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中国自動車道鹿野インターチェンジ以西に
位置する巣山地区は水の豊かな地域で、千石
岳から流れ出すいくつかの川があり、その合
流地点が仁保津になります。仁保津を通るそ
の水は、高瀬湖に続きます。
今回は、夏にはホタルが舞う「仁保津」を
ご紹介します。

光雲寺
県道を西に向うと、右手に光雲寺の石碑が
見えます。小高い場所に建つのが光雲寺です。
曹洞宗月渓院光雲寺は、昔、寿徳院といい
ました。当時は臨済宗で、鹿野の漢陽寺を開
山した用堂禅師が開いたお寺です。
万治年中（１６５８年～１６６０年）に曹
洞宗に改宗し、長穂の龍文寺の２５世大振道
潮禅師により末寺になりました。その頃、巣
山村は毛利八郎左エ門の所領であったので、
祖先の六郎左エ門夫妻の位牌を寿徳院に安置
し、夫妻の法名から月渓院光雲寺と称しまし
た。
本尊は如意輪観音菩薩です。
以前は本堂が茅葺きでしたが、現在、瓦葺
きの本堂に建て替えられています。
また、光雲寺では「千巻心経」という大き
な数珠を繰る行事が、年２回のお彼岸に行わ
れます。
多数の人で数珠を持ち、般若心経を唱えな
がら、数珠の輪を繰り廻していきます。途中、
こぶし大の大きな珠に当たったら、額に戴く
のです。その後、小豆の入っているおむすび
のお接待も行われます。持ち寄りのお漬物も
接待されます。
裏山には、昔、観音様にお参りする人々が

巣山地区・仁保津

扇子に描かれた（版画）茅葺屋根の本堂
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あって、観音道もあったそうです。忘れ去られていく観音様を、本堂の再建の後、お寺の
境内地に移しました。
観音様の後ろにあるさるすべりの木は、幹の途中に松が寄生しています。これも元々は
本堂の裏手に立っていましたが、再建の際に移されました。
延命地蔵菩薩は地域で信仰されており、毎年７月２４日に地蔵祭りで法要が行われます。
光雲寺の境内の少し下に、赤や青のカラフルな神社があります。粟嶋様と呼ばれる粟嶋
神社です。病気、特に婦人病にご利益があると云われています。

熊野神社
光雲寺の隣、鬱蒼と茂る木々を背景に、熊野神社が鎮座しま
す。宝亀２年（７７１年）に勧請された古いお宮です。
熊野神社では、７年ごとに仁保津神楽が奉納されていました。
今からおよそ３００年前、栗の木という所で大ウナギが取れ、
あまりにも大きいので７部落に分けて食べました。ところが神
様の祟りで疫病が流行し、村人は非常に困りました。そこで７
部落の代表者が集まり、７年ごとに神楽を奉納して疫病平癒を
祈ったのが神楽のはじまりといわれています。

旧仁保津小学校
明治７年、巣山小学校として創立されたのが始まりです。昭和６３
年には児童数の減少により休校し、平成２１年３月に廃校となりまし
た。今残る校舎は昭和２８年に改築されたもので、昭和の面影を残し
た可愛らしい建物です。
残念ながら、老朽化の為に解体されることが決まっています。

県道沿いを通る時に目を引くのが、茶や三
みつ

椏
また

が植えられている畑です。山間にある巣山地区
は朝霧・夕霧が出て、良いお茶が出来る気候です。斜面を利用して茶畑を作っていました。後
に長州藩の三白政策で、紙の原料である楮

こうぞ

や三椏を植え始めました。訪ねた時には、道路の脇
に、出荷するために束ねられた三椏を見かけました。

三十三観音 さるすべりに寄生した松 粟嶋様

【参考資料「鹿野町史」】【取材協力 光雲寺】
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〓活動の経緯〓
NPO法人　山口県アクティブシニア協会（AYSA）は、山口県在住の民間企業等のOB
団体でシニアの豊富な知識、技術、経験を活かし、子供育成部会、企業支援部会、人材育
成部会、環境保全部会など８つの部会活動を通じて地域社会の発展に貢献しています。
地球温暖化や廃棄物など環境問題に取り組んでいる「環境保全部会」では、次世代の子
供達に「環境問題を教育する！」を掲げ、平成２０年２月にキッズグル－プを立ち上げ、
平成２１年４月から（財）周南市ふるさと振興財団のご支援をいただき実際の活動を行っ
ております。

〓活動の目的〓
地球温暖化や環境問題をとらえ、将来の子供達が安心して
生活が出来る環境を維持・改善するために「子供達と一緒に
楽しく遊びながら自然体験をし、地球温暖化など環境問題を
学ぼう！」を目的に活動をしています。

〓活動の内容〓
小学校４～６年生を対象に年４回、自然環境のもとでの環
境学習講座を企画し、２２年２月までに３回開催しました。
既に開催した環境学習講座の内容は、下記のとおりで子供達
や保護者の皆さんからも大変好評を博しました。

①第１回目（２１年５月）
◇山をテ－マに ｢周南市緑地公園（万葉の森）｣ で森林の
環境に対する役割などを学びました。
②第２回目（２１年９月）
◇海をテ－マに ｢大津島刈尾海岸｣ で海や砂浜がどのよう
な役割をはたしているかを学びました。
③第３回目（２１年１２月）
◇風をテ－マにゆめ風車のある ｢永源山公園｣ で風力、太
陽光など自然のエネルギ－について学びました。
④第４回目（２２年３月７日実施）
◇畑をテーマに ｢ゆめプラザ熊毛｣ でお米ができるまでにつ
いて学ぶとともに、もみ殻くん炭を作り、家庭の生ゴミを堆肥
化することなどを体験し、環境について学びました。

活動紹介

ＮＰＯ法人 山口県アクティブシニア協会
 環境保全部会 キッズグループ

～平成２１年度しゅうなん元気活動支援事業　助成団体～

ふるさと振興財団では、平成１６年度より市民活動において新た
な取り組みを目指す団体を対象に助成事業を行っています。今回
は、平成２１年度の助成４団体の中から「NPO 法人　山口県アク
ティブシニア協会環境保全部会キッズグループ」に活動の紹介をし
ていただきます。

樹木の名前や役割を学ぶ

<第1回目（山が待っている）>

<第3回目（風が待っている）>

<第2回目（海が待っている）>

ネーチャーゲームで環境を学ぶ

地球温暖化の模型による実験
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徳山駅前骨董市

「人で向こうが全然見えんよ」「久しぶ
りにこんなに人がいるのを見たね」
みなみ銀座商店街では、毎年７月に行
われる「ちびっこたなばたまつり」に匹
敵する人通り。まさに、人をよけながら
歩く状態です。
　

昨年１０月１１日から毎月第２日曜日に実施している「徳山駅前骨董市」は、商店街の新
たな魅力づくりとなる継続イベントとしてスタートしました。
骨董・フリーマーケットともに、徐々にではありますが出店数も増え、「市」の雰囲気が
定着してきました。
会場のみなみ銀座商店街は、徳山駅から徒歩ゼロ分と、おそらく「日本一駅から近い」（少
なくとも新幹線が停まる駅から最も近い）骨董市・フリーマーケットで、市内はもとより、市外・
県外からもご来場いただいています。
主催は徳山商店連合協同組合青年部ですが、市などと実行委員会を組織して実施してい
ます。市の行事案内や会場付近の飲食店マップの配布、今年の１月・２月には、周南市観
光協会のご協力を得て、周南の特産品ふぐ汁のＰＲなど、商店街でゆっくり楽しい時間を過
ごしていただく工夫もしています。現在はみなみ銀座商店街での開催ですが、さらに出店
数が増えれば、他の商店街へも広げていくことも考えたいと思っています。
第２日曜日は、徳山商店街の「徳山駅前骨董市」へ、ぜひお越しください！

【執筆　徳山商店連合協同組合青年部】

［出店等の申込み・問合せ先］
　周南市産業政策課

（徳山駅前骨董市実行委員会事務局）
TEL：0834-22-8373
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あなたのお気に入りスポットを募集中！
お寄せいただいた中から、編集委員で協議し、周南市内のお
ススメの場所を掲載していきます。
▼情報のご提供はコチラまで
財団法人周南市ふるさと振興財団（ふるさと産品の店こあ）
〒 745-0007 周南市岐南町 7-10
☎ 0834-22-8516　FAX0834-22-8517
E ﾒｰﾙ：furusato@city.shunan.yamaguchi.jp

富田の浄水場と
大神平地

昭和３２年秋、富田の浄水場（２丁目）の建設時の写真です。
大神方面が写っています。写真の中央あたり、永源山の西麓に文化住宅のような建物が
幾棟か見えます。この時期には、とても珍しい建物です。
お聞きすると、東ソーの社宅だったそうです。当時の住人の方のお話によりますと、建
物は２階建て、６畳２間で、カマドが付いていたそうです。その方は石油コンロを使われ
ていました。氷冷蔵庫が使われていた時代です。棟には共同風呂がありました。当時とし
てはおしゃれな住宅だったといいます。
右端に見えるお寺と墓域は浄真寺（新町）です。
河内 (こうち ) 地区の山麓には青木健作の生家がありました。

―　わたしたちは、ふるさとづくりを応援しています。　―

平成２２年３月２８日（日）
９時～１２時

会場：新南陽ふれあいセンター（２F）
活動展、ジャンボ紙芝居など
中村　☎0834-63-1983

― 若山城築城５４０年記念祭 ―

9：00～17：00
休日：土・日曜日、祝日
周南市岐南町7-10
☎0834-22-8516

ふるさと産品の店 こあ

今回は、Nさんからの投稿
です。
ありがとうございました。
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ほのかな海の香りが、クリーミーな味とカキの柔らかさを引き立て、食卓に高級感が生まれる
１品です。
この商品を作っている㈱カン喜では、約20年前、処分に困る広島のカキ打ちしたカキ殻の活
用に目を向け、カキ殻付のカキグラタンを商品化しました。

現在、従業員120名のうち、障がい者が半数を占めています。障がいのある人も外に出て行くこ
とが大切だという思いから、健常者と融和しながら成長できる受け皿づくりを行っています。福川
にあるカキ殻の洗浄作業場など、市内3ヶ所ある作業所やグラタン製造の加工場では、障がい者
が少しでも関われるように、多工程にし、担当を細分化しています。
「ゆっくり時間をかけて仕事を覚えながら成長する、その生き生きした姿を、障がい者家族、多
くの方に知ってもらいたい。できないことではなく、それぞれに何ができるかを考え、できる場所と
仕組みを作るのが私の仕事です。」とおっしゃる上坂道麿社長の原点は、親が農繁期に福井県の
自宅で「歓喜託児園」を開いていた姿だそうです。
社名のカン喜は、①元請け会社と離れて独り立ちする喜び②多くの障がいのある子ども達を育
てる喜び③商品を作り出し、多くの人に買ってもらえる喜びの意味が込められています。

厳しい検査を重ね、安全・安心な商品を作り、全国のスーパーやレストラン、居酒屋等に販売し
ています。
しかし、その陰には、多くの人の手で作り上げた商品が、検査基準を満たさず最後で処分され
る数が多くあることも消費者に知ってもらいたいと思い、今後は、それらを理解してもらう取り組
みも目指します。
さらにエコ活動として、工場周辺の休耕田を利用し玉ねぎ栽培を行い、地産地消のグラタンを
作ることや、貝の洗浄時に出る
貝粉、グラタン製造時のパン屑
などの肥料化を目指すなど、夢
はまだまだ広がります。

殻付カキグラタン

１～２人の採用から始めた障がい者雇用の努
力が実り、平成元年に労働大臣賞を受賞され
ました。

株式会社　カン喜
周南市大字戸田一王 1431
☎0834-83-2705

カキフライも製造しています。
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山陽道エピソード
≪周南てくてく旅≫

昨年の初夏、一陣のさわやかな風が周南地区の山陽道を駆け抜けました。ＮＨＫＢＳ放
送の「街道てくてく旅。山陽道」という番組で、原田早穂さんが、太宰府から平城京まで、
まるでまちおこしのともし火を宿場町ごとに点けて回るがごとくに歩いたのです。素朴な
キャラの原田さんは回を重ねるごとに人気を増してゆきました。
新しいマチ「周南」にとって全国にアピールできる絶好の機会でした。周南市の初お目
見えは６月４日の福川本陣前から。翌５日には徳山城下のお茶処たなか茶舗から。９日に
は呼坂本陣から生中継でした。中継地に駆けつけてくださった方々、街道で応援してくだ
さった皆様、ありがとうございました。

≪道
みち

標
しるべ

のサスペンス≫

周南地区の山陽道沿いの道標の中でも、山﨑八幡宮前にある「右　上かたみち／左　下
のせきみち」の道標と、鹿野街道のところにあったとされる「是より右下せき道／是より
左上かた道」の道標は有名です（現在は松鶴荘の庭にありますが、その前は北西角のオオ
バ無線倉庫前に横たわっていました）。同じようで、この２つには決定的な違いがあります。
右左が正反対方向表示なのです。裏二面には何も彫られていません。さて、これらは本来
どこにあったものでしょう。ヒントは共通項はＴ字路です。古市港から上陸した人たちが
山陽道と出くわすＴ字路であり、鹿野街道を下ってきた人たちが山陽道と出くわすＴ字路
なのです。すると、参道や鹿野街道と４５度の向きで対面に立っていたに違いありません！

第4回

新南陽民俗資料展示室　西村　修一

次回は「東松原のタイムスコープ」「周南観音めぐり」です。お楽しみに。

松鶴荘前に移された道標山﨑八幡宮の参道にある
道標（Ｓ４７年）

新発見！　道標は
山陽道南側にあった！（鹿野街道）

たなか茶舗でのリハーサル風景福川本陣前でのリハーサル風景 呼坂本陣にて終了後記念撮影
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春は春でもまだまだ
初め、冷たい風が吹い
ても子どもは風の子、
外遊びが大好き。この
ころ校庭や広場で男の
子も女の子も仲よく、
多人数でも遊ぶことが
できる、陣取り遊びで
あったが、そのなかで
もエスケンやハチケン
遊びであった。

　
エスケンやハチケン遊びというのは、片足ケンケンで相手の陣地にある宝石を、どっち
が先に取るか競争をする遊びである。
エスケンは地面に大きくＳの字を描く、ハチケンは数字の８の字である。Ｓの字８の字
の両側が互いの陣地ということであって、Ｓ、８の天ぺんに宝蔵の半円を描き、そこに宝
石と決めた小石を置き、どっちの宝石を先に取るか競う遊びである。

≪遊び方≫
まず、ジャンケンで組分けをして、Ｓ字の陣地に別れる。「用意どん」で宝石の取り合
いが始まるのだが、約束事がいくつか決まっている。自分の陣地の内では両足がおろせる
が、外に出ると片足立ちのケンケンであること、相手の陣地では片足のケンケンで、宝石
を取るのもケンケンであること、足をつくとアウトである。宝石を守る人は両足立ちで守
れるが、相手のケンケンの人に押されて倒されるとアウトになって陣の外に出る。
陣地には出入り口が決めてある、そこからしか入られないし出られないこと。
地面には、Ｓ字のほかに島といって、両足をおろして休むことができる円が２ヶ所描か
れている。そこでケンケンで疲れた足を休めることができる。アウトになった人は、Ｓ字
の外の一画に据わって助けを待つかゲームが終わるまで据わっている。アウトの人を助け
るのは、身内の者がケンケンで近づき、タッチすると復活してゲームに参加できる。けれ
ども、そこには守りの人がいる。そこをうまく助け出すスリルもあった。
ゲームの終わりは、宝石を相手に取られたとき、全員が足をついてアウトになったとき
がゲームセットで勝敗が決まる。負けたり勝ったりしながら「用意どん」――「ようし―
―今度は勝つからのう―」。

「私が子どもだった昭和の初め頃、今から８０年ほどの前の山里の遊びです。」

文 と 絵 ： 倉 冨 良 枝

～陣取り遊び エスケン～
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あずきご飯

《　作　り　方　》
①　あずきは水洗いし、ゴミや浮くものなどを除き、たっ
ぷりの水を加えて、強火にかける。煮立ったら中火にし
て２～３分ゆで、１度湯を捨てる。
　　再びたっぷりの水を加えてさらに１度煮立たせてか
ら、中火で割れないように少しかために煮る。
②　米ともち米は合わせて、３０分前に洗って、水切りし
ておく。
③　②の米を炊飯器に入れ、あずきのゆで汁に水を加えて、
普通の水加減にする。
　　あずきと塩を加えてスイッチを入れる。
④　炊き上がったら、軽く混ぜ合わせ、器に盛る。

（4人分）

米・・・・・・・ ２. ５合
もち米・・・・・ ０. ５合
あずき・・・・・・６０ｇ
塩・・・・・・・小さじ１

材　料

めでたい祝いの日には、あずきの料
理をよくいただきますが、あずきの入っ
たおこわは、せいろう等を使い面倒で
す。
あずきご飯は、炊飯器で普通に炊く
ので、とても簡単です。
小豆を煮る時、１度ゆでこぼして渋
抜きをし、縁起ものなので、あずきの
はらを割らないように火加減に注意し
て煮たあずきと、米にもち米を少し加
えて炊飯器で炊きます。
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