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昨年開催した「第4回祝島フォトコンテスト」の入賞作品23点を、11月

11月20日に同じ会場で開催された「愛ランドフェア」（上関町の町民文
化祭）においても展示して、来場された多くの皆さんに鑑賞していただき
ました。今年の「愛ランドフェア」は、山口県の「豊漁祭」と同時開催に
なり、町外の人もたくさん訪れたようです。

上関町総合文化センターでの展示の様子

また、祝島郵便局においては、
11月～12月の2か月間、フォトコ
ンテストの応募作品の中から厳選
された作品を展示しました。
今年1月以降は、入賞作品を展示
しています。祝島郵便局に立寄ら
れ た 際 に は、ぜ ひ ご 鑑 賞 く だ さ
い。
祝島郵便局での展示の様子

2017年版祝島カレンダー製作と配布について
毎年、祝島ネット21で製作してい
る「祝島カレンダー」。今回は、第
4回祝島フォトコンテストの入賞作
品を使って製作いたしました。フォ
トコンテストの賞品の一つとして入
賞された皆さんに贈った他、例年と
同様に、祝島の各家庭に1部ずつ無
料配布して、とても好評でした。

2017年版 祝島カレンダー

「祝島物語」

画・大井しげる

＜連載＞ 祝島・記憶の玉手箱（1２）

～平さんの棚田のお話（３）～

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

平さん：弟子いうか、そいじゃからその、人のうちの田

話していただく「祝島・記憶の玉手箱」シリーズ。

んぼを作りよって、そういうのに興味を持った人を雇う

今回は「平さんの棚田」のお話の3回目、最終回にな

てあげて、教えて・・だいぶん教えたよ。ほいじゃから、

ります。お話は、平萬次さん（84歳）にお伺いしました。

おじいさんの次男三男か、ありゃあ70何歳で死んだが、
あの水源地の溜池。西の水源地があろう。あの石垣はあ

司会：こんにちは。今回もよろしくお願いします。

れが積んだんじゃが、見事なものいのんた。ちょいとあ

今、平さんの棚田を見に来られる観光客の方が増えてい

がに綺麗に積んじょるのはおらんで。ほりゃあ絵に描い

ると伺っていますが、いつ頃からこうやって人が見に来

たようなものいね。

るようになったんでしょうか？
平さん：10年くらい前からかねぇ。最初に来たのは中
国新聞の記者じゃったのんたぁ。その取材の時に一緒に
来た「日本の石垣を守る会」の会長さんが言うには、今、
棚田100選で、日本一の高さを誇っているのが、九州の
どっかにあるんといで。そこは8m50㎝あるんじゃが、
おたくのを今日測らせてもらったら、小屋の後ろの石垣
は9mあった、言うんじゃあ。それで「日本一じゃ」言
うて。わしは「そんとなことを出してくれるな」言うた
んじゃが、中国新聞の人が傍におるんじゃけぇ、すぐ記
事になって出たいねぇ。（笑）
司会：そりゃあそうでしょうねぇ。（笑）
平さん：ほいじゃが、その人が話すのにねぇ、「高さも
すごいが、僕が一番びっくりしたのは、棚田でよくもあ
んなに大きな石を、これを組んでるのには私もびっくり
しました」と言われましたね。「城の石垣なら大きな石
があるが、棚田でこれだけ大きい石を使っているのを見
たのは、私も初めてです」って言いよったです。

司会：教わった人は自分でまた、田んぼを造ったりされ
たんですか？
平さん：ほいじゃから職人で、あんたあの当時は、島も
田んぼやら畑やらを造りよったし、道路、公共事業・・。
わたしらも公共事業で、ずーっと石垣を積んだよ。ブ
ロックも積んだりして、子育てをした。段々畑やら造る
時は、職人を一人雇って、その人の指示で、その家の家
族が手伝って造ったんじゃ。ほいて、石垣もいつまでも
永久的なものじゃぁない、いずれ崩れる、それを修理す
る仕事もある。
司会：おじいさんに教わった人はじゃあ、そういった
段々畑とか道路の擁壁の整備の、まぁ棟梁的な感じで仕
事をされてたんですね。
平さん：そういね、終戦後はみな石垣じゃったんじゃか
ら。ほいで私も60何歳までしたが、私らがやり始めて、
20年目くらいになるか、あのブロックができだしたい
のんた。石じゃぁなしに、角い、あれになった。それま

司会：なるほど、その記事がきっかけで、いろんな方が
見に来られるようになったんですね。
平さん：それから、いろんなテレビ局も来るようになっ
て、NHKだけでも3回くらい放送されたんです。
司会：話は変わりますが、おじいさんの所へ島の人が、
石積みの技術を教わりに来たりしましたか？
平さん：おじいさんはだいぶ教えてあげて職人にし
ちゃったもんもおるよ。
司会：弟子のような方ですか？
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ではみな石じゃった。ほいじゃから石切りの職人もいる

た、おじいさんが自分で刻もうと思うとったらしいが、

わけいのんた。あがいな大きな石でなあ、二人で担げる

とうとう自分でよう刻まだって、残念がっておった言う

くらいの石にする。

たら、「あ～、おじいさんが刻んでおったら、こりゃあ

司会：一番最後に棚田の石垣に手を入れたというか、積
み終わったのはいつ頃なんですか？
平さん：ほいじゃから・・おじいさんが昭和33年に亡く
なったけぇ、30年ぐらいまでしたですねぇ。78歳まで
でしたねぇ。80歳で亡くなったです。
司会：昭和30年くらいまで作られたんですね。
平さん：上の段の上をね。あそこまで積んで。

宝物じゃったのに」言うから、そんとき話をしたのいで。
自分で刻まれたら、どんな字でものんた、こりょう刻ん
じょったろう。自分では読むことも書くこともできな
かったから刻むことができなかった。
司会：それでも努力して、あの立派な棚田を造ること
ができたんですよね。
平さん：そいじゃから、学生さんらが見に来た時には、
よう話すんですよ。あんたらぁねぇ、お父さんお母さん

司会：おじいさんの言葉が、石に刻んで、石碑のような

がおって、勉強さしてもろうて。おじいさんらぁは、生

感じで置かれてましたけど、あれはいつごろ置かれたも

涯読むことも書くこともできない人でもねぇ、ああして

のなんですか？

棚田を造り、小屋も自分で、松の原木から、みな割いて、

平さん：あの石碑を掘るのは私が・・、東京から来たド
キュメンタリー映画を作った人らにせがまれて、私が
掘ったんです。
ほいじゃが、石は、おじいさんが取っといたんですよ。
真ん中の段の田んぼを作るときに出たいうてね。自分で
掘ろう思うて・・ここの石がいいからいうて、あそこに

梁を削り出して造ったんよ。言うてね。
ほいじゃから、私は物心ついて、おじいさんが本土に
渡ったいう記憶はないですね。いや、そりゃあ行かんで
すよ。行っても駅名もわからんし、時刻表もようわから
んのじゃけえ。目が開いちょっても見えんのと一緒。そ
ういう生涯じゃった・・。

立てておいたわけですよ。亡くなるまでおじいさんが

司会：3回に渡って、平さんの棚田造りのお話や、おじ

触っては、自分でよう掘らなかったから残念がっとっ

いさんのお話を聞かせていただきましたが、本当にすご

た。ほいじゃから石はおじいさんが取っちょった。詩（う

い感動というか、驚くような話をたくさん聞かせていた

た）も自分で詠んで、自分で刻もう思っちょった。

だきました。これからも、棚田を見に来られる人がたく

それを話したら、その映画の監督さんがのんた、ぜひ

さんいらっしゃると思いますが、あの大きな石垣を見

とも掘ってくれぇいうて。そりゃあ、手で掘るいうた

て、人間努力すればこれだけのことを成し遂げることが

ら、・・そりゃあ石塔より難しいよ言うて、そりゃあな

できるんだということを学び取って、自分もがんばろう

らん言うたら、看板屋を連れてきて、字を書かしたん

という気持ちになって欲しいですね。

じゃ。そりゃあんた掘らんわけにいかんけぇ、わしが手

平さん、どうもありがとうございました。

彫りで掘ったんじゃ。（笑）
司会：そうだったんですか。
平さん：今思えば、おじいさん。あんなことをした人が
なんですよ。生涯亡くなるまで、文字を読むことも書く
こともできなかったんですよ。その当時、明治13年生ま
れかの？島なんかでは経済的に恵まれた家庭でないと、
学校に行かしてもらえなかった。ほいじゃから亡くなる
まで・・私も、人間は勉強するときだけは、勉強だけは
しておかんといけんと思う、のんたぁ。
ほいじゃが今思えば、中国新聞社が初めて来たとき、
そりょう話あたのいで。石がここにあって、これをあん
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会員リレーコラム（5２）

～ 村木 美都子 さん ～

このコーナーは「祝島ネット21」の会員の皆さん

時にはけんかもし、わいわい言いながら、心はいつ

に、自己紹介を兼ねて簡単なコラムを書いていただく

もオープンに、毎日を元気に過ごしておられます。

コーナーです。今回は、今年の１月に入会された村木

支援する私たちは、そんな彼女たちに「生きる」とい

美都子さん（京都市在住）を紹介します。

うことを教わりながら、新しく入居される住民を巻き
こみ、団地全体が「元気」でいられるよう応援してい
ます。
おかしいことはおかしい、大事だと思うことは曲げ
ない。こういった気持ちは、人間としてごく当たり前
のことです。そして、一人ひとりが大切にしているこ
とを、周囲も共有することで、地域全体を温かく、人
間味豊かにしていくのだと思います。
祝島の人たちの様子を見ながら、元気な地域はどこ
も根っこが同じだなあと感じました。
私は、4人の子育てにおいても、オモニたちから大
事なことをたくさん学びました。おかげで、とてもユ
ニークな子どもたちに（！？）成長しつつあります。

村木美都子さん

東九条のオモニたちと何か通じるものを感じさせる
祝島のみなさんのことを、一人でも多くの人に伝え、

みなさんこんにちは。京都市に住んでいる村木美都
子（むらきみとこ）です。

京都の地から応援していきたいと思います。
これからもよろしくお願いいたします。

去年、友人から「ミツバチの羽音と地球の回転」の
DVDを見せていただき、初めて祝島のことを知り、
衝撃を受けると同時に、身体を張って原発設置反対運
動をされている島のみなさんのパワーに感動しまし
た。
私は現在、京都駅南側、東九条という地域の市営住
宅で、住民の見守りとコミュニティ支援をしていま
す。この地域は住民の6割が在日コリアンです。
1910年に日本が朝鮮半島を植民地支配して以降、
土地や食料を奪われた多くの朝鮮半島の人々が、職を
求め、あるいは強制的に連れてこられたことがきっか
けで、京都駅周辺に集住し、戦後もさまざまな背景か
ら、定住されています。
現在は、高齢で一人暮らし、教育を十分に受けられ
ず、今も読み書きが十分できないオモニ（お母さん）
が多くおられますが、彼女たちは、意志が強く、非常

団地の敬老会で、90歳のコリアンオモニ（お母さん）に
インタビューしているところです。
左端が村木さん、右端は作業療法士の方です。

にたくましいのです。入院はしない、施設にも入らな
い、この場所に住み続けると決めたら、医者や福祉関
係者にもはっきりものを言い、曲げません。それは、
激動の日本を生き抜く彼女たちにとって、自分自身を
守るとても重要なことだったのかもしれません。
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國弘 優子

祝島ネット21 「にこにこ農園」 だより
皆さんのおかげで、少しずつ農地が広がっている祝
島ネット21農園ですが、このたび「にこにこ農園」と

今年は皆さんの意見を参考にさせて頂き、苗木も植
える予定です（＾＾）
。

名付けました。一緒に汗を流してにこにこ。報告を聞
いてにこにこ。収穫できたらもっとにこにこ。そんな
ふうにみんなが笑顔になれたらいいなと思って・・。
会員アンケートでも、農園で育てたい野菜や果樹に
ついて、たくさんの意見が集まりましたので参考にさ
せて頂きます。今後、植えた木が大きくなって、花を
咲かせたり、実をつけたりして、みんなで分かち合え
たら、もっとにこにこ・・楽しみです。
秋から冬は、草の伸びが少ない季節なので、草刈り
には最適・・やったらやっただけ成果が目に見えると

畑を掘って・・

いうことで、達成感に喜びを感じられるのが嬉しいで
す。
今年のお正月、島の山頂近くにある“行者さま”に
お参りしたメンバーが、たまたま皆祝島ネット21の会
員であったことから、下りる途中、にこにこ農園に
寄ってきました。鍬を使う力仕事は黒磯さんと秀人さ
ん、植える係は斉藤さんとわたし。峠で、びわの苗木
を抜いてきたので、植えてみました。上手く根付くと
いいのですが・・。
びわの苗を植えました

山田イサオ写真館（９）

『孫と』

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。

『孫と』
お正月に写友と撮影に 行った
時、森田のおばあちゃんとお孫さ
んに出会い声をかけたら、幸せな
笑顔を見せてくれました。
現 在 新 作 が 無 い の で、写 真 集
『私景祝島』より選定して発表し
ています。スミマセ～ン。
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浴野 達宏

「カミノセキブルーの空と海」 絵画展
みなさん、こんにちは。祝島の人情と風土と野菜と
果物と魚を愛する男、絵っきーです。

た行ってみたく
なった、というご

1996年の祝島訪問では、神舞と風景を鉛筆で素描

感想も。青だけで

スケッチさせていただき、2008年から、パステルと

なく、移ろう自然

いう、チョークによく似た画材を用いて、カラーで描

の色の変化もお楽

くようになりました。新聞紙を広げたくらいの大きさ

しみいただけると

のB2版の紙に描いたものは100点を越えるシリーズ

思います。乞うご

に。上関町は、何と言ってもさまざまな青の色調が美

期待！

地元のケーブルテレビで
紹介されました

しく、透明感豊かでしかもパワフル。
毎回10点程度展示。2016年11月の第1回は
「オープニング・上関の島々から」。祝島はもちろ

★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。

ん、八島、長島、室津あたりで描いた絵。2017年1

「カミノセキブルーの空と海」シリーズ３
エッキー浴野達宏作品展

月「花の島風景」。3月「上関町長島・風光明媚」。
これは長島から眺めた祝島、平郡島、牛島など。今後
は「島の果実風景」「朝焼け」「落日」などと、2～
3ヶ月ごとに展示
する予定。上関
から見に来られ
る方は、今より
もっと自然だっ
た昔のようすを

【日時】2017年3月
18日（土）～28日（火）
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

語ってくれて、
それ以外にお住
展示会場の様子

絵っきー展覧会（2１）

まいの方は、ま

『練塀の路地から見る山桜』

エッキー浴野

上関町ではみんなで船に乗って、海上
から 桜 を 眺め て お弁 当 を 食べ、楽 しむ
“ならわし”があると聞きました。
特に祝島では、山桜の種類も多く、と
りどりの色の違いが楽しめるようです。
海から見える桜を思いながら集落の路
地に 三 脚 を据 え、練塀 越 しに 眺 め る桜
も、ここならではの楽しみです。

『練塀の路地から見る山桜』
パステル画
祝島ネット２１会報 第５２号
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＜リレー連載＞ 祝島旅行記 （１）

～ 「道こしらえ」に参加 ～

渡辺 竜生
今回から始まった新しいコーナーです。1回目は、
祝島自治会で毎年秋に実施している「道こしらえ」に

いことおもしろいこと。一度参加したら病みつきにな
ること請け合いです。

参加された渡辺竜生さんに寄稿していただきました。

なお「道こしらえ」では重労働や難しい作業はあり
2016年は10月30日、祝島の「道こしらえ（道普

ません。昔は名前通りに道そのものの補修作業も行わ

請）
」に参加してきました。これは毎年10月の最終日

れていたそうですが、現在は草刈りや枝打ち、ゴミの

曜日に行われる祝島自治会の行事の１つなのですが、

片付け、掃き掃除が主体です。作業時間も２時間程度

当日島に滞在している人は誰でも参加できます…とい

（休憩時間込み）ですし、鎌や鋸、箒など必要な道具

うか人手は多いに越したことはないので、参加すると

は借りることもできます。みなさんも秋に祝島へ行く

歓迎されます。今回、民宿「くにひろ」からは私の他

場合は、ぜひ「道こしらえ」の日程を意識して計画し

にもう１人、静岡県から調査に来て宿泊されていた大

ていただければと思います。

学生の菊地さんも参加されました。

私たちの担当区域は、平さんの棚田へ行く道が行者
堂へ行く道と分かれる辺りから先だったのですが、そ
こは島内でも有数の絶景区間。この日は天候にも恵ま
れ、青空の下、美しい海と島々を眼下に眺めながらの
作業は、実に気持ちが良いものでした。また、適当な
間隔で誰からともなくみかんやお菓子が配られ、それ
を食べながらおばちゃんたちとする世間話がおもしろ

祝島ネット２１会報 第５２号
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國弘 優子

「アイランダー２０１６」 に参加して
昨年11月26日、27日に東京・池袋サンシャイン
で開催された「アイランダー2016」
。この離島イベ
ントへの参加も、早いもので4回目となりました。

ハートのメッセージを書いてます

祝島ブース

島から上京しての出展には、東京在住の会員さんた
ちの協力が欠かせません。今回も、都合をつけて来て
下さった会員さんたちが準備や片付け、当日のスタッ
フとしても、とてもがんばってくださいました。ま
た、お客さまとしてブースに立ち寄って企画に参加し
てくださった会員さんもいらっしゃいました。
要領はわかってきたものの、他の島からの出展者
が、いろいろ工夫されているのを見ると、いい刺激を

ハートの島からのメッセージがこんなに

受けます。素敵なヒントに出会うことも多く、次回は

るという企画でした。参加費200円で、オリジナル

こんなふうに・・と、祝島をアピールする方法を考

はがきに、ハート型の色紙を自由にあしらい、メッ

え、決められた条件の中で準備をしては出展に至るの

セージを書き、オリジナル切手を貼ってもらったので

です。

すが、これがなかなか好評でした。参加してくださっ

今回のワークショップは「大切なあの人へ、ハート

た方々が、それぞれメッセージを書かれるとき、幸せ

の島からメッセージを送ろう」をうたい文句に、来場

そうな顔をされていたのが印象的で、なんだかこちら

者にはがきを書いてもらって、私設ポストに投函して

までほんわかとして嬉しかったです。

いただき、後日、そのはがきを祝島郵便局から発送す

このイベントに参加することは、島でじっとしてい
たのでは、出会うことはなかったであろう人との出会
いがあるかもしれないというチャンスに恵まれます。
この出会いを“ふい”にするのはもったいなく思いま
すし、多くのリピーターの方との再会も楽しみの一つ
となっています。
また、このイベントでは離島同士の繋がりが深めら
れることも収穫の1つです。参加した会員さん同士も
また、親交を深めることができるので、関東圏で参加
可能な方にはぜひ、お手伝いをお願いしたいと思いま
す。みんなで楽しく参加して、祝島を盛り上げていき

ハートの島からのメッセージをポストに投函

祝島ネット２１会報 第５２号
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毎年来てくれる漫画家の松鳥むうさん

飛島（山形県）ブースから来てくれた二人

最終日の出展スタッフ

家島（兵庫県）ブースから来てくれた二人

◎「アイランダー2016」Webサイト
http://www.i-lander.com/2016/

◎「大切なあの人へ、ハートの島か
らメッセージを送ろう」
キャンペーンサイト
http://www.iwaishima.jp/heart/

会員交流会 in 東京・池袋
「アイランダー2016」終了後、会場の近くのお店
で、会員交流会を行いました。
イベントに参加されない方にも声は掛けていたので
すが、今回はみな、アイランダーに参加した人たち6
名が集い、結果お疲れ様会となりました。
普段は離れている会員同士、また初顔合わせの会員
同士。しかしながら、祝島への想いを持つ心、という
共通点がある者同士。会話も弾み、四方山話に花が咲
いた2時間があっという間、名残惜しいほどでした。
また集まることができればいいなぁと思います。
会員交流会の様子

祝島ネット２１会報 第５２号
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國弘 秀人

ありがとう 定期船 「いわい」
1999年10月に祝島航路に就航した定期船「いわ
い」が、もうすぐ引退し、4月中旬から新しい定期船
（新造船）に交代する予定です。就航以来17年半もの
間、祝島に住む私たちの足として、そして祝島を訪ね
るお客さんの足として活躍した「いわい」に感謝を込
めて、特集を組んでみました。

シケの海でも力強く航行した

祝島に入港した「いわい」

上関大橋の下を滑るように走る「いわい」

お花見クルーズ 「いわい」の
船室で歌う瀬戸こうじさん

祝島から出航する「いわい」
「いわい」のデッキから祝島を望む

びわのシーズンには船室に
びわの箱が山積みに

お世話になった先生方とのお別れ

祝島ネット２１会報 第５２号
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國弘 優子

祝島歳時記（1）
12月から年が明けて1月、2月の寒の時期、祝島の

1月終わり頃から3月にかけてのもう1つの風物詩

風物詩とされるのは、かんぴょうが干された風景で

は、ひじきの干された風景。大好きな磯の香りが漂う

す。島でかんぴょう、と呼ばれているのは、寒干し大

季節です。口開け（解禁）となったひじきは、待って

根のことですが、厚めの拍子木に切られた大根を、ま

ま した と ば か りに 刈 り 取 られ、４、5 時 間 釜 炊き さ

いらせ（丸くて浅いかご）に広げて、風と太陽と相談

れ、一晩そのまま冷ましたものが次々に海岸に干され

しながら、4、5日干して作ります。寒の冷たい潮風に

ていきます。手間を掛けられた祝島のひじきは、とっ

さらされて作られる歯ごたえのあるかんぴょうは、島

ても柔らかくて美味しいので、たくさんの人が楽しみ

の伝統料理である「かんぴょう汁」には欠かせない食

に待ちかねているようで、注文も多いです。

材で、甘みがあって美味しいです。最近は大根を作る
人も、かんぴょうを切る人も減っており、まいらせが
並ぶ風景も少なくなっていて、ちょっと残念です。大
根を切っては干していると、近所のお年寄りが「かん
ぴょうを切ったねぇ」と嬉しそうに声を掛けてくださ
り、
「昔はねぇ・・」と懐かしい話をしてくださったり
します。島のお年寄りの話を聞くと、みなさん本当に
働き者だったんだなぁと感心することしきり・・。い
ろんなことを受け継いでいきたいものです。

ひじき干し

今年は寒さがなかなか抜けなくて、思わぬ雪の話題
にびっくりすることもありましたね。 昨年は二度の寒
波で、びわの収穫は大変な痛手を受けました。それを
取り戻すかのように今年は多くの花をつけ、実になり
つつあります。袋かけも始まり、5月～6月の収穫が楽
しみです。そろそろ暖かくなってくるでしょうか。山
桜の季節が待ち遠しいです。
かんぴょう干し

國弘 優子

「くにひろストアー」 始めます
4月1日より、
「民宿くにひろ」に隣接する部屋の一

れると聞き、そりゃあ困る人が出てくるじゃろう・・

部で、お店を始めることになりました。販売するの

と、少しでも役に立つならと「くにひろストアー」の

は、主には食品。それと必要最小限の生活雑貨などで

開店を決めたのです。両商店のおばちゃん、長いこと

す。日によっては・・もしかしたら、ゆうころりんお

ご苦労様でした。

にぎりや、惣菜なども並ぶかもしれません。島のみな

民宿業もありますが、二人でがんばってお店も盛り

さんが欲しいと思われるものを、必要に応じて置いて

立てていきたいと思ってい

いけたらいいなぁと考えています。

ます。島にお越しの際は、

じつは、年明けに、祝島の東方（ひがしかた）の薬
師商店と大津商店の主が高齢のため、相次いで閉店さ

祝島ネット２１会報 第５２号

ぜひお立ち寄りください。
お待ちしております。
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お知らせ ＆ 募集
■「お花見ウォーク」開催のお知らせ
4月8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】2017年4月8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】25名
【歩行距離】片道約4km
【日程】 10:40～10:55
11:00

祝島公民館にて受付（参加費支払）

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

昨年の「お花見ウォーク」
北野ため池にて記念撮影

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
【申込み先】國弘秀人（電話 090-8069-5066）
【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

■今年の役員が決まりました
2017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、吉原信一郎

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）

編集後記
記事の中にもありますが、定期船「いわい」がもうすぐ引退し、4月の中旬から新しい船が就航する予定です。祝
島航路に「いわい」が就航したのは1999年の秋。私が島にＵターンする直前でした。初めて「いわい」に乗った
時、柳井港を出て、まもなく汽笛が鳴ったので、他の船とすれ違う時の合図かと思ったら、もう上関大橋をくぐっ
て、室津に着く合図だったので、その速さにびっくりしたことを今でも覚えています。乗り心地も良くて、それまで
の定期船に比べて、はるかに快適になりました。あれから17年半、私にとっても「いわい」は、子どもの頃に運航
行していた「ことしお」と並んで、思い出深い定期船になりました。
さて、「暑さ寒さも彼岸まで」と言いますが、3月も中旬を過ぎて、ようやく春らしい暖かい日が続くようになり
ましたね。我が家の畑では、今シーズン初めて植えた「はなっこりー」がきれいな花を咲かせています。山口県特産
の「はなっこりー」、辛子和えにしたり、炒めものにしたりして、美味しくいただいています。
次号の会報は、5月～6月のびわの季節を予定しています。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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「はなっこりー」の花

