
第５６号 

祝島アート展 in 周南 1 

祝島アート展を終えて 2 

会員交流会 in 周南 5 

会員リレーコラム 6 

鈴々舎馬るこ 落語会 7 

山田イサオ写真館 7 

千客万来 8 

絵っきー展覧会 9 

にこにこ農園だより 10 

粟島訪問記 11 

お知らせ&募集 12 

編集後記 12 

目 次 

発行日 
 ２０１８年 ９月 １０日 

『祝島アート展 in 周南』 を開催しました 

 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』を開催しました。「祝島ネッ

ト21」の会員を中心とした、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。祝島ネット21のこのような企画は周

南市では初めての開催でしたが、連日多くの方が訪れてくださって、なか

なか盛況でした。さまざまなアート作品を通して、祝島の魅力を伝えるこ

とができたと思います。また会場では、びわ茶、ひじき、よもぎまんじゅ

うなど、祝島の特産品の販売も行い、こちらの売れ行きも好調でした。   

  会場の「ギャラリー三匹の猫」入口 

重村会長も駆けつけてくださいました 
本物に見える「練塀幕」の前でパチリ 

来場者には田頭よしたかさんの 
デザインした栞をプレゼント 

ゆったりとした会場の様子 祝島の特産品販売も好評でした 

周南市長さんも来場されました  「祝島物語」  画・大井しげる 
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「太陽館」の入り口付近。当時の面影はない。 

『祝島アート展 in 周南』 を終えて 

 5月に周南市の「ギャラリー三匹の猫」で開催した

『祝島アート展 in 周南』。表紙のページでは掲載しき

れなかったアート展の詳細と、出展された皆さんの感

想を紹介します。 

 今回のアート展は、吉原妙子さん（写真）、山田イ

サオさん（写真）、大井しげるさん（絵画）、浴野達宏

さん（絵画、陶芸）、國弘秀人さん（写真）、國弘優子

さん（写真、工芸品）、故・出田雅志さん（リサイク

ルアート）の作品を中心に、展示を行いました。その

他、伊達三代子さんの島ネコ写真集や祝島ネット21

の会報も来場者に見ていただけるように展示しまし

た。また、来場者プレゼントとして、田頭よしたかさ

んのデザインした栞を受付でお渡ししました。三日間

の入場者数は推定では300人を超えました。 

 これだけのことが実現できるのは、多彩な会員さん

に協力していただいたおかげです。あらためてお礼申

し上げます。また、アート展開催に際しては、「ギャ

ラリー三匹の猫」の吉原社長はじめスタッフの皆さん

に大変お世話になりました。感謝申し上げます。 

 

 

 初めてイベントに参加しました。自分で飾りつけを

して、公の場で見てもらうのは、初めての経験でし

た。飾りつけはどのようにしよう？どの写真がいいか

な？わくわくしながらの事前準備も、とても楽しかっ

たです。たくさんの写真の中から展示写真を決めるの

が一番大変でした。 

 会場は思ってたより広く、綺麗で立派な会場でし

た。前日の準備は皆さん、手際よくされていて、さす

がだな?と思いました。主人が一緒に飾りつけをして

くれたので、何とかできました。皆さんそれぞれ個性

豊かな展示で、素晴らしかったです。写真や絵画・焼

き物・リサイクルアート、祝島の特産品の販売もあ

り、私自身、とても楽しかったです。 

 会場に来られた方の反応が気になりましたが、足を

とめて、熱心に見て下さるのが凄く嬉しかったです。

褒めて下さったり、アドバイス下さったり、色々勉強

になりました。最終日にはお客様ともだいぶ話せるよ

うになりましたが、もっと積極的に接客できたらよ

かったなと反省しています。友達も遠く周南まで見に

きてくれたり、サプライズでお花を届けてくれた友達

もいました。6人の孫達もみんな見に来てくれ、感動

でした。交流会も楽しく、とっても美味しかったで

す。 

 今回、皆さんと一緒に貴重な経験ができた事、本当

に感謝の気持ちでいっぱいです。ありがとうございま

した。これからも、祝島に帰り、好きな写真を撮り続

けていこうと思います。      （吉原 妙子） 

 

 

吉原さんの作品展示 

お孫さんたちが「練塀幕」の前で記念撮影 

伊達さんから届いた祝花 
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 この度「祝島アート展in周南」に写真部門で参加し

ました山田イサオです。皆さんお疲れ様でした。イベ

ントを終えてちょっと感じた事を書いてみますと、

もっといろんなジャンルのアートが展示出来ていれ

ば、まだ盛り上がったのではないかと思いました。そ

れと会場のＬＥＤのライトが明るかったので良かった

です。（特にモノクロは暗くなるので） 

  １つ気になったのは、ギャラリーの関係者の方が、

展示し終わった作品を作者の許可をもらわずに位置変

更していたのはどうかな？ と感じました。 

 最後に伊達さん祝花ありがとうございました。本当

に会場が華やかになっていましたよ。 

 またアート展開催する時は、新作を展示出来るよう

にがんばりま～す。       （山田 イサオ） 

 

 

 今回が初のこのイベント。どうして今までなかった

のか、と思うくらい面白い企画。通常のギャラリーよ

りかなり広めにもかかわらず、多くの制作者が作品を

持ちよると、床から天井までの写真展示などで、熱気

いっぱいに！ 私は絵と焼き物を出展させていただき

ました。 

 来場者も、これまた熱い祝島ファンでごった返し、

あっちで談笑、こっちでも談笑。天下に誇れる海産物

や神舞神事、練り塀の小道など、まだ行ったことがな

い方々に対しても、最高の宣伝になったと思います。 

 こういう企画は、2年に一度くらいできれば素敵と

思うし、場所を変えながらやるのも良いかと、次は岩

国、防府、関西地区でも・・。 

 皆様、期間中をはじめ準備や後片付けもお疲れ様で

した。楽しかったです！      （浴野 達宏） 

 

 

 退職して、”笑文字展”は開いていたものの、”絵画

展”の方はとんとご無沙汰中のところへ、出品のお誘

いを受け、これ幸いでした。 

 祝島の皆様にもお会いでき、お陰で新たなエネル

ギーが湧いてきました。ありがとうございました。       

                （大井 しげる） 

 

山田さんの作品展示 

浴野さんの作品展示 

展示準備が終わって 

大井さんの作品展示 
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 秘かな念願だった祝島ネット21の会員での祝島

展。しかも祝島ではない場所での開催、やっと実現で

きました。日程もありがちな2日間ではなく、平日も

含めた3日間として、より多くの方に来場いただけた

ように思います。 

 祝島を知らない方々に、写真を観ていただいたり、

特産品を手に取っていただいたりしながら、島を紹介

できたことは大きな収穫でした。また、多くの祝島出

身の方々やそのお子さん、お孫さんなどが来場くだ

さったり、祝島の学校に勤務されたことのある先生方

がお顔を見せてくださったこと、そのようなみなさん

が、この会場で話し、笑い、懐かしい思い出話に花を

咲かせて下さった・・みなさん、いきなり声も表情も

若返るんですね～そんな様子を見るにつけ、嬉しく

て、準備の大変さなんて吹っ飛んで、「あぁ、やって

よかった」と、胸が熱くなりました。 

 今回参加された会員さんだけが特別なのではなく、

一人ひとりが何かしら得意なものを持つ素敵な会員さ

んばかり。ぜひ次の機会には、より多くの会員さんの

参加を期待しています。       （國弘優子） 

 

 

 祝島の魅力をたくさんの人に知ってもらおうと企画

した今回のアート展。出展された皆さん、お疲れ様で

した。このような展示が初めての方も、慣れている方

もいらっしゃったと思いますが、こうして皆さんの作

品が集まると、バラエティに富んで楽しいですね。お

かげさまで300名以上の方が来場され、また新聞や

地元ケーブルテレビなどでも紹介され、祝島の魅力を

発信できたと思います。 

 今回展示した私の作品は、今までどこかで展示して

きたものがほとんどだったので、次回開催する時は、

ぜひ新作を増やしたいと思います。 

 それから、義理の叔父にあたる出田雅志さん（故

人）がとても器用な方で、リサイクルアートと称し

て、ダンボールや布きれ、新聞紙、砂などを使って、

さまざまな作品を制作していました。今回、その作品

の中から、秋祭りの「ヤーサー」と「鳥居山」の模型

と、祝島の懐かしい風景の立体画を展示させてもらい

懐かしい田中先生ご夫妻を囲んで 

國弘優子さんの作品展示 

國弘秀人さんの作品展示 

出田さんの作品展示 
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ました。叔母も島の同級生と一緒に見に来ていました

が、叔父さんの作品が日の目を見て嬉しそうでした。 

 最後に、祝島関係のイベントを開催した時に、いつ

も感じるのですが、祝島出身の皆さんが必ず会場に来

てくれたり、知人に紹介してくれたり、いろいろと協

力してくれます。とてもありがたく思いますし、祝島

の出身者の郷土愛をひしひしと感じるのです。今回も

島の出身者や島に縁のある方が何人も訪ねて来て下さ

いました。そのたびに、懐かしい話に花が咲きまし

た。そういう時間は私にとって至福の時間なのです。 

                  （國弘秀人） 

 

 

 

 

会員交流会 in 周南           國弘 秀人 

 5月12日（土）、『祝島アート展in周南』に合わせ、

会場近くのファミリーレストラン「ジョリーオックス

徳山店」において、祝島ネット21の会員交流会を開

催しました。交流会には、地元山口県在住の方を中心

に、はるばる東京からも1名、総勢11名の会員が参

加し、さまざまな話題で盛り上がりました。 

 初顔合わせの方がおられると、新鮮な空気が流れ、

次第に打ち解けていきました。普段なかなか顔を合わ

せることのないみんなが集える場が必要だなぁと感じ

ました。楽しく美味しい、あっという間の2時間。参

加された皆さん、ありがとうございました。 

女子チーム 

男子チーム 

地元周南市のケーブルテレビで 

アート展の紹介番組が放送されました 

瀬戸内タイムスの記事 

毎日新聞の記事 
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会員リレーコラム（5６）    ～ 大井 しげる 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、1972年～75年の４年間、

祝島中学校に赴任されていた大井しげる先生です。 

 こんにちは。上の写真は最近の活動として、退職し

て考案した”笑文字（えもじ）”の描き方講座を地元

公民館でしているところです。周防大島を皮切りに、

各地に出向いては小学生から大人まで教えておりま

す。最後に必ず自作の歌を歌うので、”笑文字アーチ

スト”ということです。 

 1972年、祝島中学校に赴任した年が丁度「神舞」

の年でした。感激の余り、神舞小屋での舞いをずっと

スケッチしたのでした。これらのスケッチを元に色々

と墨彩画や版画等の制作をしております。 

 本来の画家としての活動は、祝島公民館での初個展

を皮切りに、退職する

まで４年に１回（まる

で神舞のように）の割

で個展を行っていまし

た。テーマはやはり”

祝島”です。退職して

すぐ、笑文字のライブ

と歌のライブと、絵画

展の3点セットの展覧会

を、祝島公民館にて開

かせていただき、幸せ

ました。その節は大変

お世話になりました。 

 今後は、大きめの油彩画（テーマは“練塀”）の制

作に向け、案を練っているところです。祝島は至る所

すべてが絵になります。 

 ・・・というわけで近況報告でした。ではごきげん

よう。 

 

 

青い青い空の色は  

海の色になる 

寄せては返す白い波 

やさしい風が吹く 

 

おだやかな青い海 

やさしい風が吹く 

春の日差しをあびながら 

干し魚がユラユラ・・・ 

 

ネコがポツンとつぶやいた 

干し魚見上げ 

おいしい魚をいつまでも 

いつまでも食べていたいと 

 

波がパシャンとうなづいた 

そして願ってる 

いついつまでもこの青が 

青いまんまでありますように 

 

（祝島ライブで歌った「やさしい風」前半です） 

大井しげるさん 

神舞スケッチ（エンピツ） 
公民館の見える風景（マジック、水彩） 

※先日の『祝島アート展in周南』出品の油絵の元に 

 なったスケッチです。 
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山田イサオ写真館（１3）  『親子』                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。 

『親子』 

 

 三浦へ行く目的は、レンタル自転車で運動

とブタの親子を撮影する事です。 

 「ブタの赤ちゃんが生まれたよ」と島民か

ら聞くとすぐ撮りに行っていましたが、今は

ほとんどいないと聞き、さみしいですね。 

 私も島に行かなくなり10ヶ月、島の方に

顔を忘れられるのではないかと、ちょっと不

安な今日この頃です。 

 

  祝島ネット21では、防府市出身の落語家・鈴々舎馬るこさんをお招き

し、上関町で落語会を開催します。大いに笑って、上関町を元気にしま

しょう。たくさんの皆様のご来場、お待ちしています！ 

 

◎「鈴々舎馬るこ 落語会 in 上関」 

  日時：2018年10月28日（日） 13:00開場 13:30開演 

  出演者：鈴々舎馬るこ（防府市出身）、めおと楽団ジキジキ 

  場所：上関町総合文化センター（多目的ホール） 

  入場料：（前売り）大人3000円、高校生以下1000円 

       （当日）大人3500円、高校生以下1500円 

  主催：祝島ネット２１ 共催：光がんざき亭 

  後援：上関町教育委員会、Ｋビジョン、瀬戸内タイムス 

◎チケット購入は、國弘（090-8069-5066）までお問合せください。 

◎このイベントは、会員の齋藤まゆみさんが主宰する「光がんざき亭」と

の共同プロジェクトになります。 チケット販売、当日の会場スタッフの手伝い等、協力をお願いします。 

 

◎「鈴々舎馬るこ 落語会 in 祝島」 

  日時：2018年10月30日（火）14:00開演  場所：善徳寺  出演者：鈴々舎馬るこ 

『鈴々舎馬るこ 落語会』 を開催します  
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 暑い暑い夏が今年は早くからやってきました。最高

気温が35度を超えると高温注意情報が流れ、じりじ

りと肌を焼く音が聞こえそうなほどの暑さ。まぶしす

ぎる日中、畑仕事などもってのほか、湯気が立ち上る

ような道には誰の姿も見当たらず、島ネコもあちらこ

ちら散らばって、うまく日陰に納まっている有様。体

温より高い気温を身をもって感じた夏でした。 

 

「やれ、ぬくいのや」と汗をふきふき、顔を真っ赤に

して来てくれるおばちゃんたちは、お店に入るなり、

丸椅子に腰を掛けます。 

「まぁ、なんか飲ませんさい」そう言うて手に取るの

は、リポDやヤクルト、小さな箱の豆乳やジュース。

一息で飲んで落ち着いたら、ようよう買い物の話。冷

奴にするお豆腐、インスタントのお味噌汁、蒲鉾や焼

き豚など、調理せんでもすぐ食べられるものを買うお

ばちゃんが増えてきました。 

「暑ぅて（ご飯やらおかずやら）炊くのがいやんな

る」「あ、これこれ。これくらいがちょうどえぇ」

「あぁ、これで今日は炊かんですむ。やれ、嬉し」。

口々にそう言うて手にするのは、100円のお惣菜や

おにぎり、200円のご飯＋おかずセット。 

「買うてくれてありがとう。たまには楽をしんさい」

と、声をかけながら手渡しますが、いつになく疲れた

顔を見ると、ちょっと心配になります。若そうに見え

てもそれなりに歳を取ってるのになぁと思いつつ、

「できる人がやる」という老々介護が当たり前になっ

ている祝島の状況をひしひしと感じます。よう動いて

くれるおばちゃんたちにも、たまにはお休みをあげた

いなぁと思うけど、なかなか・・。せめてお店でひと

息して、笑うて帰ってもらえたらと思います。 

 

 夏と言えばアイス！ここ数か月間、お店の戸が開く

たんび、「アイスはあるかねぇ」との決まり文句を聞

かん日はなかったほどです。買い出しから帰ってきて

冷凍庫がアイスで満タンになったのも束の間・・2日

間で売り切れになってしもうたこともありました。い

ろんな種類のアイスの中から選んでもらえるうちは楽

しそうですが、あっという間に種類が少なくなり、

空っぽになってしもうたら、がっかりした顔を見んと

いけんで、せんないことでした。 

 このところのブームは、冷たいもの繋がりでチチヤ

スヨーグルト。くにひろストアー開店の時に、子ども

の頃から好きだったチチヤス牛乳を仕入れることがで

きたらいいなぁと思っていたら、話がトントン進ん

で、おかげでパンやお豆腐などの日配品もお願いでき

る卸屋さんに行きついたのでした。牛乳と一緒にヨー

グルトを仕入れてみたら、ヨーグルトが好きなおば

ちゃんたちが案外多くて、喜んでもらえてます。 

「くにひろに行ったら、めずらしいもんがあるよ」

「あのヨーグルトがうまぁのや。あんたも食べてみん

さい」そんな会話のやり取りで、遠くから買い物に来

てくれるおばちゃんも増えてます。恐るべし・・い

え、嬉しいかな口コミ効果！ 

ところが先日、ヨーグルトを広めてくれてたおばちゃ

んがせっかく買いに来ちゃったのに、すでに売り切

れ。「今、診療所に行ったら、ここのヨーグルトが美

味しい言うて聞いたけぇ来てみたんじゃが・・」と、

ちょっと前に時間差で3人ほどのおばちゃんが買いに

来られたとこじゃったのです。 

「わたしが教えちゃげたのに、はぁないんかね。一緒

に行こう言うたのに、先ぃ来たんじゃねぇ」と、残念

そうに帰って行かれました。店主はニコニコ顔で、早

速注文の数を増やしてました。  

 

 「ありゃあ、ないかねぇ？」「なに？」「名前を忘れ

たぁ。サラダに入れる長いの」「マカロニかねぇ、茹

でて入れるの」「そうそう、それじゃあ」「あるよ、こ

こに」「これこれ、つい名前が出てこんのんじゃぁ」 

「あんたとこに、ありゃあないかね？」「はい、なん

でもあるよ。なんじゃろうか？」「赤やろ、黄色やろ

＜連載＞ 千客万来 （４）                    國弘 優子 

初めてのおつかい。「アイスください」 
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絵っきー展覧会（2５）  『夜明けとともに』           エッキー浴野 

 『夜明けとともに』  B2サイズ  パステル画 

まだ太陽は見えない早い朝。漁船はすでに活発に出入りしている。 

東の空が色づき始める。 

宇宙の回転につれて、空も海も時々刻々とその色を変化させ、巡る。 

そのスピードに遅れないように必死に画材を握り、 

描きとどめようとする私に朝風が優しく吹いてくる。 

の・・」「マジックかねぇ？」「いんや、こうやって巻

くの」「ビニールテープ？」「そう、それそれ」「何色

がえぇ？」「黒は、いけん（ダメ）。験（げん）がわり

い。赤と黄色と、緑にしちょこう」「はいはい、あり

がとうございます」 

 謎解きのような会話は、しょっちゅう。そのたんび

に、大笑いすることもまま。そうして、帰り際に、ふ

と目をとめられる「ぼけない五ヵ条」。毎度お決まり

のように、壁に貼ってあるのを声に出して読んでは自

問自答し、 笑み栄ゆ・・。みんなが笑うては、福を

呼び込んでくれよる気がします。  

 「他に買うもんはなかったかのう・・ 

まぁえぇわ、忘れもんがあったら、また来るわぁ」

「ありがとう。また来

てください」「はい、ま

た来るよ」 

毎日のこと、この繰り

返しがお店を続ける励

みになってます。 

 

 あぁ、今日もまた、

目尻のしわが増えた気

が・・。 
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 昨年1年間は、忙しさに感けて「にこにこ農園」

に、ほとんど行くことができませんでした。ご報告が

できず、申し訳ないことです。 

 農園までの道が崖崩れを起こしたり、その補修で道

にコンクリートを流したりもしたらしいです。そんな

中、吉原さんだけは、時折草刈りに出かけてくださ

り、先日は「落花生を植えてみようと思う」と言われ

ていたので、ちょっと楽しみにしていました。 

 しかしながら、今年の夏の尋常ではない暑さに、ど

うなったじゃろうか・・と気を揉んでいたところ、吉

原さんの奥さん・妙子さんも島に帰ってこられ、ご主

人と一緒に農園へ行って来られました。汗びっしょり

になった妙子さんが、くにひろストアーに寄って下さ

り「落花生の花が咲いてたのよ。あんなに暑かったか

ら諦めてたんだけど」と嬉しそうに報告くださいまし

た。秀人さんもわたしも嬉しくなって、落花生の話を

していました。「落花生って、文字通り、花が落ちたと

ころから地中に茎が伸びて実が生るんだよね」と。そ

の会話を聞かれて、もしやと思われたのかもしれませ

ん・・しばらく書いてない会報の農園だよりの原稿を

お願いしたら快く引き受けてくださったのですが、翌

日、なんとも楽しいメールが届きました。 

 

 思わず秀人さんと二人で「楽しいメールじゃねぇ」

と、笑ってしまったのですが、じつはわたしも落花生

が地中に生るのだということを知ったのは大人になっ

てからでした。木の上に殻付き落花生がたわわに実る

風景を想像していたのに、よもや地中に埋まっている

なんて・・いえ、地中で育って泥もぶれになっている

落花生を引き起こした光景を見た時、自分の中では世

紀の大発見をした感があって、人生まだまだ学ぶこと

は多いと思ったものでした。まさに、「落ちた花が実に

生る」のが、「落花生」なのでした。 

 

 余談ですが、岩国の特産・蓮根についても同じよう

にびっくりしたことがありました。確か二十歳の頃、

電車の車窓に広がる蓮根畑に、ふと目を向けたら、お

じさんが蓮根を掘り起こしたのです。大根のように縦

に伸びていると思っていた蓮根が、横に伸びている状

態で鍬に掘り起こされたのですから、もうびっくりポ

ンでした。思わず、「あっ！」と声をあげて、隣席の知

らない方にびっくりされて恥ずかしかったことが昨日

のことのようです。笑い話になりましたが、あの時の

衝撃は忘れられません。 

 

 にこにこ農園ではないのですが、近所の畑に先日の

雨の前、タイミングよく大根の種を蒔いたところ、1

週間ほどで、もうすくすくと芽が出て育ってくれてい

ます。民宿では、一年中大根が必要だし、冬にはかん

ぴょうを切るので、いくらあっても助かります。 

 この秋冬こそ、まめに農園に行って作業をしたいと

思いますので、ぜひ皆さんご一緒しましょう。 

祝島ネット２１ 「にこにこ農園」 だより（３）             國弘 優子 

 落花生でないようです(*_*; 
 
 にこにこ農園の落花生の事が気になったので、今調
べてみました。  
 ホームセンターで見た落花生の苗とは違ってたの
で、少し変だとは思ったのですが、同じのが揃って生
えてて、落花生だと思ってしまいました。水も肥料も
あげてないので、育ってくれてすごいと感動したので
すが、ただの雑草ではないかと思います（笑） 
暑い中、一生懸命、周りの草を刈って、綺麗にしたの
に～ 
 祝島通信には載せられず、残念です。ごめんなさ
い。来年再挑戦ですね。 
農園は雑草だらけですが、主人がまた今度刈りに行く
と言ってます。 取り急ぎお知らせまで。 
あ、落花生と思った写真送りますね。    妙子 
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 6月30日と7月1日の二日間、全推連（全国離島振

興推進員連絡委員会）の理事会と視察・意見交換交流

会で、新潟県の粟島に行ってきました。 

 粟島は日本海に浮かぶ周囲23km、人口は約350

人（祝島とほぼ同じ）の離島です。本土から粟島に渡

るには、高速船

とフェリーがあ

ります。今回は

高速船に乗りま

したが、定員は

170名で「いわ

い」の4倍くら

いの大きさでし

た。粟島に上陸

して、一番驚いたのは、民宿の数がすごく多いことで

す。その数およそ30軒。港の近くには、ずらりと民

宿が並んでいます。「そんなにお客さんが来るのだろ

うか？」と思ったのですが、ピーク時よりは減ったも

のの、今でも年間2万人もの観光客が島を訪れている

のだとか。なぜそれほどの人が、この島にやって来る

のか？現地の人に

尋ねてみると、昔

から、米どころで

ある新潟県の人た

ちの風習として、

田植えや稲刈りが

終わった後で、島

に来て宴会をして

いたとのこと。新

潟県の離島は、佐渡島以外には、この粟島しかないの

です。 

 でも、島を巡ってみると、理由はそれだけではな

く、観光地としての施設がひと通り揃っていることも

要因だと思いました。海水浴場、温泉施設、おみやげ

店、観光遊覧

船、釣り、バー

ドウォッチン

グ、サイクリン

グ、名物料理

「わっぱ煮」

等々、「誰が来

ても、それなり

に楽しめる。」

という印象を受けました。 

 粟島は、１島で粟島浦村という１つの自治体であ

り、コンパクトなコミュニティを活かして村長さんを

中心に島の将来を考え、さまざまな施策を実行されて

います。観光地としての施設整備もその一つだと思い

ます。医療については、常駐の医師は50年間いない

状態のようですが、村営の診療所に看護師2名が常駐

し、本土側の総合病院と提携してテレビ診療を行って

いるとのことでした。また移住者の受け入れも村役場

が窓口になってサポートしており、島外から小中学生

を受け入れる「しおかぜ留学」の制度もあります。 

 祝島は粟島と違って、上関町という自治体の中の１

地区であるため、なかなか島内だけの意見では物事が

決められないのですが、粟島での取り組みは学ぶべき

ものが多いと感じました。 港の近くには民宿がずらり 

定期船乗り場が変わりました 

 今年5月8日から、祝島の定期船乗り場が変わりま

した。乗船場の場所が今までの中波止から公民館沖の

埋め立て地に移り、浮桟橋になりました。 

 スロープを使って乗船・下船ができるため、お年寄

りや車イスの方でも安全に乗り降りができるようにな

りました。 

 なお、現在はプレハブの仮設待合所（切符売り場）

を使っていますが、今年度中には新しい待合所が建設

される予定とのことです。 
新しい定期船乗り場 

新潟県・粟島（あわしま）訪問記                   國弘 秀人 

島までは高速船で55分 名物料理「わっぱ煮」 



お知らせ ＆ 募集 

蔦のからまる農協倉庫 

 今年の夏は全国的に猛暑でしたね。祝島でも、あまりに暑くて、昼間は外に出られないくらいでした。おかげで、

お店ではアイスクリームが飛ぶように売れました。そんな長い長い夏もようやく終わり、やっと少し秋の気配がする

ようになりました。季節の変わり目、体調に気を付けて下さいね。 

 さて、今回は連載の「祝島・記憶の玉手箱」はお休みをもらって、5月に開催した『祝島アート展 in 周南』の話

題をたっぷりと掲載させていただきました。会場に来られなかった皆さんも、誌面から雰囲気を感じてくださいね。 

 そして、この秋には大きなイベントが二つあります。10月には『鈴々舎馬るこ 落語会』、11月には毎年恒例の

「アイランダー」です。どちらも会員の皆さんの協力が必要ですので、よろしくお願いします。 

 今年もアイランダーに合わせて東京で会員交流会を行う予定です。関東地区の会員の皆さん、この機会にぜひ顔を

合わせて、親睦を深めましょう。お待ちしております。 

 次号の会報は、12月の発行を予定しています。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56号 

発行日：2018年9月10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2018」に出展します 

 今年も11月17日（土）、18日（日）の２日間、東京・池袋サンシャインシティに

て全国の島々が集まる祭典「アイランダー」が開催されます。 

 祝島ネット21では、今回も祝島ブースを出展する予定です。皆さん、ご家族・ご友

人を誘って、ぜひご来場ください。 

 【イベント名】「アイランダー2018」 

 【開催日時】2018年11月17日（土）11時～19時 

              18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/ 

◎スタッフ募集 

 今年もブース説明員と会場の準備や片づけのスタッフを募集します。毎年手伝って

いただいている会員の皆さん、今年もよろしくお願いします。また、初めての方も歓

迎しますので、ぜひ応募ください。スタッフ希望の方は國弘までご連絡ください。

尚、今年は会場の準備が当日の朝のみ（入場は7時から）となっています。 
 
■祝島ネット21「会員交流会」を東京で開催予定です 

 「アイランダー2018」の開催に合わせて、今年も東京・池袋にて祝島ネット21会員交流会を開催したいと考

えています。会場等の詳細は決まり次第、別途お知らせいたします。多くの会員の皆さんのご参加をお待ちして

います。 

 【日時】2018年11月17日（土）20時頃からを予定 （場所等は未定です。別途連絡します） 


