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衛藤豊文さん
３月 日付けで着任しまし
た。 歳、単身赴 任で す。
警察学校の研修旅行以来、
数年振り の大津 島で す。
一日も早く、土地に慣れ、住
民の方々に慣れて、住めば都と
申しますが、大津島に惚れたい
と思って います 。
目指すは、「存在感のある駐
在さん」 です。
よろしく お願い いた します。

竹内雅子さん
（（（（※※※※本人のののの希望により
写真はははは掲載しておりません））））

５年ぶりに戻ってまいり
ました。以前より若さはなく
なりましたが、皆様と共に島
での生活を楽しみ、少しでも
お役にたつことが出来れば
と思って います 。
前任者同様、これからもよ
ろしくお 願いい たし ます。

大田祥史さん

大津島の最新情報は、オフィシャル Face book ページ『のほほん大津島』
『のほほん大津島』で紹介しています。https://www.facebook.com/nohohon.oodushima/
『のほほん大津島』

ホームページ「周南地域づくり応援サイト」でも、『潮流』をご覧になれます。【大津島 地域づくり 潮流】で検索！

１年間でしたが、皆様の暖
かいご支援をいただきなが
ら、楽しく仕事をすることが
出来ました。大変お世話にな
り、ありがとうございまし
た。
イベントの際には顔を出
しますので、よろしくお願い
いたしま す。

１４

山根佳之さん

１６

大津島を離れた皆様、お
世話にな りまし た。
新たに大津島に来られた
皆様、これからもよろしく
お願いい たしま す！

昨年の 月に開催し、大盛
況を収めた「島マルチェ」、今
年もミニ 版とし て 開 催します 。
〇日時： ５月４ 日（ 土）
時～ 時
〇会場： 大津島 ふれ あいセン ター周 辺
〇出店： 島食堂 ひな た

〇営業開 始日
４月 日（日）
〇営業日 時・時 間
土日祝日 の 時～ 時
〇主なメ ニュー
スダイ ダイの 酸味 を活かし たカレ ーラ イス
ぶっか け島う どん 他

「島食堂 ひなた 」も オープン します

古城活魚

（藤井牧場直営ジェラート販売もあります）

１５

※ゴール デンウ ィー クの 日～６日は
連日営業 します 。
※４月 日（土） 大津 島住民向 けに
プレオー プンし ます 。

１０

大津島産のワカメを使っ
たみそ汁やセト貝のヌタ和
え、そして２年目を迎えた島
麦酒ＳＵＤＡＩＤＡＩを堪
能。飛び入り参加のカラオケ
大会もあり、大いに盛り上が
りました 。

秋の交流会 では、須 金の
皆さんとまたお会 い できる
ことを楽しみにし て おりま
す。

２８

やヌタ和えは大好評でした。

１０

２７

福祉員の皆様が作ったみそ汁

１０

２８

３月 日付けで異動となり
ました。
大津島の皆様には３年間家
族共々、大変仲良くしていただ
き、感謝申し上げます。略儀な
がらこの場をお借りして、ご挨
拶申し上 げます 。
お世話に なりま した 。

３月 日（日）毎年恒
例となっております須
金・大津島両地区の交流会
が大津島ふれあいセンタ
ーにて開 催され まし た。
当日は須金 地区から
名の方が来島され、大津島
地区からも老人クラブを
始めとし数多くの方が参
加され、総勢約 名の盛
大な会と なりま した 。

９０

原田和保さん

題字：末兼南子さん

５５
２５

２５

４月１日付で大津 島 支所に配
属されま した原 田で す。
早く、島のみな様 の 名前と顔
を覚えて、私の顔も 印象付けて
もらえますよう一生 懸命頑張り
ますのでよろしくお 願いいたし
ます。

大津島データ 172 世帯
人口 236 人 男 95 人 女 141 人
高齢化率 80.9％
(平成 31 年３月 31 日現在)

３０

３１

神杉朋史さん

No.267

３年前に大津島支所の辞令
があり、どんな仕事をすること
になるのだろうと戸惑いなが
ら赴任したのが、つい最近のよ
うに感じ ていま す。
潮流の編集をはじめ、様々な
コミュニティの事業に携わる
ことで、多くの人と出会い、地
域づくりの大切さを再認識さ
せていた だきま した 。
充実したこの３年間は、私の
第二のふるさとは大津島にし
ようと思 うには 充分 でした。
それでは皆さん。ちょっと行
ってきま す。

2019 年

５月号
周南の島「大津島」コミュニティ紙

離島 青 年会 議 とは 、 山口
県内の 離島 に住 む青 年・壮
年の男 女が 集ま り、 島の現
状・未 来を より 良く する方
法や対 策に つい て話 し合う
ものです 。
今回はその第
回目に
あたり 、こ の大 津島 で開催
されるこ とにな りま した。

〇開 催 日：２ ０１ ９年７月 ６日（ 土）
～７月７ 日（日 ）
〇内
容：【１日目】徳山側の施設で会議・交流会
【２日目 】大津 島視 察
〇参加人 数： 名（予 定）
〇主
催：山 口県 離島青年 会議大 津島 実行委員 会

文＝渡辺るり子

私が若潮の会に
入会して、２年が経
ちました 。
まだ参加してい
るだけですが、皆で
いっしょに何かす
る事に参加するだ
けでも、とても楽し
みにして います 。
私にとって故郷
は、仕事で疲れた
時 、潮 風 に あた っ て 庭の
草 取り や 、 墓参 り を する
と 、心 が 落 ち着 い て くる
所です。
空家 が 多 く、 実 際 に生
活 して い る 人も 少 な くな
るばかりだと思います
が 、後 世 に 語り 継 い でい
か なけ れ ば なら な い 事も
た くさ ん あ る島 だ と 思い
ます。
これ か ら も、 若 潮 の会
に 参加 し て いけ た ら と思
っていま す。

三崎英和

※馬島待合所につきましては豪雨災害による通行止

近寄ると、キツツキの仲間のコゲラ
が観光案内看板の金属の板を突い
ていたのでした。「 おいおい、それ
はいくら 突いて も穴 は開かな いぞ」
と思いながら眺めていましたが、人
に気づくことなく突き続けていま
した。
このドラミング行動は、縄張りの
主張や求愛をしていると考えられ
ていますが、木を突くより、金属を
突く方がより大きな音が出せるこ
とから、このコゲラはそれを認識し
て突いて いたの でし ょうか。

文＝回天記念館

刈尾待合所１１：２０～１２：５０

離島青年会議の様子です。

開催まであと２ヶ月です。他
の島々のお客様をお迎えする
ため、コミュニティを中心に関
係各機関が協力して準備中で
す。
どんな会議になるか楽しみ
ですね。

文＝松本千恵子

･
･
･

これから暑くなると、窓を開けて
寝る機会も増えますね。ある夏の
朝、「鳩時計が鳴っている」と思い
目を覚ましたら、それは窓の外の電
線にとまっているキジバトの鳴き
声でした。音階をつけて鳴くその声
は、島内でもよく耳にすることがで
き、
「 デデッ ポポー デデッポ ポー」
と一般的に表現されますが、私には
「トートトット トートトット」と
聞こえま す。
チルチルとミチルが出てくるメ
ーテルリンクの「青い鳥」の話ご存
知ですか。「幸福の青い鳥」に変わ
ったのは実はキジバトといわれて
おり、それだけに目にすることがで
きたら、ちょっといいことがあるか
も
。
音といえばこの前、ふれあいセン
ターの前で「コン コン」と短い周
期で何かをたたいている音がして
いました。その音の大きさや速さか
ら人が発生させている音ではない
と思ったので、音のする方に静かに

移動図書館 やまびこ号ジュニア
１７日（
日（金）
６月１９日（水）
５月１７
日（
金）、６月１９日（水
）

昨年、萩市見島で行われた

芋じゃろうが成り物（果物）
じゃろうが、皆、もやいじ
ゃった。あの酸っぱい夏ミ
カンでさえスムラに掛かっ
ては、暫時がその間に（あ
っという間に）無いように
なりよった。また別の人か
ら「うちのお母さんは小ま
あ火で時間をかけてゆっく
り混ぜながら、芋を煮詰め
て飴を作ってくれよった
が、ありゃあうまかった。
ほいじゃが私は仕事に出よ
ったし、気が短いけん子供
らあにはよう作ってやらん
か っ た い ね 。」 と 話 し て い
た。
「 は あ ワ シ は一生 芋 な ら
喰わんでもええでよう。」と
言う同級生もいるが、とく
もかくにも芋の話なら誰に
聞いても湧き上がるように
出てくる。その話の中には
必ず家族がいて、子供の自
分がいる んちゃ あね 。

購入希望者は大津島支所まで

7 月上旬ごろ

離島青年会議
十人墓供養祭

大津島ポロシャツ販売中です！
大津島ポロシャツ販売中です！

6 月上旬
大津島地区団体総会
大津島地区団体総会
北部球技大会
6 月 16 日（日）
（土）～
７月 6 日（土）
～7 日（日）

善意銀行への寄付にご協力ください

各団体役員会
若潮の会総会
５月ごろ
5 月 26 日（日）

大津島地区社会福祉
大津島地区社会福祉協議会からのお願い
福祉協議会からのお願い

【５月～7 月の主な島の行事予定】
の主な島の行事予定】
島マルチェ
５月４日（土）
島マルチェ
【次回潮流発行予定日】
７月１日 第２６８号

５１

島で芋といえばサツマイ
モ。どこの家でも「うちの
芋が一番美味い」ちゅう芋
畑があり よった ちゃ あね。
戦後の子の私たちが芋と
聞くと、一瞬切ない思いを
する人もあると思う。何し
ろ芋にはああちょった（飽
きていた）けんね。芋のあ
る間はおやつはもちろん三
度の飯の一度は芋ちゅうこ
とも珍しゅうはなかったけ
ん。
「朝、息子のために大釜に
いっぱい芋を煮ちょいちょ
って、晩方山から戻って小
腹が減ったけん、芋でも食
べようかいと思って釜をあ
けたらいっき（一個）たり
とも無あ。息子がスムラ（群
れ）を連れて来て皆に食わ
せて空になっちょるけん」
と昔話をしていたが、その
頃はどこの家でも同じよう
なこと、仲間同士の家では

めのため、しばらく休止します。

ファックス０８３４（８５）２７３２
電話０８３４（８５）２００１
周南市大字大津島１３６１－４
〒７４５－００５７
大津島支所
◆事務局
潮流編集委員会

８０

【編集後記】大津島に戻って２度目の春。
令和時代の幕開けと共に、島マルチェに島食堂の
オープンそして離島青年会議にと、大津島が賑やか
に、そして熱くなりそうです。
今年「こそ」は、行事のたびに雨を降らさないよ
うに、切に願うばかりです。文責：雨男の有井
イラスト 三崎英和さん

◆編集
第２６７号－令和元年５月１日－大津島地区コミュニティ推進協議会
◆発行

（２面）
（３面）

