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『アイランダー2017』 に出展しました 

 昨年11月18日（土）・19日（日）の二日間、東京・池袋サンシャイン

シティで開催された「アイランダー2017」に祝島ブースを出展しまし

た。祝島ネット21でこのイベントに出展するのは今回で5年目になりま

す。今回のイベントには、約200の島が出展し、来場者数は約14000人

とのことです。祝島ブースでは、「祝島の練塀」をPRするために、イベン

トに合わせて「練塀パズル」を製作し、多くの来場者にパズルに挑戦して

いただきました。参加された皆さんには、楽しみながら祝島の練塀のこと

を覚えていただけたのではないかと思います。 

   

  

祝島ブースの写真展示 

 「祝島物語」  画・大井しげる 5年目で説明員もベテランに 

物販コーナーには島の特産品や 
書籍、ポストカードなどがズラリ 

「練塀パズル」にチャレンジ中！ 
制限時間内にできるかな？ 

「練塀パズル」は大人にも 
子どもにも大人気 

外国人記者からも取材を受けました 
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＜連載＞ 祝島・記憶の玉手箱（15）  ～想い出の「太陽館」～ 

                  語り部 ： まーにーさあ、ひんでーさあ、まーちゃん 

 島のお年寄りに、毎回違うテーマで昔の祝島の様子を

話していただく「祝島・記憶の玉手箱」シリーズ。 

 今回は、まーにーさあ（81才）、ひんでーさあ（88

才）、まーちゃん（83才：ひんでーさあの奥さん）の三

人に、戦後、祝島の娯楽の中心であった劇場「太陽館」

についての想い出を語っていただきました。 

 

司会：こんにちは。昔は祝島に劇場や映画館があったと

聞きましたが、今日はその話をいろいろと教えてくださ

い。よろしくお願いします。 
 
ひんでーさあ：「太陽館」いう劇場があってのう、そこ

で芝居やら映画やら、せよーったんじゃあ。 
 
司会：芝居も映画も、その「太陽館」でやってたんです

ね。その建物はどのあたりにあったんですか？ 
 
ひんでーさあ：今の郵便局の上の吉田とか大津の辺り

が昔の小学校じゃったんじゃが、新しい学校が上に出来

たけえ、その跡地が「太陽館」になったんじゃあ。 
  
司会：小学校を壊して建てたんですか？ 
  
ひんでーさあ：学校の建物を改造して造ったんじゃぁ。

教室3つ分にステージが付いちょった感じかのう。唐木

の前に丸型の階段があったろう。 
 
司会：安藤呉服店の横の所ですよね。そう言われると丸

くカーブした階段が以前はあったような気がします。 
 
ひんでーさあ：あそこが入り口になっちょって、上がっ

たら下足置き場があってのう、下足番もおったんど。あ

の玄関の所は学校のままじゃのうて、やり直しちょっ

た。ほいて、中にゃあ店があった。おじさんらがせよっ

たいのう、浜根やろがのう。 
 
司会：何を売ってたんですか？ 
 
ひんでーさあ：菓子やろ。 
 
司会：へぇ～。今の映画館と同じようなんですね。とこ

ろで、映画はどんなのを上映してたんですか？ 
 
まーにーさあ：昔の映画、あんた、えいのがあったで。

片岡千恵蔵の映画とか、よう見よったで。『多羅尾伴内』

とか、はっきりは覚えてないけどなぁ。相当来ちょる。

ほいじゃが、しょっちゅうフィルムが切れたりして

なぁ。今みたいにえぇやつじゃなかったじゃろうから

なぁ。 
 
ひんでーさあ：途中で調子が悪うなって、時々モワっと

暗うなりよった。それでも満員じゃったんじゃけえ。 
 
司会：へー。そんな時代だったんですねぇ。ところで、

映画の入場料はいくらくらいだったんですか？ 
 
まーにーさあ：いくら払いよったんじゃろうな・・わし

らぁ、ただじゃったけぇ。 
 
司会：えっ？ 無料？ 
 
まーにーさあ：子どもじゃったけぇ、「来い来い」言う

て入らしてくれよったんじゃ。ほんとは子どもは入っ

ちゃあいけんかったんじゃけどな。 
 
ひんでーさあ：学校で行っちゃーいけんことになっ

ちょったけえ。行かれんのじゃが、わしらも先生の目を

盗んで隠れて行きよった。（笑） 

ほいじゃけー、入場料はようわからん。 
 
まーにーさあ：教育映画、言うてな、学校でも映画はせ

よったで。よう覚えちょるのがのぉ、三船敏郎の『野良

犬』。デビュー作じゃったんじゃないかのぉ。それから、

ありょう見たで、美空ひばりの『二人の瞳』。美空ひば

りは、わしらぁと歳が一緒じゃったんじゃけえ。 
 
ひんでーさあ：その頃、月に１回くらい巡回映画いうん

かなぁ、学校の運動場にテントを張ってせよった。 

あの古金を集めて。 
 

「太陽館」の入り口付近。当時の面影はない。 
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司会：フルカネ？ 
 
ひんでーさあ：廃品回収で金属を集めて、そりょう売っ

て金に換えて、それでフィルムを借りよったんじゃあ。

それで、夜、運動場に集まってやりよったんど。 
 
司会：へぇ～、そんなことをしてたんですねぇ。ところ

で、「太陽館」に芝居は見に行きましたか？ 
 
ひんでーさあ：行ったよ。隠れてね。（笑） 
 
司会：先生の目を盗んで？ 
 
ひんでーさあ：そうそう。 
 
司会：映画も芝居もみなダメだったんですね。要する

に、子どもは「太陽館」に入っちゃいけなかったという

ことですか？ 
 
ひんでーさあ：そうそう。でも隠れて入りよった。（笑） 
 
まーにーさあ：小学生の頃、しょっちゅう、芝居は来

よったで。別便で荷物を運んでなぁ。その当時は、終戦

直後じゃったから、まだ映画はやってなかったけえ、旅

回りをしよったんじゃろう？市川歌右衛門とか、千恵蔵

とか。あぁ、「千恵蔵とかは高いけど、呼んだら来よっ

た」言いよったで。杉山昌三九、いう俳優がおったが、

わしはそれは見たで。月に１回くらい来よったかなぁ、

2日くらいやりよったんじゃぁないかのぉ。 
 
司会：カツラとかかぶって、時代劇？水戸黄門みたいな

のをやってたんですか？ 
 
まーにーさあ：そうそう、旅回りでやるようなのじゃ。

芝居をやらんようになって、映画になったんと違う？ 

映画が流行りだして、今度は映画をやろういうように

なったんかねぇ。 
 
司会：ところで、芝居の役者とか映画とかは、誰が呼ん

できてたんですか？ 
 
ひんでーさあ：「太陽館」は槌谷が興行師をやりよった

んじゃぁ。あれが請け元で、芝居をやったり映画をやっ

たりしよった。 
 
司会：へぇ。そうでしたか。島の人が出演することもあ

りましたか？ 
 
ひんでーさあ：あったよ。芝居はやらんんかったが、踊

りやら歌やら、せよーったよ。素人の楽団がやりよった

いのう。 

 
司会：そういえば島に楽団があったという話は聞いた

ことがあります。 
 
ひんでーさあ：西方が「流星楽団」、中郷は「ツバメ楽

団」、東方が「さくら楽団」いうんじゃった。 
 
司会：島の人が出演する時も、入場料は取ってたんです

かね？ 
 
ひんでーさあ：そりゃー取るじゃろう。そうせんにゃ

あ、請け元が儲からん。まあ、よそから役者を呼ぶのに

比べたら安かったんじゃろうが。うちのおばさんらぁ、

出て踊りよったよ。 
 
司会：えーっ！奥さんが出演されてたんですか？ 
 
まーちゃん：ははは。 
 
ひんでーさあ：踊りの主役じゃったんじゃけえ。 
 
司会：それを観てた？ 
 
ひんでーさあ：観よったよ。ははは。 
 
まーちゃん：そーかね。ははは。 
 
司会：もしかして、奥さんが一番可愛いかった？ 
 
ひんでーさあ：そーなんよ、知らず知らずに、いつの間

にかこうなっちょったんじゃぁ。 
 
まーちゃん：ははは。 
 
司会：その頃の写真は残ってないですかねぇ。 
 
ひんでーさあ：それが全然無いんよ。当時はまだ写真機

を持っちょる人があんまりおらだったけぇねぇ。 
 
司会：それは残念。奥さんのアイドル時代の写真をぜひ

見てみたいものですね。皆さん、今日は楽しいお話をあ

りがとうございました。 

さくら楽団で使われていたアコーディオン 
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＜連載＞ 千客万来 （３）                    國弘 優子 

 さて、いよいよ開店一周年のくにひろストアー。 

 お客さんの要望に応えているうちに、またまた品数

が増えてしまい、棚を作ったりかごを増やしたり・・

そうして今、一番のブームは、昔懐かしの和菓子「ば

なな」。もみじ饅頭がバナナの形になったような、中

身は白餡でほんのりバナナ風味のお菓子です。飽きな

いんでしょうね、毎日のように買いに来るおばちゃん

もおってです。四国のあわしま堂さんの和菓子は、他

にも利休饅頭、やぶれ饅頭、一六タルト、おはぎや桜

餅などいろんな種類があって、とにかく大人気です。 

いったん自分が気に入ってしまったら、買うわ、買う

わ・・自分だけじゃあなく、連れ立ってきた人にも、

たまたま居合わせた人にまでも勧める、勧める。「こ

れが美味いんで。あんたも食べてみんさい」「わしも

買うた。あんたも買いんさい」と、火付け役。そのあ

とは、どんどん口コミで広まってブームになって、入

荷しても入荷しても品切れ状態が続くのです。「抹茶

かたくり」、「チチヤスたっぷり鉄分」、「アーモンド効

果」など、あっという間にブームが去ってしまうもの

もあって笑えますが、次にブームになりそうな新商品

は、これまた懐かしの「ソントン・ピーナッツクリー

ム」。みんなどれほど塗るんじゃろう？ってほど売れ

よって、仕入れが追い付かんほどです。 

 そうそう、今年になっての一大ニュース！といえ

ば・・かねてより要望の多かった精肉販売を始めたこ

と。知人の実家が精肉店をされている関係で、各種全

品100ｇという少量のパック詰めをして冷凍しとい

ていただくという手間なことをお願いしているのです

が、いやな顔一つされず、サービス満点の笑顔で卸し

てくださるおかげで、やわらかくて美味しいお肉をこ

こで販売できています。豚肉のみそ漬けは特に人気の

商品で、味も然ることながら、本当にやわらかいの

で、お年寄りでもお肉をしっかり食べることができま

す。食べることは、やはり元気のもとですね。 

 それから、もう1つのニュース。今年に入って、月

に一度の定休日を設けることにしました。開店以来

ずっと、島にいる間は休みなしで頑張ってきました

が、民宿とお店の両方をずっと続けていくためには、

たまには身体を休めることも必要だと気がつきまし

た。じつは、わたしたちも、そう若くはないんだと気

づいたわけです・・今更ながら、ではありますが。 

 3月後半のお彼岸には、お墓参りに帰られる方も多

かったです。島のおばちゃんが娘さんやお孫さんを連

れてこられて、お菓子やアイスを買うてあげよる光景

は、とても微笑ましかったです。たびたび帰ってこら

れたら嬉しいじゃろうなぁと思い、ついつい「また帰

りんさいね」と声をかけてしまうのでした。 

 釣りや観光の目的で祝島を訪れる方々も、よくお店

に寄ってくださいました。民宿のお客さんも、「こ

りゃあ近くて助かるわぁ」と、おにぎりやカップラー

メン、お菓子、飲み物などを調達されたりします。お

役に立てて嬉しい限りです。 

 くにひろストアー惣菜部も繁盛してきました。お店

に来て、店先に並んでいる惣菜やお弁当を選ぶことを

楽しむ方もいれば、まったくのお任せで、「おかずが

200円分、ご飯が200円分。昼前に取りにくる

けぇ」とか、「いつもの200円のおかずを2つ、よろ

しく」とか、注文してくれる方たちも増えてきまし

た。食べる人の顔が見えてくると、若い人にはボ

リュームがあるもの、お年寄りには煮物やさっぱりし

たものを中心にと、ちょっと工夫したりもできます。

時間に余裕のある時は、午後、特別にタコ焼きやお好

み焼きを作ったり、エコドーナッツやジャム入りホッ

トサンドを作ってみたりもするのです。 

 民宿の仕事とお店番とで、なかなか山や畑に出かけ

ることができないのを見かねて、旬のツワブキやノビ

ルを採ってきてくれた方もいます。早速シゴをしてお

惣菜として出したら、「うまいのぉ」と、満足気な顔

を見せてくれましたし、足が悪くてツワを採りに行け

ないおばちゃんにも食べてもらえてよかった・・手間

はかかるけどみんなの笑顔が嬉しいです。 

たまには「タコ焼き」も作ります 
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 高齢になって、足や腰が痛くて歩いて出ることがで

きない方々の家には、惣菜の配達もするようになりま

した。毎日配達を頼まれている家もあれば、時々気に

入ったおかずやお寿司、チャーハンの時だけ注文され

る家もあります。わたしは作る一方だけど、100円

の惣菜1つでも、雨にも負けず、風にも負けず、せっ

せと配達に行ってくれる店の主には頭が下がりつ

つ・・今日もまた「おばちゃん、配達しちゃげよ

う！」と笑顔で安請け合いしてしまうわたしです。 

 まぁとにかく、いろんな方が来られるようになっ

て、店内に入り切れないとき（3人も入ったら動けま

せん・・）は井戸端のベンチで順番待ち。それを見た

主は「お！行列のできる店になっちょるど」と笑って

たりするので楽しくって・・飽きません。 

 来たるゴールデンウィークには、お子さんやお孫さ

んがまたたくさん帰省されることを願って、今日も二

人で替わりばんこにお店番をしています。 

お客さんが採ってきてくれたツワブキで作った惣菜 

絵っきー展覧会（2４）  『田ノ浦から見た祝島、落陽のころ』  

                                     エッキー浴野 

 『田ノ浦から見た祝島、落陽のころ』   B2サイズ  パステル画 

 地球の海に夕日が残照を輝かせる。 

全ては太陽に調和して変化しながら美を奏でる。 

瀬戸内海の原風景、大昔から生きてる生物が今なお生きてる長島と祝島・・・。 

青い島影となった祝島に、あたかも太陽が収まっていくようだ。 

「今日も素晴らしい一日でした。皆様お疲れさまー。」と言いながら・・・。 
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会員リレーコラム（55）    ～ 竹下 薫 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、昨年12月に入会された竹下

薫さん（熊本県在住）を紹介します。 

 みなさん、はじめまして。昨年末に祝島ネット21

に入会させていただいた、熊本県北の玉名市立願寺在

住の竹下 薫です。 

 最初に少し玉名の紹介をしますね。玉名は、温泉が

あり（以前は立願寺温泉と呼ばれていました。トロト

ロというより、さらっとした湯質）、いちご・トマト

などの農業が盛んで、豚骨ラーメンも人気の、のんび

りした地方都市です。最近では、隣接した玉名郡和水

町出身のマラソン走者金栗四三さんが来年度の大河ド

ラマの主人公になるということで、知人から、玉名と

言えば・・・と声をかけられることが増えました。玉

名生まれで高校まで育ち、十数年前からで再び家族と

玉名で暮らしています。 

 今日は、そんな私が祝島を訪れることになった経緯

と、祝島での二日間を少し書こうと思います。祝島の

ことをはじめて意識したのは、おそらく10年ほど前

に偶々見たニュースでした。上関原発建設予定地の地

図が画面に映り、すぐそばに周防大島が映っていまし

た。周防大島は、これまで色んな影響を受けてきた民

俗学者宮本常一の故郷として知り、ちょうどニュース

を見る少し前に二度訪れていたので、急に上関原発の

ことが気になりだしました。改めて地図を広げてみる

と、建設予定地に周防大島よりももっとずっと近い小

さな島があり、それが祝島でした。その後数年たち、

熊本で、祝島を主な舞台にした映画「ミツバチの羽音

と地球の回転」を見て鎌仲ひとみさん監督のお話を聞

く機会がありました。登場する祝島の自然や、逞しい

おばちゃんたちの姿に惹かれ、おばちゃんたちやヒジ

キ（大好きなんです）の話を楽しそうにされる鎌仲さ

んの話を聞き、すぐにでも行ってみたい！と思うよう

になりました。それから間もなくして神戸に行った時

偶々入った本屋さんで「平さんの天空の棚田」という

写真集が目にとまり、開いてみました。そして一瞬

で、棚田の見事さ、美しさと平さんの逞しい笑顔に魅

せられました。平さんの棚田が祝島にあると知って驚

き、これはもう、縁があるのだ！行こう！と思いまし

た。悪天候で船が出なかったりと中々タイミングが合

わずにいたのですが、昨年秋にようやく訪れることが

できたというわけです。 

 祝島では、民宿くにひろさんご夫婦の気さくで温か

いおもてなし、祝島を思う気持ちと行動力、棚田行き

の道中気さくなおばさんから頂いたみかんが美味し

かったこと、想像以上に見事な棚田、優子さんのおに

ぎりが美味しかったこと、神戸から毎年棚田の草刈り

にくるという男性の手伝いをしたこと（スパイダーマ

ンの能力が欲しかった）、おかげさまで二日とも平さ

んにお会いできて色んな話がきけたこと、二日目の朝

は、50年使っているという平さんの車（耕運機？）

に乗せてもらって棚田まで行き、とても楽しかったこ

と、美しい練塀に見とれつつ民宿まで帰れず何度も迷

子になって笑われたこと等、色んなことが思い出され

ます。特に印象に残っている平さんの言葉を書いてお

きます。「棚田のおかげで色んな人に会えた。原野に

竹下 薫さん 

（平さんに棚田を案内していただきました） 

平さんの棚田 
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山田イサオ写真館（１2）  『港寸景』               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。 

『港寸景』 

 

 東の港で遊んでいると、おじいちゃんが台

車を押して来られたので、一言声をかけて、

撮らせてもらいました。 

 いいタイミングで空には面白い雲が出て、

いい出会いがあり、のどかなのんびりした祝

島でした。 

帰りゃいいと思っとったが、見て喜んでくれるけん、

できるうちはきれいにしとこうと思うようになっ

た。」「食べ物、米は作らないかん。くうものさえあ

れば、戦争とか・・通り越すことができる」「体験は

からだが覚えちょる。苦労したことが身になる。」

「80年、色んなことを見てきた。今の世の中、どっ

かおかしいんじゃないかと思うことがある。大事なの

は食べ物じゃったのに、今は金、金・・何でも手に入

る。大事なのは誘惑に負けんことよ。」「リズムが大

事。米づくりやめても同じリズムで。それでどうにか

元気を保っちょる。」 

 「人と出会うことで、その土地は深みと広がりを

持ってくる」というような言葉を、写真家星野道夫さ

んが残しています。美しい自然もさることながら國弘

さん夫妻や平さんと出会えたことで、祝島は私にとっ

て、そんな土地になりました。11月の終わりには、

また、棚田の草刈りの手伝いに行きたいと思っていま

す。桜の頃や、新緑の頃にも、そして神舞の祭りの時

にも訪れてみたいです。いつか、皆さんにお会いし、

新たな繋がりができることを楽しみにしています。 

少しだけ草刈りを手伝いました 
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＜リレー連載＞ 祝島旅行記（３） ～滋賀県立大学・武田ゼミの祝島訪問～ 

                                       武田 俊輔  

 滋賀県立大学の教員をしております武田俊輔です。

祝島には9年近くの間、何度も足を運んで取材させて

いただいています。また前回、前々回の神舞の際には

神舞小屋を建てるお手伝いや櫂伝馬漕ぎをさせていた

だくなど、島の皆さんにはたいへんお世話になってお

ります。 

 2月下旬に琵琶湖にある沖島という離島の島づくり

や、高齢化した公営団地でのまちづくり活動に関心を

持つ学生たち3人たちを連れて島に伺いました。島に

UターンやJターン、またIターンした方々から、それ

ぞれどのように島づくりの活動をしておられるのか、

またそこにかける思いを中心に学生たちにお話をして

いただければと考えておりました。皆さまよりご快諾

をいただき、また親身になってお話しいただいたこと

で、学生たちにとってこの上ない経験となりました。

単に島づくりの活動そのものを学ぶだけでなく、自分

たちが思いもしなかったような生き方や暮らし方の可

能性についても考えることができるようになったと思

います。 

 以下に各学生の感想を記させていただきます。お話

を聞かせてくださった皆さまに、心より感謝申し上げ

ます。 

 

 

 祝島を訪れて驚いたことは道にたくさんの人が行き

交っていたこと、島民の方がとても元気で活発である

ということでした。私の住む島に比べて明らかに賑

わっていると感じました。というのも、私は現在、滋

賀県の琵琶湖に浮かぶ有人島・沖島に、離島振興のた

め学生の二年間だけ下宿をしています。今回も沖島の

研究の参考になればと思いつつ、祝島を訪れました。 

 島に着いてから帰るまでの三日間はとても内容の濃

いものでした。民宿くにひろのご夫妻をはじめとする

島にUターンした方々、それにJターン・Iターンをし

た方々とその受け入れの中心となって支える島民の

方。どの方々も熱く丁寧に、思いを語ってくださいま

した。それぞれに考えや立場は違っておられたもの

の、「祝島が好き」という思いは皆変わらず、共有し

ているものだと感じました。祝島が好きだからこそ、

祝島での自分の暮らしを誰かに委ねるのではなく、自

分達で作り、守っていくという暮らし方に深く感動し

ました。こういった暮らしの姿勢が。他の地域にはな

い活力を生み、訪れた人を強く惹きつけているのでは

ないかと感じます。 

 また人と人との助け合いの意味を、言葉の表面では

なく実感できたことも今回得たものの一つです。自分

の暮らしを自分で作るからこそ、一人だけでは限界が

あることを知りました。一人で生きていると考えがち

ですが、私の普段の生活には、顔の見えない多くの人

が関わっていることを改めて考えました。そういった

人たちと自分のためにも、「ありがとう」の感謝の気

持ちを見失わないようにしたいです。 

 今回、祝島の皆様には大変お世話になりました。3

日間はとても短く、なんだか夢のような心地でした。

実際に帰路の中、フェリーを降りた時はすでにホーム

シックのような気持ちになっていました。祝島は現代

の桃源郷のように感じます。また、祝島にお邪魔させ

ていただきたいです。 

（滋賀県沖島町 久保瑞季 21歳） 

 

 

 祝島に来たのは今回が初めてですが、良い意味でと

ても衝撃的でした。 

 私は、滋賀県の琵琶湖にある離島の沖島という場所

で、地域活動を行う学生団体に所属しており、同じく

離島である祝島に興味を持ちました。祝島とはどのよ

うな地域なのかに関しては、事前にある程度のことは

知らされていましたが、何よりも実際に訪れてみて印強風から家々を守る「石積の練塀」の説明を聞く 
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象的だったのが、島の人が活き活きと暮らしていると

いうことです。今回、3日間お世話になりました民宿

くにひろの秀人さん・優子さん、自治会長の木村さん

をはじめとする島民の方々、そしてIターンやJター

ン、Uターンの人たちなど、多くの人にお話をお聞き

しました。それぞれに考え方には違いはあっても、本

気で島の暮らしについて考えて行動し、日々の生活を

送っており、それがこの島の原動力になっているよう

に感じました。 

 また、祝島の印象としてもう一つ感じたことは、人

がとても温かいということです。島外から来た私たち

に対しても、あいさつをすれば笑顔であいさつをして

くれますし、なにか島全体が家であり、島民という家

族が私たちを歓迎してくれているというような、アッ

トホームな印象を持ちました。実際に島の人たち同士

の心の距離は、自分の住んでいる地域とは比べ物にな

らないほど近く、島の人同士が助け合って暮らしてい

るという状況には、強く心を惹くものがありました。

この島にまた来たいと強く思いました。 

（京都府向日市 柿佑爾 21歳） 

 

 

 2月下旬に大学のゼミ研究の一環で来させていただ

きました。私の住む京都から約400キロ。瀬戸内に

浮かぶ小さな離島にはたくさんの魅力や出会いが溢れ

ていました。 

 印象的だったのが見ず知らずの私たちに対し、島の

方々が笑顔であいさつをし、また受け入れていただけ

たことです。何の変哲もない都会の住宅地に住む私に

とっては新鮮な感覚であり、同時に温かい気持ちにな

りました。また夕飯を家族同士で食べる光景や、朝市

での和気あいあいとした雰囲気からは、島全体が家族

のようだと感じました。 

 島民の方々や島に来た移住者の方、大学生、写真

家…いろいろな方にお話しを伺い、それぞれ様々な思

いがありこの島に来たことが分かりました。さらにヒ

ジキを干すお手伝いをしたりお話を伺うことを通じ

て、島に住む人が生き生きと暮らしているのが直接伝

わってきました。 

 最終日に平さんの棚田を訪問し、いろいろなお話を

聞かせていただきました。最後に握手した手はしっか

りとしていましたがどこか温かく、元気づけられる気

がしました。3日間を通してこんな生き方や人生の道

があるんだなと感じ、自分の暮らしや人生について考

えさせられました。 

 最後に祝島の皆さん、ありがとうございました。ま

た祝島に行きたいです。 

（京都府京都市 21歳 谷垣優貴） 

 

今年度の役員が決まりました 

学校の階段から集落や周辺の島々を眺める 

 2018年の役員が以下のように決まりました。 

皆さん、昨年から引き続き役員を引き受けていただきました。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 
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 祝島の山歩きは11月がいいですね。蚊や蛇も出なく

なって、歩くのが気持ちいい・・程よい疲れに立ち止

まって、きらきら光る海を眺めていると、時間のたつ

のを忘れてしまいそうです。爽やかな香りに誘われて

振り向けば、濃い緑の樹々の中に艶のある黄色い実が

目に優しい・・そう、みかんの季節がやってきまし

た。何段も何段も石垣が積まれている畑に植わってい

るたくさんのみかんの樹は、日当たりや水はけのよさ

のおかげか、艶やかな色に育っています。祝島のみか

んは、とってもジューシーで味が濃いです。しかも、

甘みと酸味のバランスがちょうどいいので、とっても

美味しいのです。 

 みかんの収穫時期に山歩きをしていると、畑で仕事

をしているおじちゃんやおばちゃんが「みかん、食べ

んさい」と、もいだみかんを手渡してくれたりもしま

す。歩きながら食べると、のどの渇きを潤してくれる

ので、一層美味しく感じるのでしょう。一所懸命に畑

を作ってこられたおじちゃんやおばちゃんたちも寄る

歳波には勝てず、家から遠い畑まで行く体力がなく

なってきた方も多くなりました。残念だけど、できる

だけの樹を残して、切ってしまわれたりもします。み

かんの樹は、ちゃんと予防（農薬散布）をしないと病

害虫の発生のもととなるので、みかんを作らなくなっ

たら、切ってしまわなければ、他の農家さんに迷惑が

かかるのです。畑に行かれんようになるまでに、子ど

もさんやお孫さんがお手伝いしながら受け継いでいけ

たらいいなぁと思っています。 

 

 先頃、収穫したサツマイモは、ひと月ばかり乾かし

ておくと、でんぷんが糖に変わるらしく、とっても甘

くなります。イモのてんぷらや焼き芋ももちろん美味

しいですが、祝島では「かんころ」を切ったり、「煮干

し」を作ったり、「かすどろ」を炊いたりしていまし

た。それぞれの家のやり方で作るので微妙に味が違う

こともありますが・・ただ、どれも手間のかかる仕事

です。保存食やおやつとして食べられていた、かんこ

ろ（生のイモを薄く切ってからからに干して保存。水

でもどして、砂糖と団子を一緒に煮る。または、干し

たものを粉にひいて、団子にして茹でる）や煮干し

（時間をかけてじっくり煮たイモを切って干す）を作

る人は、とても少なくなりました。かすどろ（サツマ

イモを茹でて潰したものに、酒粕と砂糖を混ぜて作る

甘酒）は、とっても寒い日には今でもそれぞれの家で

おばちゃんが作るようです。うちでも、作るときは

いっぱい炊くので、近所にも配ったりすると、懐かし

いと喜ばれます。 

  

＜連載＞ 祝島歳時記（４）                     國弘 優子 

島のみかん畑 

かんころ干し 

雪の練塀通り 



祝島ネット２１会報 第５５号 Page 11 

会員交流会 in 東京           國弘 秀人 

 昨年、11月17日（金）、「アイランダー2017」の

会場準備を終えた後、会場近くの居酒屋にて、祝島

ネット21会員交流会を行いました。当初はアイラン

ダー最終日の夜に予定していましたが、この日の方が

多くの会員が集まれるということで、アイランダー前

日の会場準備後に変更になりました。 

 交流会には会員5名と元会員1名が参加し、親交を

深めました。普段はなかなか会えない会員同士です

が、昔の祝島のことなど話しつつ、和気あいあいと楽

しい時間を過ごすことが出来ました。 

 他の地域でも、このような交流会が開催できれば…

ということで、今年5月に山口県周南市で会員交流会

を開催します。詳しくは「お知らせ」のコーナーをご

覧ください。皆様のご参加をお待ちしています。 

 さて、今年の冬は、思いのほか寒い冬になりまし

た。ちらちら雪が舞うことがあっても、なかなか積も

らない祝島ですが、めずらしく一夜明けると銀世界と

降り積もりました。誰も歩いていないと思った雪の上

に猫の足跡があったり、屋根から伸びていた氷柱、そ

れに練塀の雪化粧など、なかなか趣があり、寒かった

けど、カメラを持って歩き回りました。井戸の上の雪

がもったいないほどきれいに思えて、思わず童心に

戻って小さい小さい雪だるまを作ってみたり・・。 

しかしながら、お年寄りは、滑って転んではいけない

と思われたのか、ほとんど家から出られていませんで

した。 

 この寒さが引き金となったのか、今年の桜はずいぶ

ん早く、一気に咲きました。お宮の桜、学校の桜、そ

してあちこちの山桜・・遠目に見る桜がとてもきれい

な祝島の桜。かつては、お花見用の御座船を仕立てて

海から祝島を眺めに来られていたとか・・「海上吉野

の千本桜」と言い伝えられた桜色に染まる祝島と、目

の前の海に、賑やかな御座船が多く浮かぶ様子を想像

しただけで春爛漫な気分になれました。 

 さて、祝島は、そろそろ新緑のまぶしい爽やかな季

節を迎えます。 

祝島中学校の校歌碑に咲く桜 

童心に帰って雪だるま作り 

会員交流会の様子 



お知らせ ＆ 募集 

朝の周防灘 

 こないだお正月だったような気がするのに、もう新緑の季節になってしまいました。時の経つのが年々早くなり、

体力は年々衰えていくのを痛感しています。今回は予定より大幅に遅れての発行、深謝いたします。民宿とお店との

二刀流、三月になると民宿のお客さんがぐっと増え、会報作りの体力が残っていませんでした。海を越えて大リーグ

に行っても、二刀流で大活躍しているエンゼルスの大谷選手を見習いたいところですが、やっぱり若さが違います

ねぇ・・。次号からは、せめて、記事作りの取り掛かりを早めにして、遅れないようにしようと反省しております。 

 さて、まもなくゴールデンウイーク。会員の皆さんの中にも祝島に帰省される方がいらっしゃると思います。島に

帰られましたら、ぜひ「くにひろストアー」にお立ち寄りください。楽しみにしています。そして、連休が明けた

ら、初めての企画『祝島アート展 in 周南』を開催します。会員交流会も予定していますので、お近くの方はもちろ

ん、ちょっと遠くの方も、ぜひ会場に足をお運びください。お待ちしております。 

 次号の会報は、9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55号 

発行日：2018年４月18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/ 

■山口県周南市で「祝島アート展」を開催します 

 来る5月11日（金）～13日（日）の三日間、山口県周南市の「ギャラ

リー 三匹の猫」において「祝島アート展 in 周南」を開催します。祝島

ネット21の会員を中心にした、祝島をこよなく愛するメンバーによる絵

画・写真・工芸品等のアート作品展です。さまざまなアート作品を通し

て、祝島の魅力を感じてください。なお、会場にて祝島特産品の販売など

もあります。ぜひご来場ください。 

 【イベント名】「祝島アート展 in 周南」 

 【開催日時】2018年5月11日（金）～13日（日） 

       10時30分 ～ 17時 

 【会場】ギャラリー三匹の猫 （周南市新堀6676-1） 

 【入場料】無料 

 【主催】祝島ネット21 

 

■祝島ネット21「会員交流会」を開催します 

 「祝島アート展 in 周南」の開催に併せて、会場のすぐ隣のレストラン

「ジョリーオックス徳山店」において、祝島ネット21会員交流会を開催します。 

 【日時】2018年5月12日（土）17：30～19：30 

 【会場】ジョリーオックス徳山店 （周南市新堀6676-2 電話0834-22-9813） 

 【会費】2000円程度（アルコール類は実費） 

 【参加申し込み】参加ご希望の方は、4月末日までに國弘までメールか電話でご連絡ください。 

「アイランダー2017」のポスター 


