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祝島航路に新造船 「いわい」 が就航しました 

 4月18日より、祝島

航路に新しい定期船が就

航しました。船名は、前

の定期船と同じ「いわ

い」で す。白 い 船 体 が

カッコイイですよ。 

 定員は旧「いわい」と

ほぼ同じの75名で、運

航の時刻表も従来通りで

す。車イスのまま乗り降

りできるリフトも装備さ

れ、客室内に車イスのスペースもあります。高齢者が乗ることが多いの

で、バリアフリー化が進んだ新しい「いわい」は助かります。また、貨物

用スペースも広くなりました。客室はきれいで、イスも高級感があって、

すわり心地もなかなかいいいです。ただ、前部客室では、窓の位置が高く

て、すわったままでは海が見えないのが残念なのと、エンジン音が少し大

きいので、空いていれば後部客室にすわられる方がおすすめです。 

 ようやく実現した新造船の就航。島民や旅人の足として、島に物資を運

ぶライフラインとして、活躍してくれることでしょう。 

新造船「いわい」 

 「祝島物語」  画・大井しげる 

前部客室 後部客室と貨物スペース 

トイレもバリアフリー＆ウォシュレットです 

総トン数 43トン 

航海速力 20ノット 

全 長 20.6メートル 

全 幅 5.1メートル 

定 員 75名 

新造船「いわい」の概要 
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＜連載＞ 祝島・記憶の玉手箱（1３）  ～夏祭り（虫送り）～ 

                           語り部 ： ちーちゃん、まーにーさあ 

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、ちーちゃん（91才）とまーにーさあ（80才）

のお二人に、祝島の「夏祭り（虫送り）」についてお話

を聞かせてもらいました。 

 

司会：こんにちは。今日は夏のお祭り、「虫送り」につ

いてお話を聞かせてください。よろしくお願いします。 

 まず、なぜ「虫送り」というのか教えて下さい。 
 
ちーちゃん：山の１年中の悪い虫をみな祓い捨てるん

よ。土用の入りの日にね。じゃから日にちは7月の19日

か20日になるいのんたぁ。 
  
司会：神輿が出るんですよね。神輿はどこを通ってたん

ですか？ 
  
ちーちゃん：お宮の中の門から出てねぇ、あの中村の所

いね、あっちが裏門になるんじゃあ。浜の方が正門。 

ほいじゃけえ、秋祭りは浜を回るけえ正門から出て正門

に戻るんじゃがねぇ、夏祭りは山を回るけに、裏門から

出て、正門に戻るんよ。 
 
 司会：へぇ。浜の方が正門になるんですねぇ。 

 
 

ちーちゃん：中村の所から学校の下を通って、今の江本

の所から、教員住宅の所の階段を上がって、あそこを体

操場いうんじゃが・・ 
 
司会：体操場？ 
 
ちーちゃん：あそこで子供らがよう遊びよったけえ、体

操場いうのいね。ほいで、あそこで一つ祭をして、お祓

いをしてね。久保の前に石があろうね。あの石が御神輿

さんを据える石。 
 
司会：あー、そうだったんですか。昔から、あの石は何

かと思ってたんですよ。たしか今でもありますよね。 
 
ちーちゃん：まだあるよ。そいで、学校の方にちっと上

がって、階段を下りて、山根の所まで下りて、そいで松

屋の上を通って、そいで森永の近くに綿屋があったろう

がね綿村、今は家を解いちょるが。あそこと山崎しんげ

えさあかたの間を通って、そいてあれの上に石があるの

いね。 
 
司会：へー、あんなところに石がありましたかねえ。 
 
ちーちゃん：あるの。森永の畑の東側にね。それに御神

輿を据えて、そこで祭りがあって、そいでこう、なにに

上がりょーったの、山岡のたいぼうさあかたに。山本の

夏祭り（虫送り）の時の御神輿のルート 

→（青い矢印）が御神輿のルート 

●（赤い丸）は御旅所 
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どうじゅうさあかたの上の道に上がって、あの間をこう

通って、こんだぁ墓道があろうがね。今はテーラー道が

出来ちょろうがね、森岡の下に。あの上の道を通って、

墓の横に出ようった。そいて浜に出て、磯崎の沖が御旅

所で、そこでまたお祭りをやるんじゃあ。 
 
司会：西の波止のつけ根のところから墓に上がる階段

がありますよね。あの階段を下りてくるんですか？ 
 
ちーちゃん：そうそう、ありょう下りてくるの。そこま

で山をずーっと回りょーったのいね、こうやって祓う祓

う。 
 
司会：あの細い道をよく神輿が通りましたねぇ。 
 
ちーちゃん：それじゃけえ、秋祭りの神輿に比べて、夏

のは小さいんよ。4人で担ぎよった。 
 
まーにーさあ：ほいじゃが、かえって夏祭りの神輿の担

ぎ手の方がしんどかったかもわからんなぁ。あの山の方

を上がったり下がったりするんじゃけえねぇ。 
 
司会：御旅所は全部で何か所あったんですか？ 
 
ちーちゃん：5か所かねぇ。さっきの久保の前に、綿村

の上、そいて山本のとーじゅうさあかたの上の所。山は

お祓いせるせる回るわけいね。ほいて浜へ下がって磯崎

の波止の付け根。あそこはね、石はないんよ。台をはぁ、

据えちょるの。こう、竹を四角に立てて、注連縄を張っ

てそこに据えるんよ。山の方は石の上に据えよった。そ

して、帰りが「おともの鼻」のところ。それで浜から宮

に戻るんよ。 
 
司会：神輿以外には何が出てたんですか？ 
 
ちーちゃん：先頭が潮祓い。潮水が入った桶を持って、

笹で潮水を掛けながら歩く人がおるじゃろう、あれは世

話人さんがやりよった。それから、御幣を持つのがおっ

て、あと薙刀（なぎなた）やら鳥毛（とりげ）やらを子

供らが持ってついて歩きよった。 

司会：鳥毛？ 
 
ちーちゃん：棒の上に鳥の毛が付いたのがあろう。大名

行列とかでも持っちょろうがね。 
 
司会：はあ、なんとなく分かります。 
 
ちーちゃん：獅子も出よった。秋祭りのときは二つじゃ

が、夏は一つ。その獅子を被くのは、お宮の世話人さあ。 
 
まーにーさあ：あの獅子に頭をかぶられるのが、案外痛

かったいのう。 
 
ちーちゃん：それに、笛やら太鼓やら手鉦（てがね）や

ら。賑やかじゃったのんたぁ。 
 
まーにーさあ：あれがなかったら、祭らしゅうないよ

ね、お囃子がなかったら。 
 
ちーちゃん：神舞でも、チロリーロいうのは、それいね。

それに、総代さん、組長さん、世話人さんと続いて子供

らもえっとついて回るのいね。あとをつきまわるのい

ねぇ子どもらぁは。 
 
司会：出店とかはあったんですか？ 
 
ちーちゃん：秋祭りほど盛大じゃあないから、店が立っ

たりすることはなかったが、前の日にゃあそれぞれの家

で饅頭を炊いたりしたねぇ。柏の葉っぱでくるんで、作

りよった。 
 
まーにーさあ：そういやあ、あっちの家でもこっちの家

でも「饅頭を食べえ」言われたのう。 
 
司会：お祭りはいつ頃までやられてたんですか？ 
 
ちーちゃん：昭和57年からなあんじゃけえ、秋祭りも

夏祭りも。原発の話が出てから、できんようになった。 
 
司会：残念ですよね。いつか、原発問題での対立がなく

なって、こういうお祭りも復活して欲しいですね。今日

は貴重なお話をありがとうございました。 

山の方の3ヶ所の御旅所の石は今も残っている 
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会員リレーコラム（5３）    ～ 茂木 もも子 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、今年の４月に入会された茂木

もも子さん（東京都在住）を紹介します。 

 今年度より会員になりました、茂木もも子（もぎも

もこ）と申します。東京都出身で、森林の研究をして

います。今年、初めて祝島を訪れ、國弘さんご夫婦と

の出会いから、祝島のことをもっと知りたいと思い祝

島ネット21に入会しました。 

 私の祝島との出会いは、20歳前後の大学生時代に

なります。大学の友人がお手伝いをする『ミツバチの

羽音と地球の回転』の自主上映会に参加したことが出

会いでした。そのときは、環境やエネルギーを勉強し

ていく上で見たいなという気持ちで、原発や祝島に関

する特別な予備知識はなく、映画を見に行きました。

ですが、この映画が私にとても強い印象を残し、映画

を見た際に、島民の皆さんの＜島を想う気持ち＞に感

動し、ぼろぼろ泣いたことを今でも強く覚えていま

す。身近に使っているエネルギーそして原発のこと

を、このとき初めて考えるようになったと思います。

まだ震災前のことでした。 

 その後、震災があり、福島との繋がりからより一層

祝島への関心や想いが増していきました。震災直後に

福島を訪れた際には、多くの人が混乱し、私自身も目

に見えない放射線という恐怖に怯えました。震災前か

ら、福島で自然科学の調査を行っていましたが、調査

地の森林に入る際にも恐怖を覚える日々が続きまし

た。空気や水、食べ物、周辺の自然、様々な情報、す

べてに恐怖や疑いを持つ状況は、すごくストレスであ

り、とても悲しいことだと感じました。その時、原発

は日常の故郷（ふるさと）の生活を奪ってしまうもの

だと痛感した覚えがあります。 

 私の祝島への興味は、反原発の島というよりも＜故

郷を想う形＞という部分で興味を持ち、とても共感し

ています。私は大学から今も自然科学を学び、私たち

人間がどれほど自然からの恩恵に支えられているかを

日々感じています。原発は日々の自然とのつながりや

生活を奪ってしまうものだと思います。その中、祝島

を訪れ、改めて＜私たちの生活に原発は必要なのか＞

という問いを考えることができました。 

 祝島ネット会員の皆さんとの交流を通して、祝島の

ことを教えてもらうとともに、自身の友人たちに祝島

の皆さんの活動を共有し、日本のエネルギーや原発、

故郷とのあり方について積極的に議論していきたいで

す。 

 今年の春に祝島を訪れた帰りのフェリーでどんぐり

のストラップを作られているご夫婦に出会いました。

私は、木工にとても興味があり、また祝島を訪れたい

です。 

 現在は森林の研究をしており、その他にドイツに滞

在していた経験から日本やドイツの若者で環境等に関

する情報交換や勉強会をする団体に所属しています。

祝島ネット２１への参加を通して、若者への情報発信

や情報交換で貢献できればと考えています。そのほか

にも、土壌や森林の知識を少しでも役立たせていけれ

ば嬉しいです。 

 

【簡単な自己紹介】 

 趣味は、読書・ドキュメンタリー映画鑑賞・手作り

のものを作る・見る（服・絵・染色・粘土細工等）で

す。旅をすることが好きです。国内外問わず、自然の

豊かな場所や伝統文化のある場所に興味を持って出か

けます。 

 皆様との交流を楽しみにしています。どうぞよろし

くお願いいたします。 

 

茂木もも子さん 



祝島ネット２１会報 第５３号 Page 5 

祝島ネット21 「にこにこ農園」 だより （２）              國弘 優子 

 4月、5月、6月・・初夏に向けて、草木の伸びる季

節です。もちろん雑草もぐんぐん伸びています。 

 にこにこ農園も大変なことになりそうだったとこ

ろ、会員の吉原さんの草刈りによってなんとか現状維

持できました。わたしたちも微力ながら、時々手入れ

しに上がっていますが、なかなか思うようには捗りま

せん。祝島に来られる機会があって、半日自由になれ

る方がいらっしゃるなら、ぜひ軍手と鎌を持って一緒

に農地開拓に汗しましょう！ 

   

 昨年、枝豆を植えていた畑の一部を復活させて（畳

2畳程度ですが・・）残りもんの空豆の種を植えてお

いたのが2月のこと。その月末に、ところどころ芽が

出ていたのを確認してからというものの、超多忙な毎

日を過ごし、にこにこ農園まで上がることができず、

空 豆 の こ と も

すっかり忘れて

いました。あっ

という間に数か

月が経ち、6月

の は じ め の こ

と。またまた正

義 の 味 方 ス ー

パーマン吉原さ

んが、ご自分の畑

もお忙しいのに、「とりあえず、少し草刈りしちょいた

んじゃけど」と。「すいません！ありがとうございま

す！」と、わたしたち。すると、「ところで空豆を植え

ちょったんか～実がなっちょったど」と、嬉しい報告

を聞かせてくれました。なんと添木まで立ててくだ

さってたようです。感謝、感謝。 

 数日後、なん

とか時間を作っ

て、にこにこ農

園に行ってみる

と、なんと可愛

い 空 豆 ち ゃ ん

が！数えるほど

ではありました

が、無事収穫し

て帰りました。

吉原さんのおかげで収穫できたようなものなので、食

べてもらおうと持って行ったら、なんと・・その日の

晩便で本土に帰られた後でした～あぁ残念。申し訳な

いので すが、

民宿で使わせ

ていただきま

した。 

 そう そう、

お正月に植え

た数本のびわ

の 苗 木、な ん

と か １ 本 は

生 き 残 っ て

います。実が生るまでにはまだまだ時間がかかると思

いますが、にこにこ農園を訪ねるたび、成長を見るこ

とを楽しみの１つにしてもらえればと思います。そし

て、吉 原 さ ん

が「涼 風（す

ずかぜ）」とい

う 品 種 の び わ

の 接 ぎ 木 を に

こ に こ 農 園 に

植 え て く だ さ

い ま し た。こ

れ も 楽 し み で

す ね ～ あ り が

と う ご ざ い ま

す。 

  

 ところで、祝島にもイノシシが棲みついて数年にな

りますが、時々捕獲されてはいるものの、数的には増

えているとも言われています。夜行性ゆえ、昼間はあ

まり出てこないと言われるように、ちょこちょこ山に

行くわたしたちも、まだ遭遇したことはありません。

しかしながらつい先日、にこにこ農園の道よりも、も

う１つ下の道（平さんの棚田へ行く道）の下で罠にか

かった６０㎏位のイノシシが捕獲されたそうです。暗

くなって山を歩かれる方はいらっしゃらないとは思い

ますが、一応情報としてお伝えしておきます。祝島の

畑があまり荒らされないようにと願うばかりです。 

ソラマメの実がついてました 

ちょっとだけ収穫できました 

吉原さんが植えてくれた「涼風」の苗 

お正月に植えたびわの苗で唯一残った1本 



祝島ネット２１会報 第５３号 Page 6 

＜リレー連載＞ 祝島旅行記 （２）  ～ 子どもたちの祝島 ～ 

                                    伊藤 聡洋 

 前回から始まったこのコーナー、2回目は、宇部市

在住の伊藤聡洋さんに、お子様連れで祝島に来られる

時の楽しみ方について寄稿していただきました。 

 

 2015年夏から数え、娘2人を連れての来島は3度

になります。祝島は長女4歳と次女2歳にとって、か

けがえのない経験をもたらしてくれました。お子さん

やお孫さんを連れて来島する方が増えるように期待し

て、わが家の娘たちが特に喜んでくれた過ごし方をい

くつか紹介いたします！ 

 

①東の浜 

 船着場から海岸線沿いに南下して徒歩5分。宮戸八

幡宮の参道のふもとを右目に通りぬけ、更に火葬場も

通りぬけると、急に東の浜がひらけます。 

 誰もいない砂利浜のなかには、丸っこいガラスの欠

片がいたるところに埋もれています。若竹色、群青

色、コーラ色……子どもたちとガラス集めをはじめる

と、すぐ掌がいっぱいに。夏場は汗ばんできたら澄み

きった海でひと泳ぎして、水中メガネで小魚を追いか

けます。潮

目によって

はクラゲが

多く漂流す

るため、海

水浴の前

は、遠目に

よく確認し

てから。 

 

②練り塀と路地 

 散歩しているだけで姉妹どうしのかくれんぼが自然

とはじまります。せまい路地はバイクも自転車も通り

ませんから、普段のように親から「あぶない！」と注

意されることなく、心ゆくまでかくれんぼを楽しんで

います。通

りすがりに

すれ違う島

の大人も笑

顔で接して

くださる方

ばかりで、

本当にあり

がたいで

す。 

 

③朝市 

 郵便局前の広場で月1度、若者たちが中心になって

午前10:30から開かれ、早めの昼ごはんにぴったり。

島の内外の子どもたちが集まりやすく、自然と輪に混

じって楽しんでいる娘たちを遠巻きに眺めながら、岩

田珈琲店のコーヒーで一息。 

 昨年、朝市で娘がプレゼントしていただいたフウセ

ンカズラは我が家の庭

に植え、思い出を彩っ

てくれました。手づく

りの露天なので紙幣は

好まれません。なるべ

く島外で百円玉をたっ

ぷり用意しておきま

す。 

 

 番外編としては、祝

島小学校。港と田ノ浦

が一望できる高台は、

大人にも気持ちのいい

スペースなので、弁当

をもっていくだけでピ

クニックになります。

すべり台やブランコな

東の浜には色とりどりの 

シーグラスが落ちている 
フウセンカズラをもらって 

ご機嫌の娘たち 

東の浜 

練塀で島ネコもかくれんぼ 
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絵っきー展覧会（2２）  『田ノ浦から』             エッキー浴野 

 『田ノ浦から』  B2サイズ  パステル画 

 上関町長島と祝島の周辺は、瀬戸内海で最もきれいなところとして世界的に有名です。その長

島の田ノ浦の浜で制作。カミノセキブルーの海に浮かぶハナグリ島と祝島。 

 描いていると、二人の男女がシーカヤックでやってきて、目の前を漕いで行きました。画面に

ぴったり収まってベストな構図になりました。沖には定期船「いわい」がハナグリ島の向こうを

回って祝島へ向かっています。 

 何もかもナイスタイミング！ベストタイミング！。青い海には島と船と人が似合う。 

どもあり子どもたちは飽きません。 

 氏本農園の豚を移動させるお手伝いでも娘たちは大はしゃぎでしたが、

三浦湾までの道のりは、幼児連れにはレンタル自転車や軽トラックなどの

手段が必須です。 

 

 最後は夢語りになります

が、いつか祝島ネット21

「にこにこ農園」で子どもた

ちとピクニックする日が実現

できるように、すこしずつで

も冬場の草刈をがんばりたい

です。 

フウセンカズラその後 祝島小学校からの展望 
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＜連載＞ 千客万来 （１）                    國弘 優子 

 4月15日の開店から、あっという間に3か月。近所

のみんなの役に立つ「お年寄りのコンビニ」になるべ

く、希望の商品を仕入れていくうちに、食品だけでな

く、靴、サンダル、麦わら帽子、日焼け止め、マッチ

などなど、いろんな物を置くようになり、3畳ほどの

店内は満杯状態。「何でもあるねぇ」と、言うてくれ

る人が増えてきました。 

 暑い中を、ようよう歩いて来てくれるおばちゃんた

ちは、押し車を押す人、片手に杖を持つ人、曲がった

腰をさすりながらヨッコラショ。みんな転ばんように

と、ゆっくりゆっくり来てです。 

 「こんにちは。なにょー買おうかねぇ」と、まず入

り口近くの丸椅子に腰を下ろす90歳のおばちゃん。

商品を見まわしながら「こりょーくりょーよ」と、耳

が遠いと自然に大きな声でのおしゃべりになります。 

 「ごめんさいよ、今日は何がある？」そんなふうに

声をかけながら、また1人。大きく首を回して今日の

お惣菜を選ぶのは、95歳になるおばちゃん。「目が見

えんのじゃが、こりゃあ何で？」「かぼちゃの煮物と

鯵の南蛮漬け、ナスの煮物とコロッケ、おにぎり、い

なり寿司もある

よ」「これを1つ

と、これ。なん

ぼぉで？」「2つ

じゃけぇ200

円」「安いねぇ」

「ありがと」。 

 こんな会話を

何人ものおば

ちゃんと繰り返

す毎日。 

 また1人、ちょっと遠くから来てくれたおばちゃん

が「今日のおかずは何？」「はぁ、こんだけしか残っ

ちょらんのんよ」「あぁ、これこれ。これがえぃ。

うーら、あんたの作るのが祝島味でうまぁのや」

「そぉ？うれし」。褒めてもらう以上に、元気な顔を

見せてくれることが嬉しい毎日です。 

 くにひろストアー、よーいどん！ 力いっぱい走り

始めました～頑張ります！ 

戦時中の祝島・三浦湾での 「日南丸」 空襲について       國弘 秀人 

 今年1月に、戦時中の祝島・三浦湾で空襲があった

ことについて調査をされている工藤洋三さんが訪ねて

来られました。工藤さんと一緒に島のお年寄りに当時

のお話を聞かせていただき、空襲を受けた船は「日南

丸」という民間のタンカーだったこと、 昭和20年7

月28日の空襲で三浦湾で沈没座礁し、死者・負傷者

が出て、祝島では大騒ぎだったこと、昭和23年に引

き上げられるまでは三浦湾にそのままあったことなど

を教えていただきました。 

 工藤さんのその後の調査によると、「日南丸」は、

引き上げられた後に、修理され、昭和25年から再び

海上輸送に従事し、昭和39年に解体されたそうで

す。また、工藤さんより、空襲の際に米軍によって撮

影された写真が現在では公開されていることや、国土

地理院のWebサイトで、座礁している「日年丸」が

写っている過去の航空写真を見ることができるという

ことも教えていただきました。 

 なお、工藤さんが調査・執筆された論文「米艦載機

による一九四五年七月の山口県下の空襲」は、6月に

発行された『山口県地方史研究』第117号に掲載さ

れており、祝島での空襲についても、この中で触れら

れています。関心のある方は、ぜひ読んでみて下さ

い。 三浦湾で爆撃される「日南丸」（米軍撮影） 

「くにひろストアー」の店内 
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「ジャムズガーデン」の外観 

山田イサオ写真館（１０）  『休息』              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。 

『休息』 

 

 夏の路地を歩いていると、夏休

みで帰って来ている子どもたちの

声があちらこちらで聞こえ、島は

にぎやかになります。 

 ふと見ると、海水浴で使用した

シャチが石積みの練塀といいコン

トラストを描いてくれていまし

た。 

山田イサオ写真展 『私景祝島』 が周防大島で開催されました 

 7月23日～25日の3日間、山田イサオさんの写真展

『私 景 祝島』が、山口 県 周防 大 島 のジ ャ ム 屋さ ん

「ジャムズガーデン」の2階にあるギャラリーにて開

催されました。 

 たまたまお店にやって来られた祝島出身の方が、こ

こで祝島の写真展をやっていることにビックリして

ギャラリーを訪ねてこられるというハプニングもあっ

たようです。思わぬところで祝島に出会えるのは、祝

島の出身者にとって、嬉しいサプライズだったでしょ

う。 お店の喫茶室からギャラリーに上がる階段 

写真展会場にて（右端が山田イサオさん） 
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 寒かった冬から春らしく季節が移り変わっていくこ

とを、いろんな植物が芽吹くことで知ることができる

のは幸せなことですね。ツワブキや蕗の薹を摘んでは

料理したり、よもぎの新芽を摘んでよもぎまんじゅう

を炊いたりすると春を実感できます。 

 あちらこちらで山桜が花開く3月半ばくらいから、

びわの袋かけをされる農家さんが増えてきます。昨

年、祝島では久方ぶりの雪のための寒波で大きなダ

メージを受けたびわは、残念ながらほぼ全滅状態でし

た。その分、今年のびわは勢いがあり、大豊作。びわ

は、実がつきすぎていると小振りなままなので、大き

な粒にするためには、1つの枝に2～3粒だけ残して摘

果する作業が必要になります。大きなびわの木になる

と、摘果しながら、1本で数百の袋をかけることにな

り、日がな一日のこの作業は、なかなか根気がいるも

のです。袋かけや収穫の時期の土日には、島の外から

も息子さんや娘さんが島に帰り手伝われている様子も

まま見られ、賑やかでなんだか嬉しくなりました。び

わ色の袋がかかると、まるで花が咲いたように賑やか

ですが、袋をかけきれなかったびわの熟していく様子

もまた、毎日山へ上がるのが楽しみとなる風景でし

た。今年は、びわの熟れるのが例年より少し早く、５

月半ばから６月半ばにかけて、郵便局のフロアーや定

期船内では、びわの箱が山積みにされているのを見か

けるのは、精がいいものです。 

 一方、課題もあります。みかんもびわも、できなく

なったからと切ってしまわれる農家さんの話を聞くの

は、やはり寂しいものです。いきなり後を継ぐのは難

しくても、少しずついろんなことを教えてもらうのは

今！という農家さんが多いように感じています。親御

さんが丹精込めて世話をされてきたせっかく畑、藪に

してしまってからでは一層大変。ぜひ、引き継いで育

てていってほしいなぁと、切に願う今日この頃です。 

 6月に入ると、びわの実とほぼ同時期に、採れ始め

るのが梅の実。黄緑色のコロコロした梅の実がたくさ

ん採れて、ずっしりと重い袋を抱えて山から下りるの

も、なかなかの重労働。いざ下りてきてからも、梅干

しにしたり、梅酒、梅シロップにしたりと、忙しい作

業が待っています。梅仕事とはよく言ったものです。 

 7月に入ると、桃やさざんきょう（すもも）、さくら

んぼを植えている人などもいらっしゃって、自然から

の贈り物を満喫する季節です。 

 7月に入ると、山ばかりでなく、いつの間にか畑で

も夏野菜がたくさん採れる季節になってきました。ト

マトにピーマン、ナス、とうもろこしなどなど色とり

どりで、目にも楽しい風景ですが、作物ばかりでな

く、雑草も伸びざかりなのが玉にきず・・草取りにも

追われる毎日。しかしながらびっくりするのは、近所

のおばちゃんたちの畑には草が1本も生えてない！と

いう畑が珍しくないということ。何ともまぁ働き者の

おばちゃんたち、見習わねば、です。 

 さぁ、8月も目前、お魚の泳ぐ青い海に、干しダコ

の泳ぐ青い空。夏本番の祝島です！ 

＜連載＞ 祝島歳時記（２）                     國弘 優子 

袋かけしたビワの木は花が咲いたよう 

収穫した梅の実 

おばあちゃんたちの畑には雑草が無い！ 
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昭和35年 神舞小屋付近にて 

 昨年の神舞の時に、姫島の大帯八幡社の宮司をされ

ておられる江原不可止（ふかし）さんが、祝島ネット

21ブースを訪ねて来られました。その時に、ご本人

も、お父様も伊美からの神職の一員として、祝島の神

舞に来られたことがあるとのお話を伺いました。その

後、お父様が昭和35年から47年の神舞の時に撮影さ

れた写真を、データにまとめて送って下さいました。 

 今年のお盆に、これらの写真を中心にして、4年ぶ

りに「祝島 昔なつかし写真展」を開催する予定で

す。ここでは、その中の写真の一部をご紹介します。 

 

 ◎「祝島 昔なつかし写真展 Part3」は、8月13日

～15日の3日間、祝島公民館で開催予定です。詳しく

は12ページのお知らせコーナーをご覧ください。 

なつかしい昭和の神舞 

昭和35年 入船神事 

昭和39年 鼓笛隊 昭和39年 巫女さんたちと 

昭和39年 消防団の皆さん（神舞小屋前にて） 昭和43年 入船神事の見物客 



お知らせ ＆ 募集 

定期船「いわい」と龍雲 

 前回の会報を発行したあと、私にとって大きな出来事が二つありました。一つ目は３月末に、父が亡くなったこと

です。昨年の神舞までは島で元気に暮らしていましたが、およそ半年間の入院の後、95歳での大往生でした。二つ

目は、民宿の隣でお店を始めたことです。近所のお店の店主が高齢のために引退されるということで、代わりにお店

を始めたのですが、これが思っていたより忙しくて、毎日がバタバタ状態になっています。このため、今回の会報の

発行が、予定よりもだいぶ遅くなってしまいました。申し訳ありません。 

 さて、祝島航路に新造船「いわい」が就航して3か月が過ぎ、現在のところ順調に運航を続けています。もうすぐ

お盆休み。帰省のために初めてこの船に乗られる方も多いでしょうね。普段は静かな祝島ですが、帰省された子ども

達の元気な声で賑やかになることでしょう。暑い日が続いていますが、体調を崩されないよう、お過ごしください。

帰省された方は、ぜひ「くにひろストアー」に立ち寄って、元気な顔を見せてくださいね。お待ちしております。 

 次号の会報は、10月～11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。  

編集後記 

祝島ネット21会報 「いわいしま通信」 第53号 

発行日：2017年7月31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/ 

■「祝島 昔なつかし写真展 Part3」開催のお知らせ 

 お盆に祝島公民館において、4年ぶりに「祝島 昔なつかし写真

展」を開催いたします。 

 今回の写真展では、昭和35年～昭和47年の神舞のときに、大

分県伊美から来られた神職の方が撮影された写真を中心に、懐か

しい祝島の様子をご覧いただきたいと思います。ぜひご来場くだ

さい。 

 【イベント名】「祝島 昔なつかし写真展 Part3」 

 【開催日時】2017年8月13日（日）～15日（火） 

       午前9時～午後5時 

 【会場】祝島公民館 ２階ホール 

 【入場料】無料 

 【主催】祝島ネット21 

 

＜会員の皆さんへ、ご協力のお願い＞ 

 ※8月12日の午後2時頃から会場の準備を、15日の夕方に片付けを行う予

定です。お手伝いの可能な方は、よろしくお願いします。 

 また、開催中に会場にて来客された方への対応をしていただける方も募集

します。数名で交代しながら対応できればと考えています。ご協力よろしく

お願いいたします。お手伝いいただける方は事務局の國弘まで。 

 ※お知り合いの方に、写真展の宣伝をお願いします。 

前回、2013年8月に開催した 
「祝島 昔なつかし写真展」の様子 

■「お花見ウォーク」は中止 

 4月に開催予定だった「祝島

お花見ウォーク」は雨天のため

中止となりました。参加を予定

されていた皆さん、残念でし

た。また来年をお楽しみに。 


