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『アイランダー2018』 に出展しました 

 11月17日（土）・18日（日）の二日間、東京・池袋サンシャインシ

ティで「アイランダー2018」が開催されました。今回のアイランダーに

は、全国から約200の島が参加し、84ブースを出展、およそ1万3千人が

来場され、なかなかの盛況でした。 

 祝島ネット21では、今年も祝島ブースを出展し、島のPRを行いまし

た。展示は、おなじみの練塀の背景に、島の風景写真、島ネコ写真集、祝

島の紹介ビデオなどを展示し、祝島の特産品販売も行いました。今回の祝

島ブースのスタッフは島から2名、東京在住の島の出身者が1名、それに関

東地域に在住の祝島ネット21会員の皆さんが5名手伝ってくれました。 

  祝島ブースのスタッフ（初日） 

開会式の様子、来賓の祝辞 

今回の祝島ブースも背景は練塀です 

来場者にパンフレットを手渡し 祝島ブースの様子 

今年は資料コーナーが新設されました  「祝島物語」  画・大井しげる 
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＜連載＞ 祝島・記憶の玉手箱（1６）  ～想い出の 「太陽館」 Part2～ 

                               語り部 ： はんやん 

 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、はんやん（90才）に、戦後に祝島にあった劇

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。会報55号で太陽館の話を載せたん

ですが、それを読まれて、「太陽館のことなら、まだ語

りたいことがある」ということで今日は、はんやんさん

に来ていただきました。どうぞ、よろしくお願いします。 
 
はんやん：祝島も太陽館がある頃が一番面白かった

ねぇ。終戦後じゃし。芝居も来るしねぇ。今も劇場があ

りゃあ、ときどき芸人が来るはずじゃがねぇ。 
 
司会：そうですか。 
 
はんやん：だいぶん入りょーったろうねぇ。太陽館は。

何人くらいかねぇ・・。そいてあの、映写機を持って・・

なんとか爺・・ズンボー爺ゆうちゃあ言いよった。 

そいて観にゃあ行きょーったぁ。 
 
司会：子どもの頃ですか？ 
 
はんやん：そう。子どもは止められちょったんじゃが、

ちょろったー入りよったぁ。そいて、あくる日にゃあ先

生に叱られるんじゃぁ。（笑） 
 
司会：見つかって？ 
 
はんやん：それ。子どもじゃけえ、告げ口をせるんじゃ

あ、「あれが入っちょった」いうて。 
 
司会：いつの時代にも、そういう子がいるんですね。 
 
はんやん：昔の先生は殴りょーったけえねぇ。今なら大

問題じゃが。頭の上へコブができるほど叩かれよっ

たぁ。棒剣でしばくんじゃけえ。 
 
司会：はぁ、痛そうですねぇ・・。 
 
はんやん：ほいて、泣く泣くいんで、親に言うたら、「何

をせたんか？」言われて、「先生にやられた」言うたら、

「お前が悪りい」いうてまた叱られるんじゃぁ。（笑） 
 
司会：あはは、楽しい言うか、痛い想い出ですねぇ。 
 
はんやん：昔は青年団があって、いろいぎょうなことを

せよーったんじゃぁ。面白かったで。 
 
司会：たとえば、どういうことをされてたんですか？ 
 
はんやん：楽団もやりょーったのう。ここは中央で「つ

ばめ」いう楽団があった。東が「さくら」で、西が「流

星」いうんじゃぁ。 
  
司会：はんやんさんも楽団に入ってた？ 
  
はんやん：わしは西じゃったんじゃが、楽団は「つばめ」

に入っちょったんじゃあ。歌は上手じゃったよ（笑）。

昔の歌じゃがね。『誰か故郷を想わざる』とかねぇ、あ

んとな歌ばっかり。 
 
司会：へぇ。聴かせてもらえますか？ 
 
はんやん：今日は歌わん（笑）。 
 
司会：ありゃ残念。 
 
はんやん：楽団なら中の「つばめ」が一番上手じゃった

んじゃないかのう。（笑） 
 
司会：太陽館で、今日は「つばめ」が出演する日とか、

そういうのがあったんですか？ 
 
はんやん：いいや、三つの楽団が一緒に出るの、同じ日

に。遅い時には、12時頃までやりよったんじゃなあかの

う。 
 
司会：夜の12時まで？ 
 
はんやん：はあ。みんな着飾ってねぇ。あはは。あそこ

を貸し切るんじゃけえ。 
 
司会：その時の写真は残ってないですか？ 
 
はんやん：写真はなかろう。 
 
司会：それは残念。見つ

けたらぜひ見せてくださ

い。 
 
はんやん：いつも満員で

ねぇ。司会者がおって、司

会者も上手じゃった。 
 
司会：へぇ、楽しそうで
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すねぇ。はんやんさんは歌だけ？楽器も何かやってたん

ですか？ 
 
はんやん：ギターをちょっとねぇ。ほいじゃが、あんま

り出だったねぇ。楽器は下手じゃったけえ。 
 
司会：そうですか。 
 
はんやん：楽器は石丸先生が上手じゃったんよ。あれが

アコーディオンやらトランペットやらやりよった。ア

コーディオンは、光明寺へ行ったらある思うんじゃが。

のけちょる言よったけえ。ありゃあ何ベースじゃったん

かのう。一番ええのを持っちょったんよ。40ベースくら

いじゃったかのう、本チャンのねぇ。 
 
司会：ベース言うのは何？丸いボタンがいっぱい付い

てるあれですか？ 
 
はんやん：そうそう。こう手風琴のようになっちょる。

そいて、天草のたーぼーさあが、マンドリンが上手

じゃった。こがいなこまぁのを持っちょった。 
 
司会：いろんな楽器を持ってたんですねぇ。 
 
はんやん：ほいてねぇ、佐賀に出よーったいね、時々。 
 
司会：佐賀に行って演奏してたんですか？ 
 
はんやん：はあ。佐賀やら、上関にも行った思うんじゃ

がねぇ。出張せよった。ははは。 
 
司会：へぇ、すごいですねぇ。つばめ楽団は、何人くら

いいたんですか？ 
 
はんやん：何人かのう、20人くらいかのう。つばめじゃ

あ高岡のおじさんが上手じゃったねえ。 
 
司会：歌が？ 
 
はんやん：うん。あのじいさんはねぇ。ありゃあものす

ごい上手じゃったねぇ。歌っても、今でも上手じゃろう

ねぇ。好きじゃったんじゃろう。面白かった、あの頃は

ねぇ。 
 
司会：観客も多かったですか？ 
 
はんやん：はぁ、観る者もおいい。無料じゃからねぇ。

練習中にもねぇ、よう観よったぁ。あの国広でや

りょーったんじゃぁ。中郷のねぇ。あしこでやりょーっ

た。寸劇やろうねぇ。 
 
司会：えーっ！そういうこともやるんですか？ 

 
はんやん：わしも

よ う 劇 に 出 た

ねぇ。 
 
司会：へぇ～、寸

劇ですか、面白そ

うですねぇ。 
 
はんやん：はぁ。

『裏町人生』いう

のに出たことがある。今でも覚えちょるねぇ。 
 
司会：どんな劇だったんですか？ 
 
はんやん：何かこう、兄と弟がねぇ、街頭でギターを弾

いてねぇ、流しをやる劇じゃった。 
 
司会：それは祝島の誰かが台本を作ったんですかね？ 
 
はんやん：元の話があるはずじゃがねぇ・・。自分らで

作ったんかもわからんねぇ、あの石丸先生らがねぇ。 
 
司会：多才な人が揃ってたんですねぇ。 
 
はんやん：人間が多かったけぇねぇ。ほいじゃが、石丸

先生は、ありゃあ上手じゃったねぇ。音符でやりょーっ

たけえねぇ。他の者はあれいね、譜面を読むようなぁお

らん・・思うがねぇ。 
 
司会：そうですか。 
 
はんやん：面白かった、あの頃はねぇ。ここにも有名な

あれが来よーったいねぇ・・杉山昌三九とかいうのが

ねぇ。 
 
司会：芝居の？ 
 
はんやん：はあ。終戦後じゃけぇねぇ。都会の方は食糧

事情が悪かったんじゃろうねぇ、あの頃は。そいでここ

に来たら、結構食べられるけぇ。芝居は、田舎を回

りょーった。 
 
司会：なるほど、それでね。 
 
はんやん：ええ役者が来よーったんよ、映画に出るよう

ながねぇ。 
 
司会：そうですか。終戦後の祝島、いろいろと苦労する

ことも多かったんでしょうが、賑やかで楽しい時代、そ

の中心が「太陽館」だったんですね。今日は楽しいお話

をありがとうございました。 
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祝島のお話会 in 不思議なレストラン・クッキングハウス     國弘 優子 

 いつかきっと行きたいと思っていた、東京・調布の

「クッキングハウス」。ここは、心病む人たちが安心

できる「居場所」なのです。30年も前、この居場所

をつくられた松浦幸子さんと縁あって繋がることがで

き、一昨年の夏には、祝島に来てくださった松浦さ

ん。初めてお会いするのに、以前から知り合いだった

ような・・優しいお姉さんみたいな方で、お話しする

だけであったかくなった・・そんな素敵な方でした。 

 昨年のアイランダーで、「来年はきっといらしてく

ださいね」と、祝島の話をする場を企画してくださ

り、招待してくださいました。本当に実現して、夢の

よう・・感動の連続でした。 

 アイランダーの出展を終えて、翌朝のラッシュ、満

員電車に揺られながら池袋駅から調布駅に着いたの

は、9時過ぎ。電話をしたら、松浦さんが走ってお迎

えに来てくださいました。数分歩くと、黄色いのれん

の「クッキングハウス」が見えてきて、「やっと来た

んだ～」と、じわじわ実感がわいてきました。ご挨拶

だけと、顔をのぞけると、みなさんが笑顔いっぱいの

お出迎え。緊張と嬉しさとで、顔がこわばっていたか

もしれません。 

 次に案内された２階の「クッキングスター」では、

みなさんが描いてくださったという、とっても可愛い

歓迎の絵と言葉が迎えてくれました。迎えてくれたの

は、それだけではなく、一足先に祝島から到着してい

たたくさんの鯛たち。新鮮なお魚を味わってもらいた

いと祝島から鯛を送っていたのですが、普段から一匹

物のお魚を捌くなどめったにないことで、みなさん困

惑気味・・ということで、着くなり、秀人さんと二

人、さっそく鯛のシゴを始めたのでした。クッキング

ハウスのみなさんとお客さんとで40食分くらいは必

要だとのことで、鯛のぷりっぷりの身だけじゃなく、

頭も骨も捌いた端から大きな鍋で煮付けられ、美味し

い「鯛そうめん」に変身していきました。 

  クッキングハウスのクッキーとお茶をいただい

て、しばし休憩。ほんの少し周りが見えてきました。

大勢で一緒に料理ができそうな厨房、数十人が座って

ゆったりお話しできそうな可愛らしい椅子には、温か

そうなクッションや座布団が載っていました。スク

リーンとプロジェクターも用意してくださってまし

た。前の晩にできあがった、ビデオを観ての皆さんの

反応はどうだろうと、ちょっとだけ心配が頭をよぎり

ましたが、いやいや、きっと笑ってくれるだろうこと

を期待して、もう居直りの気分。 

 11時半ごろ、１階に移動して、お昼ごはん。今日

のランチメニューは、めいっぱいの祝島料理でした。

ひじきごはんに、かんぴょう（寒干し大根）とサツマ

イモのお味噌汁、白菜と竹輪の煮物、ジャガイモのカ

レー風味、キュウリとビーツの漬物。そうして、なん

といっても鯛そうめんの美味しかったこと、美味し

かったこと！みなさんが美味しそうに食べてくださっ

てて、本当に嬉しかったです。あとで思えば、鯛を

もっと均等に切り身にしておけばよかったと、ちょっ

2016年8月 祝島にて 左が松浦幸子さん 

クッキングハウスの「幸せの黄色いのれん」 

松浦素子さん（幸子さんの娘さん）が描いたイラスト 
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ぴり後悔。しかも、わたしの切り身は、普段食べたこ

ともないほど大きく、後悔頻りでした。 

  「おいしいね」から元気になる場「不思議なレス

トラン」は、安心して食べられる自然派家庭料理のお

店です。日替わりランチ、1000円。作ったおかず

を、みんなで分け合って無くなったら、ランチ終了な

んだそうです。ちなみにこの日の祝島ランチは全部で

45人のみなさんが召し上がられたとのことです。み

なさんが自分のペースで食べられてて、笑顔が生まれ

るこの居場所、こんな素敵な居場所をつくられた松浦

さんは、ホントに素晴らしい方です。 

 食事の後、2階に上がって「祝島のお話会」はじま

り、はじまり～♪いきなり話すといっても何から？っ

てことで、まずは、この日のために制作した２本の映

像を初公開。プロモーションビデオを観ていただきま

した。「祝島の紹介」は約3分・・ごくごく普通に、

祝島の青い海と白い練塀、愛嬌のある島ネコたち、神

舞、会場でも配られた特産のみかんやびわの映像が

次々と「岬めぐり」の曲にのって、ゆったりと流れて

いきました。次に、「民宿くにひろ劇場」約5分・・

こっちは、かなりハチャメチャ。民宿でのわたしたち

の奮闘ぶりを季節を追ってまとめたもので、「手紙～

拝啓、十五の君へ～」の曲にのせて、島での暮らしを

観ていただきました。ドッキリ！ではないけれど、松

浦さんが祝島に来られた時、一緒に撮った写真を入れ

てたら、一番びっくりされたのは松浦さん本人でし

た。大きなスクリーンに映し出されて、照れくさい反

面、祝島のこと、民宿のこと、わたしたちのこと、み

なさんによくわかっていただけたかなぁと。そして松

浦さんの先導で、島での暮らしから大きな問題である

原発の話、過疎化、高齢化、病院の問題など、いろい

ろお話しすることができました。それらについて、質

問をいただいて答えたりする中で、自分たちも得るも

のがあったように思います。 

 予定の時間をかなりオーバーしてしまいましたが、

最後に、一人ひとりから自分の想いをのこもった嬉し

いお言葉をいただきました。30人ほど集まってくだ

さった方々は、遠くから足を運んでくださった方や、

実際に心の病気を持っている方、自分も島育ちだった

とか、家族に電力会社の人がいると申し訳なさそうに

言われた若者、祝島に来られたことがある方など様々

な方と交流できたこと、とってもとっても有意義な１

日で、みなさんと過ごす時間が過ぎ去ってしまうのが

残念に思うほどでした。 

 この日のたくさんの出逢い、本当に嬉しかったで

す。今度はぜひ、みなさんで祝島に来ていただいて、

交流がより深められたらいいなと思います。 

 

◆クッキングハウスのなりたち 

 1987年、心の病気をした人達が孤立して暮らさないで

いいように、食事作りで交流する場を開きました。5年後、

もっと積極的に心の病気をした側からできる社会参加をし

ようと、玄米食のレストランを開きました。そして10年

後、クッキングハウスは3つの場を持ち、心の病気をした 

たくさんの当事者及び家族のための重要な場に発展しまし

た。30周年を迎えたクッキングハウスは、「小さな居場所

から生きていこうよ」と、今もメッセージを発信し続けて

います。 

 

◆クッキングハウスの理念 

（１）安心して、自分らしさを取り戻せる居場所  

（２）メンバー一人一人が、必ず誰かの役に立っているこ 

   とを、確信できる場所  

（３）弱い人の立場に添った新しい福祉文化を創造する場  

（４）いつも開かれた市民交流の場  

祝島の食材たっぷりのランチ 

お話会の会場「クッキングスター」にて 
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鈴々舎馬るこ 落語会 in 上関＆祝島             國弘 秀人 

 「大いに笑って、上関町を元気にしよう！」と、上

関町室津の上関町総合文化センターおよび、祝島の善

徳寺の２カ所で、落語会を開催しました。出演は、山

口県防府市出身の落語家・鈴々舎馬るこさん。６年前

に祝島寄席に出演していただいたご縁もあり、昨年春

に真打に昇進されたお祝いと、今後の活躍を応援する

気持ちも込めて、「ぜひ上関で落語会を！」と出演を

お願いしました。 

 尚、今回の落語会は、祝島ネット21の会員でもあ

り、光市で落語会を何度も開催されている「光がんざ

き亭」を主宰する斎藤まゆみさんに主演交渉等をお願

いし、祝島ネット21と光がんざき亭との共催という

形になりました。 

◎落語会 in 上関 2018年10月28日（日）開催 

 上関町総合文化センターの多目的ホールにて開催。

出演は鈴々舎馬るこさんと、めおと楽団・ジキジキさ

ん。 

 当日の入場者は

約70名、上関町

だけでなく、柳井

市や田布施町など

の周辺の地域から

も多く来場されて

いました。「初め

て落語を生で聴い

た」と言われる方も多く、馬るこさんの話芸にすっか

り魅了され、「とても面白かった」と、落語の魅力を

発見されたようです。ジキジキさんも、いろんな楽器

を駆使して、熱気あふれるパフォーマンスで、会場を

大いに沸かせてくれました。 

 惜しむらくは、当日がたまたま山口市で開催されて

いた「ゆめ花博」の上関町の日に当たり、上関町内の

多くの方が、花

博に行くため

に、落語会に来

られなかったこ

とです。でも、

周辺の地域から

来られた皆さん

の多くは、せっ

かく上関に来た

のだからと、会場

に隣接する道の駅

「上関海峡」に立

寄られたようで、

道の駅は大いに賑

わっていたようで

す。せっかく、立

派なホールがあ

るのですから、

ここを大いに利用して、小さくてもいいから、数多く

のイベントを開催すれば、上関町をもっと盛り上げる

ことができるのではないかと感じました。 

 一方で、今回のような、チケット販売するイベント

は祝島ネット21としては、今まであまり慣れていな

いイベントで、価格設定、日程の設定、集客方法な

ど、反省点も多くありました。 

 尚、この落語会の様子は、地元のケーブルテレビ

「Kビジョン」でお正月に放送される予定です。詳し

くは、この記事の最後に記載しています。 

 

◎落語会 in 祝島 2018年10月30日（火）開催 

 善徳寺の本堂にて開催。およそ40名の島のお年寄

りや、わざわざ島外から来られたファンが集まりまし

た。 

 まずは、前座の

古まつや紬（こま

つや つむぎ）さん

の登場。彼は山口

大学・落語研究会

の学生で、演目

『時そば』を披

露。うどんを美味

しそうにすするシーンには、おばちゃんたちが「う

ら、上手や！」と、感心していました。さて、続い

て、真打・鈴々舎馬るこさんの登場。「6年前に落語

会をやった時にも来られてた方はいますか？」との問

いに、手がパラパラと上がる。馬るこさん「よくぞ御

無事で」。どっと笑い声が上がる。でも考えてみる

と、6年経ってもこうして元気に落語を聴きに来られ

るというのは、高齢者の多い祝島では、本当の意味で

「よくぞ御無事で」なのです。さて、このあと馬るこ会場（ホール）の様子 

会場のロビーにて、会場係のスタッフ 

会場入口の看板 

前座の古まつや紬さん 
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竹下 薫さん 

（平さんに棚田を案内していただきました） 

さんの落語二席、

大爆笑のうちに終

わり、落語会はお

開きに。笑顔で家

路につくお年寄り

の皆さん一人一人

に声を掛けられる

馬るこさんと紬さ

ん。次に落語会を

やる時まで、皆さんどうぞ御無事で。 

 

◎鈴々舎馬るこさんからの感想メッセージ 

 6年ぶりの祝島。船着場から練塀の小径を歩き、

「民宿くにひろ」へ。チダイの煮付け、タコ飯と、祝

島の海の幸を堪能。コンビニも居酒屋も無いが、「民

宿くにひろ」はWi-Fi環境が整っている。夜は酒を飲

みながら、残りギガを気にすることなく、久しぶりに

ゆっくりと、スマホで映画を鑑賞した。翌日のお寺で

の落語会では、島民の皆様、本土からきた落語ファン

に大いに笑っていただいた。 

 万葉集にも「伊

波比島(いわひし

ま）」と記述のあ

る歴史の深い島で

はあるが、近年は

毎年20人ずつ人

口が減っていると

いう。島民のほ

とんどが高齢者

であるためだ。

そのため、ぜひまた近いうちに落語会を開催していた

だき、皆様のご健勝とご多幸を確かめに来たいと思

う。そして、高台から望む瀬戸内海の雄大な景色に、

再び心を洗われるのだ。 

 

◎古まつや紬さんからの感想メッセージ 

 10月30日、祝島にて鈴々舎馬るこ師匠の独演会が

開かれた。私はそこにお手伝い且つ前座として、縁

あって参加させていただいた。当日は朝６時発の電車

に乗らなければならなかったため、朝に弱すぎる私は

ほとんど寝ずに電車を待った。電車での移動は１時間

半ほどあるし、そこで寝れば良いと考えていた。思う

に、私が朝に弱いのではなく、朝が私に対して強すぎ

るのである。朝日にはいつも苦しめられる、お布団は

こんなにも私を愛してくれているというのに。太陽も

たまには休んでも良いのではないか、せめて年に５日

くらいは。個人的にはお盆辺りがちょうどいい。この

時期は地獄の釜の蓋が開くというし、何より暑いし現

世も地獄っぽくしてみようというわけである。あとは

５月、これはごく個人的な話で今まで嫌なことが多

かった月だからである。私の５月の不幸話はまたいつ

か機会があれば。 

 新山口に降り立って、岩国行きに乗り換えて、東へ

東へ寝ながら移動、徳山駅から車に乗って、海沿いを

ひたひたにひた走り、下松こえて光もこえて、田布施

町こえ平生町こえ入りましたる上関町、それから海沿

いを南へ南へ、到着したるは室津の港、そこから船に

乗り換えて、上関港を経由して、ようやく着いた祝

島！ああ、長い道中であった、記述するのに地図アプ

リがあって助かった、車で送っていただいた石川さん

と地図アプリに感謝。 

 馬るこ師匠はすでに島に到着しており、民宿を経営

している國弘さんに島内を案内してもらった。夏は涼

しく冬は暖かく、台風からも火災からも守ってくれる

石積みの練塀、肝っ玉母ちゃんくらいの安心感であ

る。祝島小中学校で見たキウイの原種の「コッ

コー」、一粒食べると千年長生きするらしい。これを

男女二人で食べ続ければいつの日か逆アダムとイブに

なれるのだろうか。4年に一度の神舞。大分県 ・伊美

から来られる神様、宮司さん、里楽師さんたちを迎え

る海上神事では、船の上、しかも酒樽の上で島の若者

が舞うらしい。舞う人はきっとインナーマッスルの化

身である。いやしかし、猫が多い島であった。常に視

界のどこかに猫が見える、猫派の楽園である。 

 島の案内が終わるとちょうどお昼時であったため、

國弘さんが炊い

てくださったタ

コ飯を食べた。

イカ飯とは違

い、もち米は

使っていない。

炊き込みご飯に

近いものである

が、これがめ

鈴々舎馬るこ師匠の熱演 

落語会が終わり、 

家路につく皆さんにご挨拶 

馬るこさんと一緒に島内めぐり 
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ちゃくちゃに

美味しい。あ

やうく食べ過

ぎるところで

あった。 

 その後14時

からお寺で落

語会が開催さ

れた。私は

「時そば」を

演り、馬るこ師匠は「禁酒番屋」と「権助魚」を演っ

た。私はずっと障子の隙間から覗いていた。会は大盛

況で終わり、帰っていく人は皆えびす顔であった。私

の成したことで

はないが、大変

に嬉しいことで

あった。素人

の、大学生の道

楽としての落語

かもしれない

が、少しでも笑ってもらえるというのは大変に幸福な

ことである。 

 帰りの船に乗る際、國弘さんに小さな包みを渡され

た。船内で中身を見ると、メッセージとともにおにぎ

り２つと祝島を紹介する冊子が入っていた。あまりに

も温かい歓迎に感激し、幸福な気持ちのまま帰路につ

いた。以上が私の祝島での体験であるが、１日のうち

に電車と車と船に乗った経験はなかなかないものでは

ないか。鉄道・車両・船舶の、地表の移動手段完全制

覇である。これらもすべて縁あってのことであるた

め、今後も縁を絶やさぬように精進したい。 

 

◎Kビジョン放送予定 

 「鈴々舎馬るこ 落語会 in 上関」は、地元のケーブ

ルテレビ・Kビジョンの新春時別番組で放送される予

定です。 

  前編 1月1日、2日 6:00、21:00 

  後編1月3日、4日 6:00、21:00 

    1月5日21:00 

 Ｋビジョンの放送エリアは下松市、光市、周南市熊

毛地区、平生町、上関町です。 

広島広域観光情報サイト「ひろたび」に祝島が登場      國弘 秀人 

お昼は民宿くにひろでタコ飯 

善徳寺の本堂で落語会 

 広島市とその周辺地域の魅力ある観光情報を

発信する広島広域観光情報サイト「ひろたび」

で、祝島が紹介されています。この紹介記事を

書くために、9月に取材に来られた記者の方を

案内させていただきました。 

 サイトで紹介されている内容は、広島から車

で室津まで行き、室津から定期船に乗って、祝

島の見どころをめぐり、また室津に帰るという

ストーリーになっています。ぜひチェックして

くださいね。 

◎広島広域観光情報サイト「ひろたび」 https://www.hiroshima-navi.or.jp/ 

 祝島の記事には、トップページのメニューから「特集」→「ぶらりひろたび」→「Vol.22 せとうちに浮かぶ

ハートの島「祝島」 ようこそ「祝島」へ！」でたどり着きます。 

 記事の直接のアドレスは下記になります。 

   https://www.hiroshima-navi.or.jp/special/burari/201810_01/ 

「ひろたび」サイト内の画面 
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 毎年、アイランダー出展に合わせて改訂している

「祝島観光ガイドマップ」（日本語版）。今年も新しく

作り直しました。今年の5月から定期船乗り場の位置

が中波止から、埋立地の浮き桟橋に移りましたので、

その情報も反映されています。 

 一方、英語版のガイドマップの方は、2015年に製

作して以来、改訂されていません。掲載している情報

がだいぶ古くなっていますので、来年はぜひ、改訂版

を製作できればと思っています。 

新しい 「祝島観光ガイドマップ」 ができました 

2019年版 「祝島カレンダー」 を製作しました 

 毎年恒例の、「祝島カレンダー」を今年も製作しま

した。 

 例年同様、祝島の各家庭には1部ずつ、無料配布さ

せていただきました。島の人たちも、楽しみにしてい

るようで、カレンダーが配られると「あの写真がよ

かったのや」とか「カレンダーありがとうね」と、お

礼の言葉をいただいております。尚、島内での配布に

は、祝島自治会の各区の組長さんにご協力いただいて

おります。この場を借りてお礼申し上げます。 

 会員の皆さんにも1人5部ずつ配布させていただき

ますので、それぞれ祝島のPR活動にご活用ください

ね。 

2019年版の表紙の写真は、善徳寺の 

裏の練塀とおばあちゃんの背負いカゴ 
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 師走の声を聞いて、ようよう冬らしい気候になって

きました。あれほど「ぬくい、ぬくい」と言いよった

おばちゃんたちが、今度は「今日は、ひやいねぇ」

と、くにひろストアーの戸を開けます。 

 

 買うて行かれる商品もそろそろ温い物が喜ばれるよ

うになりました。コーンスープや即席の味噌汁、カッ

プ麺、しょうが湯など、お湯を注げば出来上がりの商

品が人気。仕入れに行くといろんな新製品が並んでい

て、つい仕入れてみるのですが、島の人にあんまり冒

険心はなく、めずらしいものはなかなか売れません。

息の長～い商品を買っていかれます。夏場はとんと売

れんかったコンニャクや厚揚げも・・煮しめを作るよ

うになったんでしょうね。うどんや焼きそばの麺を買

うて行くおばちゃんも増えました。自分で作る人も少

数ながらおられます。 

 焼きそばと

言えば、毎日

「そば2つ、お

にぎり１つ。

それと、ヤク

ルトとジャ

ム」と、電話

で配達を頼む

おばちゃんが

います。毎日

毎日、これまでの最高記録は、連続10日間！よう飽き

もせんと注文して来てじゃねぇと、感心しながらも、

なるべく飽きんように、炒める具材をいろいろ変えて

みたりしています。配達係も兼ねている主が、焼きそ

ばの配達と一緒にジャムを頼まれて持って行った際に

「ブルーベリーは目にえぇらしいね」と言うたら

「はぁ、この歳になったら、身体にえぇもわりいもな

いんよ」と笑うちゃったそうな・・御年92歳。まだま

だ食欲旺盛！お元気です。 

 

 この冬、おばちゃんたちに頼まれて探しまわった商

品の１つに、冬物の畑仕事用の帽子がありました。見

本を見せてくれるために、わざわざ近所のおばちゃん

が帽子をかぶってきて、「これよ、この帽子。この紐が

ついたのがえいんじゃぁ」と、教えてくれたおかげ

で、欲しい帽子の型はわかったのですが、なんと売っ

てるお店が見つからない！ホームセンターなどに売っ

ているのは、今風のマジックテープがついたものなど

で、希望の紐のついた帽子は昔ながらのもの。散々探

してやっと見つけたのは、農協の農業資材センター。

灯台下暗し、って感じでした。昔ながらの型がかぶり

やすいんでしょう。それに、たとえ数点の中からでも

選ぶ楽しみがあったことも、よかったと思います。 

 

「ごめん～！」と言いながらガラリと戸を開けて来て

くれるおばちゃんは、「今日は居るかの、思うたんよ」

と。きっとお店が休みの時にも来てくれちゃったん

じゃろうなぁと思い、「ごめんねぇ休みが多ゆうて。用

事がいろいろあってねぇ」と、ちょっとだけ言い訳し

てしまうわたし。普段は月に2回本土へ出かける用事

がある程度だけど、11月はイベント続き、12月は周

防大島へのみかんの収穫のてごにと。出かけることが

多かったので、申し訳ないけれど、くにひろストアー

はお休みが多かったのでした。 

 このおばちゃんは、くにひろストアーの宣伝担当大

臣。いいと思ったものは、周りのみんなに、どんどん

勧めてくれる奇特なおばちゃん。おかげさまで、最も

売り上げが伸びているのは、「うさぎもち」。１つ１つ

個包装、まぁるいお餅に十字の点線の切れ目が入って

いるので焼いたとき、ぷっくり割れたようになって、

食べやすいのだそうです。「これがねぇ、えぇんよ。つ

いた餅みたいに美味しいんじゃけぇ。食べやすい

し・・あんたも食べてみんさい」と。まるで、実演販

売でもしようかってほどの勢いで、たまたま居合わせ

たお客さんに勧めてくれるのです。ついつい笑うてし

まいますが、感謝感謝。 

 

 空気が冷た

くなって、風

がぴゅうぴゅ

う寒くなった

なぁと思った

ら、おばちゃ

んたちは「冷

み（ひやみ）

があるね」「風

＜連載＞ 千客万来（５）                     國弘 優子 

おばちゃん推薦の「うさぎもち」 

が入ったお飾り 

おばちゃんの定番、焼きそばとおにぎり 
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ができたね」

とか言われる

挨拶が外から

聞こえてきま

す。祝島で

は、霜が降り

ることも少な

いし、雪が降

るなんてめっ

たにないこ

と。練塀に囲まれた小路を歩く分には、それほど寒い

とは思わないのですが、いったん浜の方へ出てみる

と、海風は相当冷たく「さぶっ！」。お店番をしてい

るわたしは、波止の方に出かけることがあんまりなく

なったのですが、商品の仕入れで港に荷物を取りに出

る店主は、雨や風、時には雪の中、本当に御苦労さま

です。 

 さて、総菜部門、今年最後の大仕事は、お節料理。

今年も10人ばかり注文を受けているので、31日の午

後配達に間に合うように、最後の最後は天手古舞の数

日となるので頑張らねば！ 

また来年も、みんなが喜んでくれるくにひろストアー

でありたいと思います。 

絵っきー展覧会（2６）  『日の出・2010年12月18日午前7時20分』  

                                     エッキー浴野 

『日の出・2010年12月18日午前7時20分』  パステル画 B2サイズ 

春夏秋冬、日の出とともに島が活発に動きだす。 

寒い朝も暑い朝も。 

八島の上から顔を覗かせるおひさん。 

この一瞬の宇宙時間との同一化を目指してる自分。 

凍える指先に画材を握りながら。 

寒い中でもリヤカーで荷物を運ぶ店主 



お知らせ ＆ 募集 

朝日を浴びる石積みの練塀 

 いろんなことがあった2018年も、まもなく暮れようとしています。皆さんにとって、この一年はどういう年に

なったでしょうか？ 私は、とにかく忙しくて、あっという間の一年間だったという感じです。来年はもう少しゆっ

たりとした時間も過ごせればいいなぁ・・と思っていますが、無理かなぁ・・。そういえば、来年の干支はイノシ

シ。イノシシといえば「猪突猛進」、なんだかゆったりと・・という感じがしないですねぇ。 

 さて、祝島ネット21としての、この一年間は、5月に「祝島アート展in周南」を開催、10月に「鈴々舎馬るこ 落

語会」を上関と祝島で開催、11月に「アイランダー2018」に出展しました。周南市で会員交流会も開催できまし

た。また、会報も年3回発行という目標を、ギリギリですが、今号でなんとか達成できました。こうしてさまざまな

活動が出来るのも、会員の皆さんの協力があってこそ。来年もどうかよろしくお願いいたします。 

 来年は「平成」から新しい元号へと変わります。心機一転、力を合わせてがんばっていきましょう。 

 次号の会報は、来年春を予定しています。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57号 

発行日：2018年12月24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/ 

■祝島のPRイベントを開催しませんか？ 

 関東地域の会員さんたちの協力により、毎年11月に東京・池袋で開催される離島のイベント「アイランダー」

に出展して、祝島のPRをしてきました。しかし、イベントの主催者側の趣旨やブースの出展方法などが変わって

きて、しっくりこない面も増えてきたため、来年の出展は迷っているところです。一方で、以前より、東京以外

でも何かイベントをしてみては、という意見もありましたので、今回、イベント開催の募集をしてみます。 

 今年の5月、山口県周南市で「祝島アート展」を近隣の会員さん（確か、8名）と一緒に開催してみて、こうい

うイベントなら、決まった場所でなくても、例えば関西でも、九州でも、全国あちこちにおられる会員さんと一

緒に、交流会を兼ねて、楽しくPRする「祝島展」ができるのではないかと考えています。 

 どこかでイベントを開催する際には、ポスターや写真、特産品などを事務局から送って、その地域の会員さん

で開催していただいてもいいですし、島からも参加して一緒にイベントを開催してもいいと思います。一人ひと

りが企画を考えて、ぜひ提案してみてください。（メーリングリストや事務局にご提案ください。） 

 

■びわ作り協力隊員を募集します 

 島の裏側、三浦湾側の山に、びわが植わっている場所があります。もとも

と、親戚のおばさんがつくられていたのですが、そこを復活させたいと考え

ています。冬の間はまず草刈りから始め、春先には袋掛け、そして順調にゆ

けば、6月には収穫も出来ると思います。びわ畑は、海沿いの道をゆったり

自転車で（6キロほど）行って、数分ほど斜面の道を登ったところにありま

す。小祝島を眺められる素敵な場所ですよ。時々、メールでお声を掛けま

すので、都合のつく方はぜひ、ご一緒しましょう。（國弘） 三浦湾。びわ畑はここから 

数分登ったところです 


