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　宍戸家は毛利一門筆頭家老でした。毛利元就の勢力が強い戦国時代、宍戸隆家が毛利元
就の娘と結婚し、毛利と宍戸は親族関係になりました。その頃は安芸国の城主でしたが、
主君・毛利輝元が関ヶ原の戦いで敗れ、隆家の孫、宍戸元

もとつぐ

続は萩に移住後、防府右田の領
主となり、領地がえにより１６２５年、三丘領主になりました。

仙竜寺墓所
　初代元続の妻と２代から４代までの墓碑があります。初代元続の墓碑は防府市阿弥陀寺
にあります。

貞昌寺墓所
　貞昌寺は、２代広

ひろまさ

匡の妻が死去の際その法名にちなみ貞昌寺と名付けられ、宍戸家の菩
提寺となりました。寺の裏の丘に５代から１０代の墓碑があります。８代就年は、徳修館
を創立しました。

宍戸親基墓所
　１１代最後の領主親

ちかもと

基は、幕末の禁門の変、馬関戦争などで多くの業績をあげました。
墓所は熊毛北高校の裏あたりにあります。親基に従四位が贈られたことを記念して大正
１３年、徳修館隣に記念碑が建てられました。

【取材協力；岩崎章　参考；熊毛町史、三丘見て歩き】

三丘宍戸家墓所

　宍戸元続の前妻（織田信長の娘と伝えられています）の墓は、宍戸家の前に三丘領主であった毛利元政の墓

の隣にあります。毛利元政の子、毛利元
もととも

倶の妻の母にあたり、この辺りでは珍しい特異な石塔です。

①仙竜寺墓所
②貞昌寺墓所
③宍戸親基墓所① ②

③



　平成２６年１月１１日、和田地区で「餅―１グランプリ～世界一長い餅を作ろう！～」
というイベントを実施しました。
　このイベントは、過疎化・高齢化・少子化という和田地区ですが、「みんなで 1つのこ
とを成し遂げよう！」という想いで、春の餅米作りから始まり、秋の収獲、冬に世界一長
い餅を作る、という１年間掛けて地域住民を巻き込む、大河ドラマのような展開を行って
来ました。
　各家にチラシを手にスタッフが訪問し、参加者を募りました。「世界一長い餅」と聞くと、
一笑に付されたり、「若い者でやりさん」と言われたり…。このイベントには普段参加し
ないような方に参加してもらいたい！という想いで、諦めず呼び掛けました。
　イベント当日、前日までの雪は止み、穏やかな晴天。会場の和田小学校グランドには４
つの臼に杵が並び、餅米が蒸されていきます。そして予想を遥かに超える参加者が続々と
集まり始めました。参加者の顔は始まる前から「笑顔」が溢れ、「今日を楽しみに来た。」
と口々に言われました。参加者２５０名が４地区に分かれて餅つきがスタート。年輩の方
が手際よく段取り、若者が体力に任せて餅をつく、ついた餅を女性陣が直径１０㎝程度の
幅に伸ばして行く、餅をついては伸ばし、伸ばしてはつく、開始から２時間、２００６年
に鹿児島県が作った５０ｍを超える ｢６１. ４ｍ」の一本の餅を完成させました。

　最後に２５０人の参加者が横一列に並び、息
を合わせて持ち上げる！緊張の瞬間は、やがて
歓喜の瞬間へ！見事、気持ちを合わせて持ち上
げることにも成功しました。答えのない「地域
起こし」ですが、一部の人たちだけが盛り上が
るのではなく、地域全体を見据えて取り組むこ
とが、地域起こしの本質であると実感したイベ
ントでした。雨の多い和田地区ですが、“雨の
後には虹が出る”を合言葉に、みんなで「地域
づくり」という虹を今後も描きたいと思います。

 【執筆；TEAM376佐藤貴志】

餅―１グランプリ 開催 !!



　はじめまして。私達は長穂をより多く
の方に知ってもらう為に、長穂の地域資
源を活かした事業をしています。
　平成２５年度は、地元にある龍文寺（陶
氏墓所）で『穂～みのり～』というタイト
ルのイベントを春と秋にそれぞれ行い、
たくさんの方に足を運んで頂きました。
　『穂～みのり～』は、山の中にあるお
寺で、一日限りのカフェスペースを設け、
ゆったりとした時間を過ごしてもらえる
ような雰囲気づくりに重点を置いたイベ
ントです。

穂～みのり～運営委員会
～平成２５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を行っています。今回は、
平成２５年度の助成団体の中から ｢穂～みのり～運営委員会｣ に
活動紹介をしていただきます。

活動紹介

　龍文寺の境内を広く使い、コーヒー・お茶菓子の販売や、地域のお母さんたちにご協力
いただき、地産のものをふんだんに使った『穂～みのり～御膳』の提供も行いました。春
実施には、長穂地区に古くから伝わる伝統芸能「長穂念仏踊」を披露し、秋実施には、龍
文寺に伝わる昔話の読み聞かせなどを行い、長穂を知り、身近に感じてもらえる内容の企
画を盛り込みました。

　「穂～みのり～」は開催形態にこだわらず、
地域資源を活かして行ういろいろなことを「穂
～みのり～」として行っていきます。長穂の良
さ、自然の豊かさを多くの人に知ってもらい、
地元の方々にも、その良さを改めて実感しても
らえるよう、今後も活動していきます。
 【執筆；穂～みのり～運営委員会】



久
く め ち く

米地区

　この写真は、昭和３５年のものと思われます。
　久米小学校・久米支所を中心に、西は大迫田、東は殿山などの丘陵に囲まれています。
　中央を流れる川は、当時は“鍛冶屋川”と呼ばれていました。川の両側には田んぼが広
がり、のどかな田園風景でした。
　今では、久米の南北の中心を周南バイパス（国道２号）が横切り、南には山陽新幹線、
北には山陽自動車道・徳山東 I.C が出来、大きく様変わりしてしまいました。
　ただ、当時の名残が唯一残っているのが、久米温泉という名称で、｢久米温泉口｣ とい
うバス停が今でもあります。
　当時の子供達の遊び場が、この写真によって懐かしく想い出されます。（ワクワクしま
した !!） 【執筆；久米地区コミュニティ推進協議会】

①

太華中学校 山陽新幹線旧国道2号線
旧ラジオ
山口放送局

国道2号（バイパス） 久米小学校久米温泉 山陽自動車道
徳山 I.C

久米支所



戦後の夫婦池

徳山公園夫
みょうとがいけ

婦池

　古くは「金
こんごう

剛池」と言われ、毛利徳山藩の殿様の鴨猟池として使用されていました。
　明治１０年頃に水田開発のため、上の段に堤が造られ、古い池とつながると、「みょう
とつつみ」「みょうとがいけ」と呼ばれるようになり、戦前（写真；絵葉書）や動物園が
昭和３５年に開園するまでは市民の憩いの場になっていました。
　昭和４３年の動物園整備の時、写真上のほうの堤は埋められ、園内の遊園地として第二
の人生を歩み始めました。鴨などの野鳥が飛来する徳山公園の面影を残す数少ないスポッ
トでした。このたび徳山動物園リニューアルにより形を変えることになりました。

②



山陽道エピソード

≪鹿
か の

野街道≫
　鹿野街道は鹿野と山陽道 (富

とんだ

田政
まどころ

所 )を結ぶ道で、萩
はぎ

城下を往来する山
やましろ

代街道とも繋
つな

がっ
ていました。鹿野から年

ねんぐまい

貢米などが馬などを使って古
ふるいち

市浦まで運ばれ、廻
かいせん

船によって大阪
まで運送されていました。以前に、山陽道に合流したところに在ったはずの「是より左上
かた道／是より右下せき道」の道

みちしるべ

標を紹介しましたが（上
のぼ

り下
くだ

りに掛けて「上
かみがた

方 (大阪 )」
「下
しものせき

関」としたのでしょう。今は永
えいげんざん

源山南側登り口の市駐車場に移転）、実際はもう一本東側
の小川と平行する道が本来の鹿野街道とも言われます。小川には富田御

ごてん

殿に隠居した徳山藩
主就
なりよし

馴が水争いの裁定をしたと伝わる殿
とのさまいし

様石が見れます。西に折れ、江戸期に形成された商
家の中を歩き、菊

きくかわ

川沿いの変わる風景に目を楽しませるのは何とも心地がよい。

第18回

≪パークでお弁当≫
　篤

あつひめ

姫さんは、福
ふくがわ

川を出発すると、花
はなおか

岡で昼食、岩国の高
たかもり

森まで行っています。「山陽道
を歩こう会」はその４分の１の１０km程を本

ほんじん

陣から本陣へ、寺社や史跡などに寄り道し
ながら歩きます。けっこうな人数が参加しますので、お弁当やトイレ休憩ができる場所が
心配です。今までの「歩こう会」の経験から、お薦めの場所を紹介します。
　参

さんきん

勤コースでは、徳
とくやま

山城下から花岡本陣まで歩きます。昼食は周南総合スポーツセンター
周辺が広々として快適です。下

げこう

向コースでは、徳山城下から福川本陣へ。中間にある永源
山公園では他にもいろいろと楽しめます。福川本陣から富

とのみ

海の本陣だと、戸
へ た

田の桜
さくらだ

田八幡
宮 ( 戸田公民館 )。花岡本陣から呼

よびさか

坂本陣へは由
ゆ が

加社の境内 (久保集会所 )がお薦めです。

山陽道を歩こう会　西村　修一

次回は「夜市の七不思議」「山陽道は美術館⑵｣です。お楽しみに。

永源山公園（写真；周南市提供） 由加社で演武を披露する
「山陽道を歩こう会」

キリンビバレッジ周南総合スポーツ
センター（写真；周南市提供）

菊川沿い中島酒造界隈 旧道と水分けの殿様石



　春のお彼岸が過ぎると、山里の草
木は「待っていました」とばかり、
可憐な花を一斉に咲かせはじめる。
藪椿の真っ赤な花、紅白の梅。バス
イボク（馬酔木）の白い花房が咲き、
山を彩るコブシ白い花、畑や草土手
には、青紫色のイヌノフグリが群れ
て咲き、ホトケノザの可憐なうす赤
紫の花、地蔵堂前の日当たりのよい
場所にはタンポポやスミレが咲いて
いる。つくしや蕗のトウも背丈を伸
ばしている。

　春休みになった山里の女の子は竹
たけかご

籠を片手に、花摘み遊びをするのが春一番の遊びで
あった。
　花摘みをした花籠は、みんなで地蔵堂の前の遊びの広場へ持ち寄り、そこで花の地埋遊
びがはじまる。
　私たちは「ぢどめ」遊びといっていたが、地埋なのか地留なのか定ではない。
　当時（８０年前）は透明ガラスの破片、大きさが１０cm余りのものであったが、貴重
な宝物であった。透明ガラスの破片などなかなか手に入る時代ではなかった。うそ

4 4

のよう
な本当

4 4

の話である。この透明ガラスの破片は、この時季だけのもので時季がすぎると誰も
宝物として大事に始末しておいたものである。
　地蔵堂前の広場で自分の持ち場所を決める。地面を平にして、深さが３cm、広さが７
～８cmの穴ぽこ

4 4 4

を掘り、きれいに整える。その穴ぽこ
4 4 4

の中に摘んで来た花を採色よく並
べる。「私の着物よ」とか「お嫁入りの着物じゃけえね」とか「私のお嫁さん帯じゃけえね」
などと、自分勝手に相手に見られないようにして、穴ぽこに配色や花の形とか、組み合わ
せ、重なり等を考えながらうずめていった。最後に穴ぽこの上に透明のガラスの破片を載
せて土をかけ、軽く押さえて動かないようにして出来上がりである。
　誰がどんな模様になったか期待で、わくわくした。
　ジャンケンで土をはらいのけて透明ガラスの下に出来た模様を開く順番を決める。息を
止めて出来ばえを見るのが一番楽しかった。指先を見つめ、少しずつ見えてくる模様、「見
えたーきれいじゃー」とか「少し地味じゃぁね」の批判も次の作品の参考になった。
　今から８０年前宝物の透明ガラスの破片遊びが、今に生きている。その遊びからパッチ
ワークの配色やデザインへ連なっているような気がする。お友達のヒサちゃんは、華道の
先生で、今も現役で活躍である。子どものころの他愛のない、自然との遊びの中に今日の
私の原点があるのかもしれない。

「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。」

～ 地
ぢ

埋
うめ

 ～



　周南市出身の詩人まど・みちおさんが、２月２８日に
１０４歳で亡くなられました。
　みなさんおなじみの「ぞうさん」「やぎさん ゆうびん」
「一ねんせいに なったら」など、たくさんの童謡を作詞
されているまどさんは、５８歳のときに出版した最初の
詩集『てんぷら ぴりぴり』で第６回野間児童文芸賞を
受賞して以降、数々の文学賞、さらには芸術選奨文部大
臣賞、日本人初の国際アンデルセン賞作家賞、日本芸術
院賞などを受賞され、国内外で高く評価された詩人です。
　その一方、まどさんは絵画への造詣も深く、編集者時
代には雑誌のカットを手がけたり、５０歳代はじめには
多くの抽象画を描いたりしています。周南市美術博物館
では、まど・みちおさんの抽象画やカットなどあわせて
２９０点を収蔵しています。

ありがとう　まど・みちおさんありがとう　まど・みちおさん

「ぞう（さん）」 「風のネックレス」「少女の顔」

「うお」

まどさんの絵は、画用紙にボールペンやペン、
クレヨン、水彩絵の具などを使って描かれて
います。独特の世界が広がります。

ふるさとから感謝の気持ちをこめて

追悼展　ありがとう　まど・みちお え てん　
４月１６日（水）～６月１日（日）周南市美術博物館　展示室３（コレクション展示室）

周南市美術博物館　☎0834-22-8880　http://s-bunka.jp/bihaku/
5/11（日）周南市文化会館で「まど・みちお追悼コンサート　どれみふぁそらし…」も開催しました。

観覧
無料



お届け内容
年４回「ふるさとかわら版」／年１回「ふるさと味の宅配便」

会費　年額2,000円
お申込み、お問合わせ先
　(公財)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
Eﾒｰﾙ：koa@gokan-furusato.org

ふるさと通信会員ふるさと通信会員募集！

ふるさとかわら版編集委員

かわら版に関するお問合せ先

発　行

ホームページ 　　　　　　　　　　　　　http://gokan-furusato.org/

①　タラの芽は水洗いして根元の硬い部分を切り落として、ハカマの部分を取り除く。

②　太さのあるものは、根元に切り込みを入れておく。

③　鍋にお湯を沸かし、塩をひとつまみ入れて、沸騰したらタラの芽を入れ、色が鮮やかになる

　　まで 30秒くらい茹でる。

④　③をザルに移し、しっかりと水気を取って冷ます。

⑤　胡麻大さじ 3をすり、残りの胡麻と【A】を加えて胡麻みそを作る。

⑥　冷めたタラの芽を⑤と和えて出来上がり。

材  料

作り方

天ぷらで食べるだけでは勿体ない！

さっと茹でると和えても食べられます。

・タラの芽…………１００ｇ
　　　・白胡麻……大さじ 4
　　　・みそ……大さじ 2
　　　・みりん……小さじ 1
　　　・砂糖………大さじ 2
　　　・醤油……小さじ 1
　　　・酒……小さじ 1

【A】


