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◆ここに決めた理由
　島おこし隊員として採用される前に、大
津島に来たことが大きなきっかけでした。
　地域の皆さんは、“初対面の謎の若者”
に対しても、とても親切に話をして下さり、
私が採用試験に合格するかどうかまで心配
してくれたのが印象的でした。「外から来
た者を暖かく迎えてくれる島」この島のた
めに頑張りたいと思ったのがきっかけでした。

◆住んで感じた周南の魅力
　周南市で一番魅力的だと思う所は、勿論大津島です。美味しい魚に野菜、レモンやカボ
ス、みかんなど様々な柑橘類。食べ物ばかりですね ( 笑 ) 市内の山間部も好きなのでよく
行きます。島には川が無いので、棚田や川の流れる音は、とても魅力的です。

◆今、どんな仕事・生活をしているの？
　現在は、馬島公民館に勤務しています。地域の活動では、消防団員、大津島観光協会事
務局、体育振興委員、本浦自治会協力員などをやりながら、昨年同様の「島おこし」の活
動を行っています。
　日常生活では、自治会長に協力してもらいながら、野菜づくり。魚が食べたくなれば釣
りにも行きます。島に引っ越してからは、鮮魚は全く買わなくなりました (笑 )

◆地域の活動や交流は？
　大津島では、毎年市内の中山間地域と交流事業を行っています。相互に行き来する中で、
島の魅力を住民から直接伝えることができます。また私達が他地域のことを学び、魅力を
発見する大切な機会でもあります。
　この地域間交流の事業は、今後も継続していきたいと考えています。

しゅうなんスタイル
～周南に住み始めた若者たち～

～ふるさと探訪～

　周南市への移住者が語る周南の生活、周南の魅力。

　詳しくは、ＤＥすがね×潮流合併号
　に掲載

　H26.7.14 道の駅ソレーネ周南ツアー
　実施。住民30名と一緒に見学。 本浦、垣の内農園のメンバーとお花見。

五感で体感。大津島の魅力

　平成２２年１２月に、東京都
から移住。
　“島は不便”と思われがちで
すが、実は住んでみると、かな
り快適です。騒音の無い日常、
美しい風景。美味しい食べ物、
優しい地域の皆さん。どれも素
晴らしい魅力です。ぜひ、皆さ
んも体感しに来て下さい。お待
ちしています。

大津島歴３年
大友翔太さん

須金×大津島×ＣＣＳで、
新プロジェクト進行中



◆なぜ、周南に？
　祖父が金峰地区に住んでいることから、
子どもの時から周南市には毎年来ていまし
た。７年位かけて、全国の色々な地域に住
み込みで農業のアルバイトをしながら、住
む拠点を探していました。市の里の案内人
制度を利用した時に、とても親切にしてい
ただいたことと、やはり親戚が近くにいる
のは安心だと感じたことです。

◆住んで感じた周南の魅力
　祖父がしいたけやわさびを栽培、林業をしているところを見て育ったことも影響してい
ると思いますが、自然豊かな場所、秘境が大好き（笑）山や自然が身近に感じられる環境
をとても気に入っています。まちなかから車で１０分走ると、山に囲まれた風景が現れる
のは、ビックリです。

◆今、どんな仕事・生活をしているの？
　長穂と須々万の土地を４反お借りして野菜を作っています。中山間地域の気候を生か
し、多年草で機械を入れずに育てられる、この辺りでは珍しいルバーブ栽培から始めまし
た。現在は少量多品目に挑戦しています。午前中は畑で作業を、午後からはバイト生活で
す。ようやく１年を通して暮らすことができました。これまで高原野菜を多種類作った経
験はありますが、水はけなどが今までの地域と違った感覚なので、毎日土と相談しながら
作業しています。植える時期も地域の方に教えていただきながら日々勉強です。（梅雨時期、
長穂の雨量の多さにビックリしました。）

◆今後、どんなことしたい？
　農業で会社を作ることを目標に、日々土と関わっています。長穂地区のコミュニティ組
織で夢プランを作成する時、参加させていただきました。ルバーブのお話をしたら、地域
で栽培、活用していただくことができました。地域で行われる長穂軽トラ市やほたる祭り
などに積極的に参加したいと思っています。

周南の魅力　発信中！　　　下記ホームページでチェック！

夢プラン研修会に参加（周南市提供）【ルバーブ】
ジャムやピクルスにするのがおススメ

【長穂軽トラ市に参加】（周南市提供）
自分で作った野菜が売れた時は嬉しい！

五感で感じるふるさと周南 検索 しゅうなん里の縁側 .com 検索

農でゆったりライフ

　大阪府出身。大学卒業後、会
社員を１年間経験、その後、冬
から春は福井県三国、夏季には
群馬県北軽井沢で農業に従事。
岡山県でトマト栽培の経験を経
て2012年11月から長穂で生活
しています。

長穂歴２年
高光直子さん



　岐山地区は、旧徳山市中心部の北に位置しており、南には国道
２号が東西に横断、中央には国道３１５号が南北に縦断し、背後
には金剛山を抱える、約１万人が暮らす緑豊かな地区です。また、
文化会館・美術博物館・動物園の文化施設、幼・小・中・高の教
育施設、警察署、報道機関等、幅広い分野の公共施設もあります。
　そしてこの地区でコミュニティ活動を展開するのが、岐山地区
コミュニティ推進協議会です。この度設立３０周年を記念して「写
真でたどる 岐山の今昔」を発刊しました。

　この地区は、とても歴史が深く、江戸時代には徳山毛利
家の屋敷が現在の文化会館・祐綏神社・動物園・山口放送
の一帯にあり、約２００年間藩政が行われたことから、地
区全体に遺跡・史跡が多く残っています。また、「岐山」
の名前も、周王朝の発祥の地である中国の“岐山”に由来
します。周の時代は良い時代だったと言われたことから、
徳山の“城山”を中国の“岐山”とみなし、徳山藩も周の時
代にあやかりたいとの願いを込めて名付けられたそうです。

　しかし近年、土地開発などにより史跡等が消失していく危機感
から、調査結果を集約した ｢きさんのさと｣ を平成２年に発刊し
ました。（その当時、遺跡・史跡の説明板は木製でしたが現在は、
説明板をステンレス製に交換し、ホームページでも電子地図で場
所が容易に分かるようにしています。）

　その流れも受けて、今回写真集を発刊したわけですが、この発刊は多くの皆さんに貴重
な写真を提供いただいて実現しました。今後もその時代に合った形で、地域の歴史を後世
に引き継いでいければ嬉しい限りです。皆さんも、｢写真でたどる　岐山の今昔｣ を是非
ご覧ください。
　なお、当協議会では、例年２月１１日に建国記念の日の奉祝行事「史跡探訪ハイキング」
を実施し、地区内の史跡を巡る活動もしています。多くの地区の方に参加いただき、この
ような機会を通して、なお一層、地域の歴史を大切にしていきたいと考えています。

昭和27年頃の桜並木 昭和初期の三田川交差点周辺昭和30年頃の夫婦池（動物園内）

昭和34年頃の岐山地区

特色あるコミュニティ活動

岐山地区コミュニティ推進協議会

【執筆：岐山地区コミュニティ推進協議会】

写真でたどる岐山の今昔
（表紙）

「写真でたどる　岐山の今昔」　岐山公民館　他で販売中！ (１冊1,000円）



～平成25年度　しゅうなん元気活動支援事業　助成団体～

櫛浜地区コミュニティ推進協議会活動紹介

　櫛浜地区コミュニティ推進協議会では、周南市のシンボルでもある「太華山」
を地区の財産として、大切に守り続けています。今回は、その大切な太華山を
活用する事業に、ひとりでも多くの参加をいただけるよう企画しました。
　瀬戸内海国立公園の一角を占める太華山の麓にある櫛浜地区の豊かな海や山
の自然を活かした健康づくり事業、自然や歴史に関する調査研究、環境整備に
関わる活動を通して住民の連帯感を深め次世代に継承出来る「潮の香りと緑の
木々に出会えるまち」を目指しています！
　四季折々の自然を満喫出来る様々なイベントをコミュニティ推進協議会の企
画部会で地区諸団体と事業調整をし、連携を図りながら人材育成・ボランティ
ア活動を行い、多世代にわたる実行委員会組織で実施しています。
　太華山のすばらしさを市民の皆さんに知っていただき、愛される太華山。
　これからも財産を守り続け、力強く活動していきます。

2013
4月～11月

実施！

【執筆：櫛浜地区コミュニティ推進協議会】

　太華山を愛する地区住民
が「櫛浜愛山会」を結成し、
毎月、定期的にトイレ清掃、
登山道や山頂広場の日常管
理を行っています。

遠石八幡宮神職による祝詞奏上

流れるそうめんが
なかなか掴めない子どもたち手作りいかだで激走レース

太華中ボランティア参加堀川河口にて貝掘り

一周約20㎞を走行します市制10周年事業に参加

ＪＲふれあいウォーク共催
リピーター参加者が多い

太華山山開き 太華山一周サイクリング≪空からつなぐ人文字≫

干潟フェスティバル 太華山クリーン作戦
（自然公園クリーンデー）

堀川運河いかだ乗り大会 秋の太華山クリーンハイキングふれあいそうめん流し



福川　高洲遊泳

【参考；ふるさと発！21世紀へのメッセージ】

♪われは海の子しらなみの～♪

　福川駅南側にある高洲港、昭和３０年頃の風景です。

　浜から西方に向かって浅瀬が広がり、波も静かで遊泳には最適な場所でした。

　大潮の干潮には魚介類が多くとれたようです。また、砂浜に広がるイリコの

天日干しが、空
す

きっ腹
ぱら

の子どもたちにとっては、たまらないものでした。

　遠くには東洋曹達工業株式会社がみえます。



山陽道エピソード

≪夜
や じ

市の七不思議≫
　戸

へ た

田駅を降りると、かつて「夜市の七不思議」の説明板がありました。触
さわ

ると患
わずら

いがある
という絡みあった連

れんり

理の椿。日照りが続いても満々と水を湛
たた

えていた池と枯れてしまう池が
並んでいたという金水・銀水の池。邪心のある者は蛇に見えたという若山観音堂の藤かずら。
豊
ぶんご

後から飛んできたという畑
はた

の豊後石。潮の干
かんまん

満にあわせて水位も変化したという的
まとば

場の干
満の池。梅

つ ゆ

雨に現れたという「梅雨太郎」と呼ばれた小さな金色の蛇。うん蚊の発生が予見
できるという河

かわち

内社のうんかの森。金水・銀水の池は山陽道に面した大庄屋の俵
たわらや

屋の敷地内
にあったのですが、俵屋（矢

や じ

地市
いち

）から連理の椿 (鬼
おにいし

石 )→妙
みょうえいじ

栄寺→鷹
たかとばら

飛原八幡宮→普
ふしゅん

春寺
じ

（若
山観音堂）へ。観音道をくだって山陽道に戻るコースもお薦

すす

めです。

第19回

≪山陽道は美術館 ≫
　山陽道沿いにはいろいろ面白いアートがあることに気付きます。前回は漆

しっくい

喰の造形
「鏝

こてえ

絵」を紹介しました。けっこうカラフルなものがあります。そのものズバリの美術館も
あります。福

ふくがわ

川の松田酒
さかば

場のすぐ裏手にある尾
おざき

崎記念集会所（旧アトリエ）は、少ないです
が画伯の作品が何点かあります。永

えいげんざん

源山の郷土美術資料館ではたくさんの尾崎正
まさ

章
あき

氏の作品
を見ることができます。山陽道に集まった寺社仏閣にも面白いものが見つけられます。社殿
の鴨居には動物や霊獣などの透かし彫りの木彫りのレリーフにふと気付きます。狛犬にも個
性があってユニーク。徳山城下では少し回り道をすれば、ＰＨ通りのオブジェを楽しむの
がおしゃれです。熊毛の正

しょうがくじ

覚寺にある釈
しゃか

迦物語のステンドガラスが心を落ち着かせます。

山陽道を歩こう会　西村　修一

次回は「万役山再考」「篤姫がゆく」です。お楽しみに。

花岡八幡宮の山門の天井絵馬 正覚寺のステンドガラスＰＨ通りのオブジェ

鬼石の連理の椿金水・銀水のあった矢地市の俵屋 若山観音堂の藤かずら ( 普春寺提供）



　峠の地蔵堂前の遊び場は、何時も「お地蔵様」に見守られての遊びであった。
　梅雨の季節は長雨で外遊びが出来ない山里の子は、家の中で「人形ごっこ」や絵かき唄
にあわせて描く「お絵かき」などであった。
　梅雨の晴れ間は「待っていました」と、外遊びの好きな子どもは、五寸釘

4 4 4

を１本持って
地蔵堂の前に集った。長雨で地面がやわらかく

4 4 4 4 4

なっている。「釘立て」遊びには最適な時
であった。
　「釘立て」遊びは、秋の稲刈りの終わった広い田んぼ

4 4 4

で、長さ４０～５０センチ余り、
太さが親指ほどの棒きれ

4 4 4

を田の面に投げ打って遊ぶ「念
ねんぐい

杭」遊びと同じ要領で、棒杭が五
寸釘にかわっただけのものである。
　投げて打ち立てる、線引きをして陣地を広げていく、棒を倒して陣地の広がりをさまた

4 4 4

げる
4 4

等して最終的には陣地の広さで勝負の決着をする。たあいない
4 4 4 4 4

遊びである。
　釘立て遊びは長い釘「五寸釘」を力いっぱい投げ打って地面に杭立たせる。そこが自分
の陣屋の陣地が決まる。
　ジャンケンで決めた順番で次々と投げ打って各自の陣地を決めると１巡すると、次は２
番打ちである。
　「どこに打って陣地を広げていくか？」と思案する、みんなの厳しい視線が集中する、
息をのみこんで「やぁー」と打つ……打った釘に次の人の打った釘で倒された――、陣地
を広げることができない。残念――次の手を考える。打ったり倒したりしながら線引きを
して陣地を広げていく。
　釘打ち遊びも棒杭打ちの念

ねんくい

杭も陣取り合戦の遊びで、最後はだれが１番広いかで勝負は
決まる。男の子も女の子もお地蔵様の前で仲よく遊んでいた。

「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。」

～ 五寸釘で釘打ち ～



　宮崎進は、日本美術学校に学びますが、２０歳の時に召集され、配属された満州東北部
で終戦を迎えました。戦後、旧ソ連軍の捕虜となり、シベリアの収容所で４年間の抑留生
活を送るという過酷な体験をしています。
　復員後、画家としての活動をはじめ、昭和４２年（１９６７）には「見世物芸人」で第
１０回安井曾太郎記念賞を受賞。芝居小屋やサーカスをモチーフとした〈旅芸人シリーズ〉
では、社会の根底に力強く生きる人々のたくましさと悲哀を描きました。
　近年は、シベリアでの記憶にあらためて取り組み、ドンゴロス（麻布袋）を使った作品
を手がけています。
　宮崎がドンゴロスにこだわるのは、収容所で、糧

りょうまつ

秣用の袋をキャンバスに絵を描いたこ
とが原点にあるからです。ランプの煤

すす

、マーキュロ、リバノールを色にして、外套の裏の
毛で刷毛や筆を作ったといいます。宮崎は、抑留の体験をとおして、人間という何よりも
強い存在そのものを表現しています。
　今年４月５日～６月２９日まで神奈川県立近代美術館（葉山）で「立ちのぼる生命　宮
崎進展」が開催されました。当館からも作品を貸し出しました。

「祭りの夜」１９６５年
油彩・キャンバス

「漂う鳥」１９９４年
油彩、麻布、綿布、紙テープ・板

「暮色（徳山湾）」　１９７９年
油彩・キャンバス

宮崎　進宮崎　進
　周南市美術博物館では、初期から近作まで２００点
余りを収蔵しています。これだけの数のコレクション
は、日本有数であり、出身地にある美術館だからこそ
といえます。
　今回は、宮崎進と当館が所蔵する作品について紹介
します。

周南市美術博物館コレクション

宮崎 進（1922 ～　）
画家宮崎進は、２００９年より周南市美
術博物館の名誉館長をつとめています。
大正１１年(１９２２)に周南市御弓町で
生まれました。
現在は神奈川県鎌倉市在住です。

Miyazaki Shin

≪宮崎進オフィシャルサイト　http://www.shin － miyazaki.com/ ≫



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ピーマンは千切りにし、レンジで 2分（500W）加熱する。

②フライパンに油をひき、ピーマンとじゃこを炒める。

③火が通ったら、【Ａ】とかつおぶしを入れて、味付けをする。

　＊レンジで加熱することにより、ピーマンの苦味が緩和されます。

　　ピーマンの歯ごたえや苦味を残したい方は、①を省きましょう。

材  料

作り方

旬のピーマンを炒めものに！ちょっとしたコ

ツで苦味も緩和されて食べやすく♪

・ピーマン……………5 個
・ちりめんじゃこ……20g
・かつおぶし…………1 パック
　　　・砂糖…………小さじ 2
　　　・みりん………小さじ 2
　　　・醤油…………大さじ 1
　　　・酒……………大さじ 1

【A】（


