたもの
で、作品の裏に応募用紙を貼って応募して下さい。
■応募先：〒742-1401

山口県熊毛郡上関町祝島

祝島フォトコンテスト実行委員会
■主催：祝島ネット21、祝島フォトコンテスト実行委員会
■問合せ：電話 090-8069-5066（國弘まで）
※応募用紙は、下記のWebサイトまたは主催者へご請求ください。
祝島フォトコンテストWebサイト

前回の銀賞作品：「鬼に抱かれる」

http://iwaishima.jp/photocon/

編集後記
いつの間にか、この会報の発行も今回で50回目を迎えました。早いもので、2002年4月に会報1号を発行してか
ら、もう14年の歳月が流れたんですね。最初の頃はページ数が少なく、家のインクジェットプリンタで印刷してい
ましたが、だんだんページ数が増えてきて、レーザープリンタを使うようになり、それでも大変になって、今は印刷
会社に発注しています。この14年間で、会報の印刷方法も変わりましたが、祝島を取り巻く環境も、そして祝島自
体の状況も大きく変化しました。唯一変わっていないのは、この会報の発行間際になって、睡眠時間を削りながら編
集作業をして、なんとか発行にたどり着くという私のやり方でしょうか…。それでも、50号まで発行し続けること
ができたのは、会員の皆さんをはじめとして、執筆していただいた皆さんのご協力の賜物です。改めてお礼を申し上
げます。会報1号の頃は、私もまだ40代前半でしたが、今はもう50代後半にかかろうとしています。だんだん無理
が効かなくなってきましたが、これからもがんばって発行していきたいと思いますので、今後とも、ご協力よろしく
お願いします。次号の会報は、10月頃の予定です。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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