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所・交流会場を兼ねた特設の交流スペースを準備しました。
海岸の近くに設置した交流スペースは、単管パイプとブルーシートで日陰
を作った簡易的なものでしたが、8月16日の入船の日と20日の出船の日
は、無料休憩所として喜ばれました。パンフレットなどを置いたり掲示した
りして、たまたま居合わせた方々で話が盛り上がったりもして、事実上の
「交流会場」になっていました。
会員交流会は17日から19日まで、その間、会員の販売ブースをセッティ
ング。祝島ネット21としては、冷たい飲み物の販売を行いました。お手伝
いいただいた方々、ありがとうございました。
小さいテントを張った方には、ゴザを敷き、ミニ写真展としたところ、多
くの方が見ていってくださ
いました。神舞に来られた
方だけでなく、島出身者や
島のおじちゃんおばちゃん
たちもたちも立寄ってくだ
さいました。戸外での写真
展示もなかなかいいなぁと
思いました。
祝島出身者、祝島在住者
も含めて会員交流会に顔を
出された会員さんは14名。
ありがとうございました。

特設の交流スペース

「祝島物語」

画・大井しげる

國弘 優子

海を渡る祭 ～神舞２０１６～
2016年8月。今年もまた4年に一度の夏がやってき

7月の終わり、苫を編みました。4年に一度のことなの

ました。島が沈むと言われるほど大勢の人で賑わう神

で、苫編みの過程をすべて覚えるのはなかなか難しいで

舞。大分県・国東半島の伊美との間で1000年を超え今

す。今は地区単位で何枚ずつとの割り当てがあるので、

も受け継がれている海を渡る祭です。16日の「入船」で

それぞれの地区で自分の役割をこなしているようです。

神様をお迎えし、3日間にわたる神楽舞の奉納、そして

前回は、編み終わりを習うことができなかったのです

20日の「出船」まで、島を挙げてのお祭りが今回も無事、

が、今回は、編み始める前の準備から、編み始め、編み

幕を閉じました。

方、編み終わるまで過程を、一人の方に教えていただけ
てコツが少しは呑み込めた気がします。次第に苫を編め
るおばちゃんが島からいなくなってしまうことにも危
機感がありました。お元気なうちに、少しずつでも受け
継いでいかなければと思いました。

年が明けると、「今年は神舞じゃ」と、いつもどおり
に準備が始まりました。竹伐り、萱の刈り取り、切り飾
りの制作と神舞に直接かかわる準備は島民総出で行う
のが常。準備が進むうちに、次第と気が高まっていくの
を感じました。そう、島の人たちにとっては準備すると
きからが「神舞」なのです。

8月7日、小屋建てが始まりました。以前は1日で建て
てしまっていましたが、今回は人手が少ないのと暑さと

また、神舞には普段帰ってこれない子や孫、親戚一同

で、休憩を取りながら午前中のみの作業・・ということ

も帰ってくることが少なくありません。家を修理した

で3日間かけて骨組みが完成。もう1日かけて、屋根と壁

り、壁の塗装をしたり、家電を買い替えたり・・。神舞

に苫を掛けていく作業で、神舞小屋は完成しました。

準備をしに帰った出身者たちは、そんな作業も忙しくし

前日には、島中の家々の周りに、注連縄を張り、舞小

ていました。それに加えて、今年は、なんとも暑い夏と

屋には、切り飾りが張られ、畳を敷かれ、神棚もつくら

なり、みんなの身体には堪えました。

れました。
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里楽師の方々の笛や太鼓に合わせて、次々と神楽舞
が奉納されました。鬼と太夫さんの祈願神楽は、特に人
気です。

最終日には、姫島丸が200名ものお客様を乗せてき
て、島はいっそう賑やかになりました。

いよいよ入船。櫂伝馬船と神様船、大漁旗をはためか
せた漁船団が海を大きく三周回る様子は、華やかで素晴
らしいです。

出船は、いつもながら伊美に帰られる太夫さんたち
とのお互いに名残惜しい想いがいつまでも手を振らせ
ます。また4年後に、きっとお会いできますように・・。
今回は、祝島ネット21の会員さんも多く神舞を訪れ
てくださいました。遠く近くから、暑い中、本当によう
こそでした。
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＜連載＞ 祝島・記憶の玉手箱（11）

～平さんの棚田のお話（2）～

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

を、「こりゃあ

話していただく「祝島・記憶の玉手箱」シリーズ。

ダメじゃった」

前回に引き続き、今回も「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。

いうて、やり替
えるいうこと
は で き ん の

司会：こんにちは。今日は棚田の石垣の築き方について

じゃから。あん

お話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。

た、持ち上げら

まず、あの石はどこから持ってくるのでしょうか？

れ る ん な ら、

平さん：他から運ぶんじゃあのうて、原野から出るんで
すよ。それを上手に出してくるんですよ。

「こ り ゃ あ ダ
メじゃ」いうて、

棚田のことを語る平萬次さん

放り投げることもできるが、そりゃあできんのじゃか

司会：原野を掘って、出てきた石を使うんですね。

ら、そこはもう職人技ですよ。

平さん：それで「どうやって積むのか」言うて学生さん

司会：本当に一発勝負なんですね。その時の、石の組み

やらいろいろ興味を持った人にも訊かれるんじゃが、こ

合わせ方の規則とか、決まり事ってあるんですか？

れだけは、どうも話にはならん、身体で覚えていくん
じゃから。石を動かして出して・・これだけはね、説明
せて話せるわけじゃあない。ほいで、みんながテコを
持ってのんた。

平さん：あ～、あるんですよ、それが。
あの、前の谷を組む時にね・・将棋と同じですよ。私
もお祖父さんに聞いて、多少組んできてみたが。先を読
むいうかのんた。積む石だけじゃない、次の石がどう来

司会：テコであの大きな石を動かしたんですか？

たら、これが入りよいような谷になるか、いうように合

平さん：傾斜があるけぇ動くわけ。傾斜度があるけぇ、

わせていくわけぃ。ただ載せていきよったら、今度石が

動かせたんじゃ、あがいな大きな石が。どがいな石でも

ついみんなに付かん、その石を探すのに、そんな石は無

下にしか動いてこんからのんた。あれが都会のような平

いいうようなる、そうならんように、前の谷を上手に

坦なところじゃたら、動かせりゃあせん。

造っておく。

傾斜度がひどい所に石ばっかりが重なっておるから、

「4つが穴」いうて、穴が4つの石に付くように造った

それを上手に出して。まぁその出し方は、はぁ技術ぃの

らもぉダメなんじゃ。４つにこぉいて石が組んじゃろ

んた。説明せて分かるものじゃあなぁ。

う。へて、４つの石に付くように穴を造ったらもうダメ

司会：基本的には上の方から下の方に動かすというこ
とですね。

なんじゃ。そりゃぁいよいよきかんのじゃけぇ。４つぃ
皆付かんといけんのんじゃから。そがいにしたらいよい
よ、右左に動かせんけぇ。3つはえいの。右左にこう・・。

平さん：上に上げることはできんのじゃから。重たいん

ほいて２つとかはのぉ。ほいじゃけぇ、「４つが穴」を

じゃから。

造るないうことぃの

それと、石を組んでいくのはねぇ、こりゃあ一発勝負

んた。ほいじゃけぇ

よ。あなたらぁ、ただ「きれいによぉ組んじょる」言う

組むだけじゃなしに

が、その見極めいうのは、もう職人技ですよ。この石を

その、前の穴を造る

それまでに組んだ石垣の谷に合うように組むんじゃか

のを考えて造らん

ら。ただ載せるだけじゃあない、組んじょるんじゃから。

ちゅうと、合う石が

周りの石に付くようにね、その見極めをもう見た瞬間す

無ぁ。4つに付ける

るんじゃから。ほいで、もう、一度ここに持ってきた石

いうたら右ぃも
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左ぃも動かされんのんじゃ。その型の通りでないと。3

しょう。こんなに下

つなら右左にだいしょうきくのいね。2つならなお簡単

に石がおる・・。こ

ないのんた。載せていって2つに付いたら。それがある。

れをここに田んぼ

司会：谷を造るときに、次の石を置いたときに2つか3
つが接するように穴（谷）を造るということですか。

を築こう思ったら、
こうして、まぁ一段
できてねぇ、次の段

平さん：はぁそうそう、接点が4つになるような穴を造

を造るとき、ここに

らんようにする、右左その型の通りの石でないと付かん

ねぇ石を据えて

から。じゃから先を読む、将棋が強い人は先を読む、そ

ねぇ。ここの前に、こ

れとおんなじぃ。ただ積んじょるいうても、それがある

れから組んでいくわけですよ石垣を。これに石を組ん

んで。あれが、みんなが付いておらんと崩れるんじゃか

で、これを出すわけ。わりあい大きな石を出せたのは、

ら。皆が競りおうてもっちょるんじゃ。

傾斜度がひどいから出たわけいね。ここが平坦なじゃっ

司会：こういう石組みの秘訣は、お祖父さんから教えて

たら、動きゃあせんから。これを上手に下から2mくら

もらったんですか。

い先からこれを取っていくんじゃぁね、山を崩して。土

平さん：実際にやってみてね、自分の身体で覚えていく
んじゃ。学校に行く頃からお祖父さんについて、一応は
お祖父さんも話すが、あとは自分で覚えていく・・。怒
られもせて、こんなことを言うて涙の出るようなことも
あったが。今からせたら、はぁ血の滲むような苦労です

滑り台のような、石の通り道
を造って、石垣を積んでいく

はここに残してのんた。ほいで、これに、こうすべらかぁ
て出して、ここに石を上手に敷いてのんた。これがまた
難しいんですよ、石を上手に敷くのが。凸凹にならんよ
うに、ぴしゃーっとやるんじゃから。
司会：はぁ～、石の通り道を造るんですね…。

よ。はぁ、できるようなもんじゃぁなぁ。ちょいと。

平さん：そう、通り道を造るのが主なんじゃけぇ、大き

司会：大変な苦労だったんですねぇ…。ところで、棚田

な石を動かす時はのんたぁ。ちょいと引っかかったら、

の内部はどういう構造になっているんですか？

もう動かんのんじゃから。早ぅいえば、滑り台のような

平さん：はぁ、ほいじゃけぇ、うちの田んぼは、土は3m
くらいしかない。その下はもう、石垣と同じような石が
皆入っちょる。それで割とがっちりしちょるんです。あ
れが土やら小さい石や

格好にするわけ。ほいで、テコを上手にみんなが使うて
動かすんじゃぁ。一番手間がいるときは6人か、7人か、
女性やら子どもにも手伝わしてしよったいうて言よっ
たけぇね。
司会：聞けば聞くほど気が遠くなるような大変な作業

らじゃったら、はぁ積
むうちに崩れちょる。

だったんですね。

あの中には、こんな山

お祖父さんの信念

のような石も入っちょ

が伝わってきま

りますよ。こりょう上

す。もっともっと

から落とす時にゃあ、

お話を伺いたいの

土煙を立てて下るん

ですが、残念なが

じゃから。ほいて、間が
空いたらこんだぁこま

棚田の断面図
（青い線が元の原野の斜面）

ら、今回はこれで
紙面がなくなって

い石も詰める。それで、

しまいましたの

今まででも崩れんとおるんじゃから。

で、ここまでにし

司会：なるほどねぇ…。
平さん：断面図を見せたら、こういうようになるん
じゃ。これが元の原野、ここに石ころが転がっておるで
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会員リレーコラム（51）

～ 齋藤 まゆみ 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、今年9月に入会されたばかり
の齋藤まゆみさん（山口県光市在住）を紹介します。

鈴々舎馬るこさんの「祝島寄席」

今年行われた神舞は初めて入船神事と出船神事を見
学しました。千年以上もお互いに感謝の気持ちを繋げ
続けてこられた人々の想いに触れた思いがしました。
2015年4月の「お花見クルーズ」に
お母さんと一緒に参加しました。

9月に入会した齋藤まゆみです。

そして、まつりの日に知りあうことができた会員さん
たちの想いにふれたことも入会のきっかけになりまし
た。

生まれも育ちも光市です。光市から祝島が見えるの

「みんながここで、ずっとずっと、しあわせに暮ら

ですが、祝島へ行くまでそのことを意識したことがあ

していけるように。」『はっぴーあいらんど祝島通信

りませんでした。身近に感じられるようになったの

Vol.4』にみつけた一文にある「ここ」というのは祝

は、祝島に初上陸した2012年11月8日のこと。落語

島のことであり、私が住んでいる光市でもあり、みん

会「祝島寄席」のために初めて祝島へ行きました。

なが暮らしているそれぞれの場所のことでもあると感

私は落語好きが高じて仲間と一緒に「光がんざき

じました。あたりまえの暮らしを続けていきたい、そ

亭」という落語会を主催しています。その旗揚げには

の気持ちを共有できたらと思います。

防府市出身の落語家・鈴々舎馬るこを招きました。聴

ところで、光がんざき亭のモットーのひとつは「ふ

きに行くことがあっても自分で開くことなど夢にも思

だんのまちの中で特別なお楽しみ“落語”を楽しむこ

わなかった落語会です。最初は仲間みんなの友人知人

と」です。またいつか、祝島で落語を楽しみたいと

に足を運んでもらって、なんとか席をうめていまし

思っています。

た。その中に國弘さんもいらっしゃいました。手探り

どうぞよろしくお願いいたします。

で始めた落語会をお客様や落語家さんのご縁を繋げな
がら続けています。
國弘さんが祝島へ戻られることになり、「生で落語
も聴けなくなるね」と言われたので、「それなら、馬
るこを連れて行きます」と祝島で落語会を開くことに
なりました。落語会は秀人さん優子さんのおかげで大
盛会でした。
落語会に先立って馬ること一緒に島を案内してもら
いました。その時祝島から光市の方を眺めて、意外に
近くてそこに見えていることを実感しました。ようや
く「祝島」を感じた瞬間でした。
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＜連載＞ 善徳寺法話 （６）

～ 秋の夜長に ～

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。

圧から、涙ながらに
「ご免なさい、ご免な
さい」と謝っていた姿

秋も深まり、ふと、今夏を振り返ってみれば、祝島

も印象的でした。あの

では何といっても「神舞」でした。初日「入船」で

涙を見ながら、
「泣け

は、舞い手・漕ぎ手の汗だくの勇壮な姿が、とても印

る世界」を想い起こし

象的でした。また、「出船」の折には、伊美からの来

ました。精一杯やった

訪者があり、一人は巨人軍・村田修一選手の母上で、

ことを認め、共に涙し

想い出深い夏となりました。

てくれる方々が彼女の周囲（まわり）におられること

そんな中、今夏印象に残ったのは、リオ・オリン

を感じました。

ピック、女子レスリングの吉田沙保里選手です。前人

さて、この私といういのちには、泣こうが、笑おう

未到の四連覇（個人207連勝）を掛け、決勝に臨み

が、共に泣き、共によろこんで下さる方がおられまし

ましたが、惜しくも敗れました。その瞬間、みなさん

た。親鸞聖人がおすすめ下さった「阿弥陀如来」とい

は何を想われましたか。拙僧、連勝が止まり残念な思

う佛様です。

いが込み上げる中にも、どこかホッとしたのも事実で

様々な出来事、御縁に遭う中、お念佛申しながら、

す。敗れた者の悔しさ、悲しさを知る中に、人として

阿弥陀様が御一緒してくださってある、この身を想う

の優しさ、温もりが培われる・・。今後、指導者とし

秋の夜長です。

ての吉田さんが楽しみになりました。

合掌

それともう一つ、試合後、選手団の主将としての重

山田イサオ写真館（８）

『アフタヌーン』

（釈

泰人）

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。

『アフタヌーン』
15年ほど前の秋晴れの日に、
生活感のあるシーンに出会い撮っ
て い た ら、民 ち ゃ ん が 通 り か か
り、頼んでいないのに近くにいた
ネコちゃんを屋根の上に放り投げ
てくれました。
これって、やらせ写真ではない
ですよね、民ちゃんありがとう！
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「第４回祝島フォトコンテスト」 の受賞作品が決定しました
4年に一度の神舞の年に開催している「祝島フォト

ことができませんが、11月20日に上関町総合文化セ

コンテスト」。今回で4回目になり、全国から96点の

ンターで開催される「愛・ランドフェア」に出展し、

作品の応募がありました。応募していただいた皆さ

その後、祝島郵便局でも展示させていただく予定です

ん、ありがとうございました。

ので、ぜひ会場でご鑑賞いただければと思います。ま

審査の結果、下記の作品が受賞作品に決定いたしま
した。おめでとうございます。受賞された皆様には、

た、下記のWebサイトにも受賞作品を掲載しており
ますのでご覧ください。

賞状・記念楯・祝島特産品などを送らせていただきま
す。

◎祝島フォトコンテストWebサイト

紙面の関係で、ここでは受賞作品すべてを紹介する

http://www.iwaishima.jp/photocon/

★金賞 「真剣に舞う」 大島啓司様 （広島県府中町）

★銀賞 「はいポーズ」 坂本陽一様 （山口県周南市）

祝島ネット２１会報 第５１号
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★銅賞 「シャギリ隊と共に行進」
山本泰裕様 （愛媛県伊予市）

★銅賞 「勇姿」
野村和彦様 （山口県平生町）

★銅賞 「入船」 向江菊枝様 （広島県広島市）

★「第４回祝島フォトコンテスト」受賞作品

■民宿くにひろ賞
「神楽舞」 八代万里子様（広島県呉市）

■金賞

■岩田珈琲店賞

「真剣に舞う」 大島啓司様（広島県府中町）

「こっちに投げて」 野村和彦様（山口県平生町）
■山田イサオ賞

■銀賞

「まつり２０１６祝島」 竹下裕子様（大分県中津市）

「出船行幸」 松吉徹様（広島県広島市）
「はいポーズ」 坂本陽一様（山口県周南市）

■入選
「小祝島と小島の間に沈む夕陽」 嶋田憲一様

■銅賞

（埼玉県さいたま市）

「勇姿」 野村和彦様（山口県平生町）

「入船」 渡邊真弥子様（山口県柳井市）

「入船」 向江菊枝様（広島県広島市）

「神官の舞」坂本陽一様（山口県周南市）

「シャギリ隊と共に行進」 山本泰裕（愛媛県伊予市）

「こわいよ～」 西本宗也様（山口県田布施町）
「三浦湾」 池田隆夫様（山口県下松市）

■審査員特別賞

「まつり２０１６祝島」 竹下裕子様（大分県中津市）

「出船神事」 村岡洋巨様（広島県大竹市）

「三世代で築いた棚田」 馬谷錬治様（広島県府中町）

「また来てね！幸せの桃色のハンカチ」 西本篤史様

「春の坂道」 吉原妙子様（山口県岩国市）

（山口県田布施町）

「神舞」 田中ちづ子様（山口県岩国市）

「さようなら」 川西敏司様（広島県広島市）

「鬼が走る」 野村和彦様（山口県平生町）
「最後の舞」 藤永淳子様（大阪府大阪市）

祝島ネット２１会報 第５１号
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寄稿 ： 「いわいしま通信」 を読んで

藤岡 良二 （昭和49年度祝島中学校卒業生）
「いわいしま通信」を初めて拝見させて頂きまし
た。西方、水源池の下の藤岡良二です。今年、孫が生
まれおじいちゃんになりました。
今まで祝島のホームページには、何回かおじゃまさ
せてもらいましたが、「いわいしま通信」は読んだこと
がありませんでした。生徒会長の重村雅之さんに聞い
て読ませていただきました。
懐かしいですね。
西方の店の中に佐藤の店が載ってました。ばあばあ
ちゃんの店です。ちょっと感激です。
懐かしいといえば、高校3年間お世話になった「こ

西方の集落

としお」ですね。船長が萬さん、中村のおじさん、河
下のおじさんだったと思います。
どんなに時化ても欠航しない船でしたね。でも3年
間で3回ほどエンジンが止まったことがありました。
河下のおじさんが、
「藤岡、船が沈むときは、遠くに飛
び込んで泳げよ、渦に巻き込まれるぞ・・・」今でも
よく憶えてます。
ちょっと前の事ですが、平生町佐賀で釣りんぼうが
捨てていったさがりを拾って、「すなぼう」を捕まえ
て、ギザを釣ったら同僚の広島人が「サバイバルで最
後まで生き残る人ですね」と驚いてました。祝島では
当たり前のことですよね。
最後になりましたが、このホームページを見ている
とホッとします。これからも、読ませていただきま
す。
（山口県平生町在住

藤岡良二）
佐藤の店の付近

藤岡良二さん（9年前の写真ですが・・）
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当時の定期船「ことしお」

Page 10

絵っきー展覧会（20）

エッキー浴野

『平さんの棚田から』

ある夏の日。船着き場から徒歩で約
1時間、画板をかついで汗を拭き拭き
やってきました。
平さんの棚田の上に立つと、暑さも
疲れも吹き飛ぶ壮快な眺め・・。山口
県最南端の八島をはじめ、天然記念物
オオミズナギドリが棲む宇和島（うわ
しま）、遥か遠くには四国が・・。
ここで何度か、お仕事中の平さんに
お話をうかがったことがある。おたず
ねしたことにはいつも詳しく答えてく
ださる。深い感銘を受ける。石組みの
技術や労力もさることながら、天才的
な土地勘で、この位置この高さに築か
れたらしい。
棚田とカミノセキブルーの空と海に
『平さんの棚田から』

パステル画

B2サイズ

とっぷり包まれながら、僕は深呼吸し
た。

★浴野達宏さんの作品展が下記の日程にて開催されます。
お近くの方はぜひご来場ください。

「カミノセキブルーの空と海」シリーズ1
エッキー浴野達宏作品展
【日時】2016年11月10日（木）～14日（月）
AM 10：00～PM 7:30
【会場】画材屋R （TEL 0833-48-6134）
山口県下松市南花岡4丁目7-1

フランス発・ドキュメンタリー映画の撮影

國弘 優子

4年前に祝島を訪れた地理学者・フィリップさんが主役のドキュメンタ
リー映画の制作が進められています。日本語が読めて話せるフィリップさ
んとは、あまり問題なく話せましたが、撮影班のクリスティーナ監督とカ
メラマンのスワンさんとの会話はフランス語と英語のみで身振り手振りを
駆使しました。
撮影班は、8月11日から神舞期間中も含め約10日間、祝島に滞在され、
フィリップさんを撮るために、神舞準備から練習風景、祭本番、そして片
付け終わるまでを、真っ赤に日焼けしながらカメラを回されていました。
また、多くの島の人たちがインタビューを受けたり、フィリップさんと

左から、フィリップさん、クリス
ティーナさん、スワンさん

対談したりしたようです。どんな映画になるか、楽しみです。

祝島ネット２１会報 第５１号
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お知らせ ＆ 募集
■「アイランダー2016」に今年も参加します
全国の島々が集まる祭典「アイランダー2016」が、11月に東京・池袋で開催
されます。祝島ネット21が主催としての祝島ブースの出展、早くも4年目となり
ます。毎年、スタッフとしてお手伝いいただいている会員さん、毎年ブースを訪
ねて下さる会員さん、いろいろ協力いただいている祝島出身者の皆さま、今年も
よろしくお願いいたします。
前日の準備を含め、お手伝いくださる方は、それぞれ参加可能な日時を、國弘
までお知らせください。入場する際に名札が必要になります。
【日時】11月26日（土）10～18時、27日（日）10～17時
【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

「アイランダー2016」のポスター

【祝島ブースの紹介】
◎ワークショップ・・「大切な人へ、ハートの島からオリジナルハガキを出してみよう！」
たくさんのハートを詰め込んだオリジナルハガキを作って手紙を書き、祝島切手を貼って、祝島郵便局から発
送します。
（祝島郵便局のスタンプが押されます） ＊参加費

100円

◎相談コーナー・・祝島の暮らし、観光、特産品などについてお話しします。
（販売品も少しあります）
◎DVD上映コーナー・・神舞2016の特集番組を観ていただけます。
◎読書コーナー・・「はっぴーあいらんど祝島通信」を座り読みできるコーナーです。
◎祝島に行った気になれる撮影コーナー・・実物大の練塀幕の前で、自由に記念撮影していただけます。小道具
を使って、より祝島らしく！
◆「アイランダー2016」公式ページ

http://www.i-lander.com/2016/

編集後記
4年に一度の「神舞神事」が無事に終わりました。千年の歴史を誇る伝統の行事を次世代につないでいきたいとい
う想いで、島民のみなさんが力を合わせて準備をしました。今年の夏は猛暑日が続き、本当に暑い中での作業でした
が、「準備しているときが神舞」という感じで、皆さん笑顔で楽しそうに苫編みや小屋建てなどの大変な作業に精を
出されていました。私も今年は3区の組長だったので、いつも以上にいろんな役があって、とても忙しかったのです
が、今まで経験できなかったことがいろいろと経験できて、よかったと思います。4年に一度、みんなで協力する神
舞という行事があることによって、普段あまり顔を合わせない人ともいろいろと話す機会があったり、世代を超えて
一緒に作業する中で、先輩の知恵や技術を教えてもらったり、さまざまな出会いがあったり、改めて「神舞」は先人
から伝えられた祝島の宝物だと感じました。原発問題によって二つに引き裂かれてしまった祝島ですが、願わくば、
次回の神舞の時には、原発問題が解決し、本当の意味で島民全員が笑顔で協力し合えるようになっていて欲しいと、
心から思います。次号の会報は、来春の予定です。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。

祝島ネット21会報 「いわいしま通信」 第51号
発行日：2016年10月27日

（頒価 400円）

発行者：祝島ネット21事務局
〒742-1401
ホームページ

山口県熊毛郡上関町祝島
http://www.iwaishima.jp/inet21/

同級生が4人並んで櫂伝馬を漕ぎました

