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『祝島 昔なつかし写真展』を開催しました 

 8月13日～15日の三日間、祝島公民館において『祝島 昔なつかし写真

展 Part3』を開催しました。 

 今回の写真展は、昭和35年～昭和47年の神舞の時に撮影された写真を

中心に展示しました。これらの写真は、現在、姫島の大帯八幡社の宮司を

されておられる江原不可止（えはらふかし）様よりご提供いただいたもの

で、当時、伊美別宮社の神職の一員として祝島に来られていた、江原さん

のお父様が撮影されたものです。写真展の会場では、若かりし頃のあの

人・この人の写真を見つけては、あちこちで昔話に花が咲いていました。 

  

  

前部客室 

準備を手伝ってくれた同級生たち 

 「祝島物語」  画・大井しげる 

白井淳一さんの「祝島の記憶」 
写真展の写真も10年ぶりに再登場 

帰省した若い人たちも見に来られました 

「うら、こりゃあ○○ちゃんじゃろう」 祝島ネット21の会報や写真集も展示 

会場入り口の手作り看板 
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＜連載＞ 祝島・記憶の玉手箱（1４）  ～光海軍工廠の記憶～ 

                           語り部 ： たみちゃん、きぬちゃん 

 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。 

 今回は、たみちゃん（86才）ときぬちゃん（86才）

のお二人に、光海軍工廠（こうしょう）での空襲の話を

伺いました。お二人にとっては、とてもつらい想い出だ

と思いますが、後世に残しておくべき記憶だと思いま

す。 

 

＜光海軍工廠について＞ 

 光海軍工廠は昭和15年に、現在の山口県光市に開設

された兵器工場で、弾薬、魚雷などを製造していました。

工廠内で働く従業員は日本各地から集められ、最盛期に

は約3万人が働いていました。戦況悪化による人手不足

などにより、国民学校や高等女学校などから多くの学徒

も動員されました。祝島からも学徒を含む多くの人がこ

こに動員されていました。 

 終戦の前日、昭和20年8月14日、光海軍工廠は米軍

のB29爆撃機による空襲を受け、身元が確認できた人

だけでも、工廠内で738人（動員学徒133人を含む）、

工廠外でも多数の民間人の命が失われました。 

 

司会：こんにちは。今日は戦時中に光海軍工廠に行かれ

ていたお二人に、当時のお話を聞かせていただきます。

よろしくお願いします。まず、お二人が光海軍工廠に行

かれたのはいつからでしょうか。 
 
きぬちゃん：わたしらぁが学校を卒業した年。昭和20

年、3月に卒業して、4月から行ったんよ。それから終戦

まで4か月行っちょった。昔は、小学5年・6年、高等科

1年・2年、言うんじゃったの。ほいて男の子らぁは、今

の中学1年・2年が行ったのいね、可哀そうじゃったよ。 
  
司会：祝島からは何人くらい行ってたんですか？ 
  
きぬちゃん：何人ぐらいじゃったかねぇ、学徒は。わた

しらぁが同級生とその下が行ったんじゃけぇねぇ。わた

しらぁの組は、男子と女子で83～4人おったんよ。半分

は男の子いねぇ。下の組も男の子はそれくらいおったん

じゃあないかねぇ。 
 
 司会：みんな行ったんですか？ 
 
きぬちゃん：うん。男の子はみんな行ったよ。わしらの

組は女子もほとんど行っちょったねえ。 
 
司会：光海軍工廠ではどんな仕事をしてたんですか？ 
 
たみちゃん：わしらがところは「精密」いうんじゃった。

きぬちゃんは水雷部の「補機」いうんじゃったのう？ 
 
きぬちゃん：そうそう。 
 
司会：いろんな部署があったんですね。 
 
たみちゃん：水雷部いうたり製鋼部いう部があって、そ

の中に動工やら精密やら補機やらがあったんじゃあ。水

雷部いうのが魚雷を作る所じゃった。そこが、一番先に

爆弾を落とされたんで。 
 
司会：たみちゃんのいた「精密」って小さな部品とかを

作るんですか？ 
 
たみちゃん：精密いうても、こがいなこまあものを作る

のもありゃあ、わしらの仕事はおーけな旋盤へ、このく

らいの穴ぁ開けちゃあ作るんじゃったの。ほいじゃけ

え、わしらあ体がこまあ（小さい）んじゃけえ、ついそ

れにもたれるんで、服が油でベッタリになりょーっ

たぁ。もたれんにゃあ、機械が太いんじゃけに。わしら

がようなこまあなぁ、手がとわんのじゃけに。 

 そいてから、動工いうところに主な物があって、バイ

トやろなにやろ、あれに皆取りにゃあ行きょーったい

で。バイトいうて、旋盤で材料を削るとんぎったヤスリ

をみたようながあるんよ。そりょう締めるのに、ちーっ

とねじれたら、こういちゃあ揺るんじゃけに、締めるの

にほんと力が要りょーった。そいじゃけに、あがいなこ

とを子どもにさせるんじゃけに、負けもせるいで。 
 
司会：ときどき休みとかで祝島へ帰ってくることは

あったんですか？ 
 
きぬちゃん：帰るいうても、終戦までは、あんまり間が

ないけえね。代わりに親が面会に来よった。 
 
司会：差し入れとか持って来られたんですか？ 
 
きぬちゃん：それがねぇ、腐らん物でなけんにゃあいけ

んの。その日に食べる言うんなら、おにぎりを持って来

るけどねぇ。ほいじゃけえ、炒り豆じゃったねぇ。大豆

やろ、空豆やろ。食べるものが多いかったねぇ。じゃけ
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ど、わたしらぁは、あんまりお腹すいたとか思わん

じゃったけどねえ。 
 
司会：食事はちゃんと出してもらえてたんですか？ 
 
きぬちゃん：そうそう、どんぶりでねぇ、どんぶり飯い

ね。わたしらぁが良かったのはねぇ学徒がおったの。舎

監が男の人でやり手でねぇ。食べるものは良かったん

よ。よぉねぇ、大豆のごはんを食べたとかいうけど、わ

たしらぁは、そういうのはなかったよ。舎監には、副と

長が居って、副の方がやり手じゃったの。長はよぼよぼ

じいさんじゃった。 

 フタバ寮とミツイ寮と駅の方のツツイ寮いうんか・・

わたしらぁはフタバ寮言うて、女学校と一緒におった

の。きれいなとこじゃったよ。工員は少なかった、女学

校が多かったの。 
 
たみちゃん：おはぎが出たこともあるで。こがいなおっ

けえ（大きい）のが。あれが美味かったんで。 
 
司会：意外と食べ物は優遇されてたんですかねぇ。とこ

ろで、8月14日、終戦の1日前に爆撃を受けたんですよ

ね。空襲を受けた時は、どこにいたんですか？ 
 
たみちゃん：わしらあ、ちょうど山の中に入っちょっ

た。疎開せちょったの。そいで、ちょうど昼ごはんの時

でのんたぁ、警戒警報が入って、昼ごはんをわしらあは

あ食べて。そいてわしゃー、茶碗を洗う当番になっ

ちょったの。それで、そこい谷のようなのがあったのい

で、それい行っちょったの。そーいたらあんたぁ、ドン

ドンドンドンやり出して。そいでわしらぁ風呂場へ逃げ

込んだんよ。そーいたらその風呂場がこーいちゃあ揺れ

たんで。うーら、あれや。 
 
きぬちゃん：わしらぁがおったところは海岸に近い方

じゃったんじゃが、「隠れえ」言われても、松の木の下

に隠れたといて見えるのに。それで、泳いだり、金屑の

下をもぐり歩いたりして逃げたんよ。あれでよう怪我を

せだった思う。ほいじゃが、学徒は、よけぇ死んだけぇ

ね。女の子で死んだのは二人。わしらのところはね。 
 
たみちゃん：ほいじゃけえ学徒が死んだいうのは、ちょ

うど食堂に昼ごはんを食べに入っちょったんと。そいて

出る間に、それに皆敷かれてから死んだんと。 

 その晩にのんたぁ寮に戻ってから、おにぎりを一つも

ろうて、梅干しが入ったの。そいで山へかごうじょった

の。ほいじゃが負けたのを知らんけに。そしたら、朝に

なったら終戦じゃったの。 
 
きぬちゃん：祝島からも見えたんちゅわー、爆撃を受け

よるのが。それを見た親らぁが心配せてね。翌朝、お父

さんが、リュックにおにぎりを詰めて、船で迎えに来て

くれたんよ。その船で、生き残ったもんと、死んだもん

と、皆一緒に連れて帰ったんよ。 
 
たみちゃん：わしらぁの親も朝迎えにきちょったん

じゃが、わしらあ帰れんけえ、そこを後始末をせんにゃ

あならんけえ。わしらあもう一日おったんじゃあ。その

始末をつけるのにおってくれえ言われて。 

 そいて、わしらぁ片付けに行ったんじゃが、「うらっ、

こりゃあ松の焦げかのう」思うたら、人間の焦げ。それ

が夏じゃけえ、臭そーて、あんたぁ。ねぇ、腐って。あー

ら、ありょう今に思うわしゃー。おとろしゅーて。 

 それから、寮に行ってみりゃあけが人がいっぱいおる

の。こりょを連れてってくれいうて、寺へ連れて上がっ

た。戸板に載せてねぇ、わしらがかく（担ぐ）者は背中

をやられちょった。「お母さん、お母さん」いうて、言

いつめよった、その人が。その人は死なだったの。へり

に寝せちょった人は、水ぅくれぇ、水ぅくれぇ言うてね。

水をやったら死ぬるけぇに。けが人がいっぱいおるん

じゃけぇ、先生も間にゃ合わん。そしたら、見る見るう

ちに死んだんで、いやけな（可哀そうに）。 
 
司会：戦争の時代に生まれた人たちは、本当に大変な体

験をされたんですねぇ。 
 
き ぬ ち ゃ ん ：

ねぇ、中学校1年

や2年の子に、あ

がいなことをさせ

るんじゃけえ、可

哀そうに。 
 
司会：お二人のお

話を聞いて、戦争

の悲惨さがよく分

かりました。今日

は貴重なお話をあ

りがとうございま

した。 

 

 

祝島のすいさんか広場に建てられた
慰霊碑には、この時に亡くなった 

学徒たちの名が刻まれている 
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会員リレーコラム（5４）    ～ 佐野 友美 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５月に入会された佐野

友美さん（神奈川県在住）を紹介します。 

 横浜に住んでいるサノトモミです。 

 2017年のG.Wに、2泊3日、初めて祝島へ行きま

した。 

 まず港に着くと、私の大好きな「赤くらげ」がたく

さん海に見え、しばらくぼーっと眺めました。江ノ島

水族館には数匹しかいなかったのに、この海では、何

十匹も見えました。くらげは眺めていると、リラック

ス～♪ 肩の力が抜けるので、おすすめです。 

 

 平さんの棚田へ向かう途中には、枇杷の袋かけをし

ている地元の方とおしゃべりをしたり、みかんの花の

香りに幸せを感じたり、海の美しさに感動したり…。 

 

 1日目の夕方は、自転車で三浦湾へ向かい、夕陽を

眺めました。行くときに気が付いたのですが、街灯が

ないので、真っ暗になる前に帰らなきゃ、とちょっぴ

りどきどきしました。やさしい色の夕焼けでした。 

 

 國弘さんに教えていただいた、東の浜では、波の音

を聞いてのんびり。波がひくときに、小石のカラコロ

カラコロ…という音が聞こえ、新鮮に感じました。 

 

民宿くにひろさんで、泊まっている方とおしゃべりを

したり、國弘さんご夫妻とおしゃべりをしたりして、

とても楽しかったです。夜、見せていただいた映画の

神舞に感動しました。ゆうこさんと豆の収穫をしたこ

とも嬉しかったです。 

豊かな自然と温かな人たち、また遊びに行きたいなと

思っています。 

佐野友美さん 

（祝島くにひろ農園にて、エンドウマメの収穫中） 
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俳優・中村敦夫さんが祝島に来られました             國弘 優子 

 10月1日、山口県柳井市で、俳優・中村敦夫さんの

「朗読劇・線量計が鳴る」が上演されました。 

 東京電力福島第１原発事故を題材に、自ら脚本を書

き、ステージの上で独演。震災後の福島の現状を福島

弁で語る元・原発技師の役になりきり、観客の知りた

いことを正しく伝えてくださいました。 

 さほど動きもないのに、ものすごく伝わってくる語

りに惹き込まれた2時間でした。役者・中村敦夫ここ

にあり！素晴らしかったです。 

  アクティブ柳井の会場は満席で、立ち見が出るほど

の大盛況。そして翌2日には、雨の中、祝島へも渡っ

てくださいました。いつもの青い海、青い空、緑の

山々・・そんな美しい祝島の風景をお見せできず、残

念でした。 

 祝島公民館で、お話された様子がテレビニュースに

も映ったようでしたが、うちはお弁当を頼まれていた

ので昼便に間に合うように、超特急で、でも心を込め

て！祝島らしいお弁当を作ってお届けしました。せっ

かくなので、特別に鯛の塩焼きもつけたところ、たい

そう喜んでくださり、柳井港に着く時間までには、き

れいに食べていただけたとのことです。 

 

   

 

定期船「いわい」の中で中村敦夫さんと 

山田イサオ写真館（１１）  『いつもの場所』          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。 

『いつもの場所』 

 

 秋の午後。島ネコがやわらかい光を浴び

て、顔がのぞいていました。 

 ここは、ネコちゃんにとってお気に入りの

場所なのだろう。 
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全推連設立50周年記念式典 ＆ 離島交流・視察研修（ｉｎ周防大島） 

                                       國弘 秀人  

 去る10月7日、8日の二日間、全国離島振興推進員

連絡委員会（略称：全推連）の設立50周年の記念式

典および離島交流・視察研修が山口県の周防大島で開

催されました。私も全推連の役員（監事）になってお

り、妻と一緒に参加しましたので、報告します。 

 「全推連」は、全国の離島住民有志で組織する団体

で、昭和42年に組織されました。日本離島センター

が事務局で、「全国離島青年会議」や「島づくり人材

養成大学」の参加者有志が主な会員です。 

 

◎全推連・設立50周年記念式典 

“離島振興は離島青年自らの手で”を合い言葉として

昭和30年に始まった「全国離島青年会議」を提唱し

た民族学者・宮本常一さんの出身地である周防大島町

で、記念すべき設立50周年式典が開催されました。

式典には、全推

連の歴代会長さ

んをはじめ、全

国から集まった

会員さん、地元

周防大島から教

育長さんらが出

席して行われま

した。 

 

◎「宮本常一記念館」視察 

 記念式典に引き続き、「宮本常一記念館」を視察し

ました。学芸員の方の案内で、館内に展示されている

資料や民具などを見て回りました。この日は特別に貴

重な資料が保存

されている書庫

の中も見せてい

ただきました。

展示してあった

資料によると、

宮本常一さんは

1951年4月18

日～20日に祝島

を訪れたようで

す。 

 

◎意見交換会 

 周防大島にＵターンやＩターンをされて起業した皆

さんの事例発表と意見交換会が行われました。大々的

に移住者を募集している周防大島町で、成功している

方々の話はとても参考になりました。一方で、問題点

もいろいろと抱えていることもわかりました。 

 ところで、この会場には、離島関係の本を数多く出

版されている「みずのわ出版」の社長さんもいらし

て、本の展示販

売をされていま

した。宮本常一

さんの本などと

並んで、『はっ

ぴーあいらんど

祝島通信』も

ちゃんと並んで

いました。 

 

◎交流会 

 夜は、お楽しみの交流会。地元の美味しいものが味

わえるのも視察研修の醍醐味。ここ周防大島でのイチ

オシと言えば、

鍋奉行御用達の

「みかん鍋」。み

かんの風味のす

る爽やかな鍋で

はありますが、

皮ごと丸ごとみ

かんを食べるの

は驚き。 その他

にも、釜飯、太

刀魚の刺身、み

かんゼリー、茶

わん蒸し、陶板

焼き等、地元の

食材を使った料

理が満載でし

た。 

 美味しい料理

現会長から表彰される歴代の会長さん 

宮本常一記念館を視察 

周防大島名物「みかん鍋」 

和やかな雰囲気の交流会 

私たちの本も並べられていました 
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もさることながら、離島の立場で先輩方といろんな話

ができる、こんな集まりに参加できたことが、とても

有意義だったと大満足の一日でした。 

 

◎宿泊 

 宿泊先は「ホ

テル＆リゾート 

サンシャインサ

ザンセト」。目の

前に美しい砂浜

が広がる、全部

屋オーシャン

ビューのリゾー

トホテルです。他の島の会員さんと相部屋だったの

で、それぞれの島のいろんな話ができました。 

 

◎沖家室島（おきかむろじま）の視察 

 周防大島とは橋でつながっている沖家室島の泊清寺

を訪ね、住職の新

山さんから、白木

半島地区コミュニ

ティ協議会（周防

大島の南東部の6

自治会が一つに

なって地域づくり

に取り組む協議

会）や、宮本常一

さんが初代学長となって創設された「郷土大学」のお

話を聞かせていただきました。 

 宮本常一さんの“地域は、そこに住むもの自らが

創っていかない限り、決して良くなることはない”と

いう言葉を肝に銘じたいと思いました。 

 

◎宮本常一さんのお墓参り 

 参加者全員で、

神宮寺に宮本常一

さんのお墓参りに

行きました。日本

全国の離島振興に

多大な貢献をされ

た民俗学者・宮本

常一さんは、こ

こ家室西方村の出身なのです。お墓には、宮本常一さ

んの息子さんがわざわざ挨拶に来て下さいました。 

 

◎浮島（うかしま）の視察 

 周防大島の日前（ひくま）港から定期船で15分の

浮島を訪ね、イワシ漁とイリコの加工場を経営する会

社を視察。その後、地元の若い漁師さんたちと意見交

換をしました。 

 浮島は祝島より

小さく、人口も約

250人と少ないで

すが、イワシ漁と

イリコ加工場とい

う若者が働ける職

場があるので、子

どものいる若い家

族が割合多く住ん

でいます。そのた

め、島には小学校もあります。 

 しかし、ここ数年はイワシの漁獲量が激減している

ということで、先行きは不安のようです。また、ここ

でもイノシシが増えて、被害がかなり出ているようで

す。小学校への通学も、徒歩ではイノシシと出くわす

危険があるため、同じ島内ですが、船で通うように

なったそうです。参加された会員さんの島でも、多く

がイノシシ被害に頭を悩ませているようです。 

 

◎感想 

 それぞれの島の振興に尽力されてきた会員の皆さん

と、こういう機会にお会いし、「自分たちももっと頑

張らないと」と、気持ちを新たにした二日間でした。 

 

 

ホテルの前にて、爽やかな朝の散歩 

沖家室島・泊清寺にて 

宮本常一さんの墓前にて 

イリコの加工場を視察 

全推連の初代会長（左）と記念撮影 
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＜連載＞ 千客万来 （２）                    國弘 優子 

 今年の4月に開店したくにひろストアーも、今日で

ちょうど半年。日が経つのが早いこと早いこと・・

あっという間で、何ともびっくり！忙しいけれど、楽

しいことも盛りだくさんです。 

 狭いながらも多くの商品が並んでいる棚を見て喜ぶ

のは、お客さんだけではありません。在庫商品を奥か

ら出してきて、置いてはまた、並べ替えてみたり、わ

ざとおばちゃんの背の高さまで腰をかがめてみたり、

腕組みして考えている店の主。悩んでいる風には見え

ず、なんだか楽しそう・・どこにどう置いたら気がつ

いて買うてもらえるか、おばちゃんたちの目線で商品

を見ているんだとか・・何パターンも考えている様子

は、ちょっと笑えます。いくつになっても、この動作

は続くんだろうなぁと想像することも、わたしの楽し

みの１つです。 

  今日もまた三人娘がやってきました。仕切ってい

る最年長のおばちゃんは、87歳。下ってくる途中で

86歳のおばちゃんを誘うてきます。も一つ年下、85

歳の近所のおばちゃんも、もれなく誘い合わせて来て

くれてです。ストアー内には、丸椅子が２つ置いてあ

るのですが、足りんときは台所から予備の椅子も出し

てきて座ってもらうこともあります。二人、三人と誘

い合わせてこられると、「あんたも買おうよ」「これも

買おうよ。美味しいんで。これが、わしので。こっち

があんたのや」「いらん世話焼きや～人の分まで買い

もんせよるで」と、いろいろ選んでは、おすすめ商品

の世話を焼いて、笑うて買うて行かれます。おばちゃ

んらの話を聞きよるだけで、おもしろうて、楽しゅう

て。わたしの顔のしわが、どんどん増えよる気がしま

す。 

  「牛はあるかね？」と、度々お肉を買いに来るお

ばちゃんもいます。「まだ免許をもろうちょらん

けぇ、お肉は売れんのんよ」というと、「へぇ。また

来らぁ。おじゃまさん」と帰っていくおばちゃんです

が、また翌日になると、おんなじような会話が繰り返

されます。昨日の話を忘れてしまうんか、よっぽどお

肉が欲しいんか・・。時々島に帰ってこられる娘さん

が、「お金を払わんじゃったら言うてね」と言うてく

れてですが、お金を払い忘れたことはありません。

時々２回払いに来ることはあっても・・。「さっき払

うてもろうたよ」と言えば「へぇ。払うたかね。へ

へっ」と笑うて帰っていかれます。１日１回は、この

おばちゃんの顔を見んとどうかしたかと寂しいもんで

すが、90歳と聞いてびっくりしたほど、背筋を伸ば

してしゃんと歩きよってです。いつまでも元気で居っ

てほしいなぁと思います。 

 「國弘さ～ん、今日は作りよるかのぉ？」と、8時

前から訊きに寄ってくれるお客さんもいます。「作り

おばちゃんたちの目線はこのくらいかな 

祝島の山で掘って来たタケノコが 

翌日には「タケノコごはん」で登場 

夏の暑い日にはソーメンも並びます 
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よるよ」と答えると、「へぇ。まぁ、ゆっくり作りん

さい。また来るえぇ」と言うては、そのあと何度もの

ぞきに来てくれます。いい意味でのプレッシャーをか

けてくれるのです。同世代の独りもんのお客さんなど

が、お昼ご飯と晩酌のアテにと、おかずを選ぶ姿は、

子どもが遠足のおやつを選んでいるようで、その様子

も見ていてちょっと楽しいです。 

 一方、少しでも自分で料理をする人には惣菜はあん

まり勧めないで、「これなら簡単に作れるんよ」とレ

シピを紹介したり、畑で採れるもんを使うて作る話を

することもあります。店の主も「わしでもできるん

じゃけぇ、簡単じゃし、旨ぁよ」なんて話に乗ってく

ることも。「一人暮らしが長かったけぇ・・」と、自

分で笑いよります。何が幸いするかわかりませんね。 

 歯が調子悪くて、やおい（柔らかい）もんしか食べ

られんおばちゃん、辛いもんが苦手な人、煮物が好き

な人、揚げ物が好きいうお客さんも。民宿のお客さん

がおっちゃあなくて、余裕があるときなどは、その人

に応じておかずを詰めたりすることもあります。誰が

買うて行って、誰がどういう状況で食べるのか、顔の

見える範囲でのお商売。自然と、好みや量もわかって

くるので惣菜を作るわたしの張り合いにもなっていま

す。 

  ウィンドウショッピングなんて言葉、祝島にはな

いのかもしれませんが、要るものを買いに来るお客さ

んだけでなく、「なにょを買おうかねぇ・・」とお店

に寄ってくれるお客さんも大歓迎。いろんなお客さん

から笑いや情報をもろうて、狭いながらも楽しいの

が、くにひろストアーです。二人三脚、転ばんよう

に・・ますます、頑張りますよ～！  

日替わりでいろんな惣菜が並びます 

絵っきー展覧会（2３）  『朝日が昇るころ・・・』        エッキー浴野 

 『朝日が昇るころ・・・』 

            B2サイズ  パステル画 

 朝日が昇る。波がキラキラキラキラ・・・。 

漁師さんたちが船を出し、あるいは漁から戻っ

てくる。エンジンの音が目覚まし時計のよう

な、祝島ののどかな朝。 

 

 

 

＜絵画展のお知らせ＞ 

  カミノセキブルーの空と海 シリーズ５  

     「朝日が昇るころ・・・」 

 

日時：2017年11月23日～25日 

場所：画材屋Rにて 

     山口県下松市南花岡4丁目7-1 

         0833-48-6134 
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 今年の夏の祝島は、全国のあちらこちらに負けず劣

らず、暑かったこと暑かったこと。半世紀前に比べる

と、確実に気温が上がっていると実感できるほど、暑

い夏でした。それでも、お日様が山の向こうに隠れ、

そろそろ日没を迎える時間になると、集落は次第に

陰ってきて、浜の方からすぅっとするような風が練塀

の小路を吹き抜けていきます。心地よく、ほっとする

瞬間。祝島ならではの感覚かもしれません。 

 青い空に白い雲、そう遠くもない場所に見慣れた

島々がぽっかりぽっかり浮かぶ瀬戸内海の夏。一年を

通して透明度が高いといわれる祝島近海ですが、特に

7月は7～8m前後もあるそうで、海を覘くといろんな

種類の魚の群れを見つけることができます。定期船が

港に入り、降りてきた観光客の皆さんが、海を覘いて

嬉しそうに指差して声を上げたり、写真を撮ったりす

る様子も、この時期よく見られます。 

 港を吹く風をとらえようと目で追うと、青い海に白

い漁船が行儀よく並んでいて、なんとも爽やかです。

ゆでダコやデンチョウの販売が放送で告げられて賑わ

しかったり、タコの足や、姿干しがのんびりと潮風に

舞う様子も夏の風物詩。両手いっぱいに荷物を抱え帰

省される人たちと、それを出迎える島のみんなの笑顔

が港を埋めつくし、いつになく賑やかなのも嬉しい風

景・・まさに夏色の祝島です。 

 さて、集落内の畑では、ナスやピーマン、キュウリ

やトマト、カボチャなどなど・・あちこちの畑で多く

の夏野菜が次々に収穫されます。雑草と戦う毎日、お

ばちゃんたちがまめに手入れする畑は草が1本もない

ほどきれいです。なかなか手入れの行き届かないくに

ひろ農園でも収穫を楽しみに植えたオクラがたくさん

の花をつけました。あっという間に成長するオクラは

毎日、採り放題の食べ放題。 

 9月になると、大根の種蒔きが始まりました。「種さ

え落としちょいたら、なんとかなる」と、働き者のお

ばちゃんたちがいろいろ指南してくださいます。多少

器量がわるくても、自分たちが育てた野菜は愛おしい

ものです。祝島ではえびす草（ケツメイシ）を植えて

いる方が案外多いです。細長いサヤにぎっしりと実が

つまり、熟れると丁寧に取り出し、煎って豆茶（ハブ

茶）として飲まれています。 

10月になると、しばらくは秋晴れが続き、山歩きには

気持ちよい季節になります。祝島の山は、紅葉する木

が少ないので山の彩りを楽しむには少々物足りなくも

ありますが、みかんもそろそろ色づき始め、目を楽し

ませてくれるのです。 

 10月も終盤になると、そろそろサツマイモの収穫時

期。サツマイモの植わっている畑の横を通るたびに、

「芋はまだ掘らんのんかね？」と、声を掛けてくれる

おばちゃんたち・・ありがたい声援です。ツルを引っ

＜連載＞ 祝島歳時記（３）                     國弘 優子 

夏の漁港 

風にのんびりタコの姿干し 

今年もオクラがたくさん採れました 
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２０１８年版 「祝島カレンダー」 ができました 

 毎年、祝島ネット21で製作している「祝島カレン

ダー」の2018年版ができました。今年のカレンダー

は、祝島の四季折々の風景の写真で構成しました。 

 例年通り、祝島の各家庭には1部ずつ無料配布させ

ていただく予定です。また、会員の皆さんには5部ず

つお配りしますので、祝島のPRにぜひ活用してくだ

さい。 

カレンダー表紙 

張ると、まさに芋づる式に、たくさんの芋が姿を現す

芋堀りは、大人になっても相変わらず楽しい作業。サ

ツマイモを煮詰めて干して作る「煮干し」は、祝島独

特のもの、「昔はお菓子がなかったけぇねぇ。こんな

のを喜んで食べよったんよ」と、懐かしそうに目を細

めるおばちゃんも多いです。手間暇かけて作られるの

ですから、甘さがギュッと詰まってて美味しいはずで

すね。生の芋を薄く切ってカラカラに干して保存して

いたものを「かんころ」と呼び、水で戻したものを煮

たり、粉に挽いて、お団子にしたらしいですが、最近

は作る人も少なくなりました。どちらも素朴な味のす

るもの、できればこれらも作ることができるよう、受

け継いでいきたいです。  

 今年は柿の生り年らしく、どこの柿の木にも実がた

くさん生っていて、いかにものどかな田舎の秋の風景

となって絵心を誘います。柿の実を採り終える頃、葉

もみな落ちて、いよいよ冬の到来。あっという間に1

年・・そろそろ師も走る今年最後の月がやってきま

す。 

今年は豊作、民宿の庭の柿 

何歳になっても楽しい芋掘り 



お知らせ ＆ 募集 

秋の祝島漁港 

 秋も深まり、朝晩はだいぶ寒くなってきましたね。祝島でも山を見上げれば秋らしい色に染まってきました。で

も、祝島では鮮やかに紅葉する木は少なく、目立つのはハゼの木くらいでしょうか・・。祝島中学校の校歌には「紅

葉は海に照り映えて～♪」というフレーズがありますので、昔は紅葉も多かったのかも知れませんね。 

 ところで、昔は無かったもので、今、島に深刻な影響を与えつつあるのが、イノシシ。どうやら数年前に海を泳い

で渡って来たようで、その後、徐々に数を増やし、最近では被害もかなり出るようになってしまいました。祝島だけ

でなく、日本中の島々でイノシシ被害が増えているようです。なんとかならないものでしょうか。 

 さて、もうすぐ毎年恒例の「アイランダー」が開催されます。この機会に、東京近郊にお住いの会員の皆様とお会

いできるのを楽しみにしています。また、「アイランダー」最終日には、東京で会員交流会を予定しています。さら

に、年末年始あたりに山口県内でも交流会を企画したいと思っています。こちらもぜひご参加ください。 

 次号の会報は、来年の2月～3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54号 

発行日：2017年11月８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/ 

■「アイランダー2017」に出展します 

 来る11月18日（土）、19日（日）の二日間、全国の島々が集まる祭典「ア

イランダー2017」が、東京・池袋サンシャインシティで開催されます。今年

も祝島ネット21が主催として祝島ブースを出展します。毎年、スタッフとして

お手伝いいただいている会員の皆さん、今年もよろしくお願いいたします。ま

た、その他の会員の皆さんも、お知り合いを誘って、ぜひ会場に遊びに来てく

ださい。お待ちしています。 

 【イベント名】「アイランダー2017」 

 【開催日時】2017年11月18日（土）10時～18時 

              19日（日）10時～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 

 【公式サイト】http://www.i-lander.com/2017/ 

◎祝島ブースの紹介 

 ・祝島ブースはブースNo.40。会場内の休憩コーナーのすぐ近くになります。 

 ・ワークショップでは、「練塀パズルにチャレンジしよう！」という企画を行います。 「石積みの練塀」を 

  型どったパズルを組み立てるゲームです。制限時間内に完成された方には景品をプレゼントします。 

 ・「石積みの練塀」の壁紙でスナップ写真を撮影する「祝島に行った気になれる記念撮影コーナー」 

◎祝島ネット21会員交流会を開催予定です 

 アイランダーの最終日（19日）、会場の片付け終了後に（19時頃から）、会場付近で会員交流会を開催する予

定です。アイランダーのスタッフ以外の会員の方の参加も歓迎です。詳細は國弘までお問合せ下さい。 

「アイランダー2017」のポスター 


