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を救ってもらった経験があ
る。あん時あんちゃんに助
けてもらわんかったら死ん
どった。そんな子供のころ
のヤバイ思い出はありませ
んか？そうなんよ最近はな
いんだなー。みんな安全安
心が当たり前で、温室育ち
です。例えば横断歩道、安
全ぼけの人々たちはスマホ
を見ながら牛歩。あまりに
も自動車を信じすぎ。運転
中にスマホ見てるかも？歩
行者絶対という考え方は、
かえって事故につながる。
大ちゃんは青信号で横断歩
道でも、万が一あほな車に
突っ込まれても逃げる用意
をしてます。皆さんも動物
的カンを働かせながら横断
歩道は駆け足でわたりましょ
うね。男鹿島には青井の浜
と立ノ浜があり。今も海の
家はあるが、海水浴より中
村荘などへレジャーボート
で横付けして、おいしいお
魚を食べたり、
日のんびり
するという贅
沢なＳＰＯＴ
になっている
ようだ。男鹿
島では 人降
りたかな？タッ

チ＆ゴー
のように
船は坊勢
島へ向か
う。昔は
えっちら
おっちら
時間も
かかって
いたが、
今は 分
で坊勢ま
で、まるで新快速並みにで
すね。坊勢には大きな漁港
が つあり。家島より漁師
の数は多い。坊勢サバと坊
勢アジと坊勢ガニ（渡ガニ）
が有名です。家島には 回
は行ってるが、実は坊勢島
に足をおろすのは初めてな
んです。わくわくの坊勢観
光です。観光はなんといっ
ても散歩回りが最高です。
小一時間で島を一周できる。
歩き始めてびっくり、島は
原付がメイン交通です。お
父さんお母さん・おじいちゃ
ん・おばあちゃん・子供を
人乗せた若いお母さんも、
皆バイクで坂道を勢いよく
（途中で止まると上がれな
いので）上っていく。「ウ
イーン」とエンジン音がし
てきたら、歩行者から注意
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会の旅行
で海水浴
によく行っ
た懐かし
の男鹿島
です。
でも最近
は足の立
たない海
で子供を泳がせるなんてと
ても怖いよねー。家族でも
無理なのに町内会の旅行で
連れて行くなんて、一億円
の保険に入ってても絶対い
ややね。事故が起こった時
に幹事が責任を問われる。
時代が変わっちゃいました
ね。昔は小学校の低学年は
高学年が面倒を見ていた。
その代わりお兄ちゃんには
絶対服従。たくさんの体験
を伝授していただきました。
それを後輩に送り伝えてき
たと思う。今は年齢の違っ
た子供は一緒に遊ばない。
これは教育の面ですごくマ
イナスと思いますね。大ちゃ
んもいっぱいヤバイところ

1

3

「３ ０分で行 ける家島
群島にも軍艦島がある」
身近なのになかなか行けな
い家島群島。最近人に聞い
た話だが、家島と坊勢にウォー
キングで行ってきたそうな。
「ふーん、２つの島をどう
やって行くのかなー」そう
だなー大ちゃんも 年は家
島に行っていない。我が家
の女子連に聞けば 年も姫
路に住んでて行ったことが
ないとのこと。こんな姫路
人は多いですよね。久しぶ
りに行ってみようかと、女
子連に「あしたは家島へ行
くぞー」な
んて。翌朝
飾磨港から
時の坊勢
行きに乗る。
途中男鹿島
にも寄る便
であった。
昔は町の旅
行とか子供
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して 避けな
いとヤバイ。
車は 軽 が
多い 。昔は
ナン バーも
いら んかっ
たと か。最
近は ちゃん
とナ ンバー
プレ ートは
つい ていてエライ 。島の 反対
側へ 回ると、山の 上に小 学校
が、昔は海の近くにあったが、
大き な運動場を確 保する 為、
山を 造成しして移 転した 感じ
やね 。坊勢は人口 のわり に島
が小 さいので家島 よりも もっ
と山 の民が多い。 漁師町 の勢
いを 感じましたね 。長崎 の軍
艦島 を見に行かん でも坊 勢島
を見 に来ればとい った勢 いで
す。 久しぶりに人 間の力 強さ
を感 じました。環 境は人 を強
くす る。島の中の お店っ てい
うと Ｙショップ（ ヤマザ キ）
が流 行っていまし たね。 一般
の食 料品店はあま り流行 って
いません。サービスの均一化・
明確 化が今の流れ でコン ビニ
が島 でも評価され ている 。お
ばあ ちゃんの店は 厳しく なっ
てき たか。大ちゃ んはせ っか
くなので、路地裏のおばあちゃ
んの お店でビール 本と ポテ
チを 買いました。 飲んだ り歩
いたりで島 を一周して 港へ 戻
る。「歩く の？とても 無理 」
といってた 女子連、コ ミュ ニ
ティバスに 乗るはずだ った の
にバスは日 曜日はお休 みだ っ
たらしい。 波止場の喫 茶店 で
ゆったり百 円コーヒー を飲 ん
でいた。誘 われるも男 は恥 ず
かしくて行 けないかも 。隣 の
ラーメン屋 もすごい、 チャ ー
シュー麺が４百円であります。
すごく安い のは両店と も島 の
活性化のた めに役場か ら補 助
金がでて家賃は無料とかかな？
坊勢島も堪 能したので 、次 は
家島へ向か おう。実は 坊勢 島
から家島まで 円で渡しが あ
るんだな。 これがある から
日で両島を 楽しめます 。そ れ
じゃないと 一度飾磨港 まで 戻
らんといけ ない。渡し は家 島
の裏側の網手（あで）につく。
もちろん波 止場には何 にも あ
りません。 みんなはお 迎え の
車が来てい てそそくさ に車 に
乗っていく 。我チーム お金 は
有るのだが
タクシーが
来ない。しょ
うがないの
で表側まで
山越えの道
を歩く。
分で山越え
に成功、表

側の宮港の町
並みが現れま
した。家島に
は宮港と真浦
港があり、ど
ちらも昔から
栄えています。
坊勢よりも古
い町並みが残っ
てい て風情がある 。家島 とい
えば 石船で儲けた 裕福な 家が
多い 。関空の工事 のころ は関
空御 殿が一杯立っ たそう な。
姫路 にも別宅（子 供の教 育の
為） を持つ家も多 く。裕 福な
印象 の島でありま す。お 昼も
過ぎ て女子連から ご飯ア ピー
ルが 猛烈に届く。 家島と いえ
ば真浦の「おかべ」と宮の
「志 みず」であり ます。 旬の
前ど れの魚をふる まって くれ
る。 今日は岡部さ んに会 いた
く「 おかべ」へ向 かう。 お料
理は「磯の会席」をいただく、
女子 連からは「す ごくお いし
い」 との声が上が る。ふ だん
おいしいも
のを食べさ
せてないよ
うじゃん。
めったにこ
れんのでちょっ
と高めのお
料理にして
よかったなぁ。

大ちゃんはビー
ルのアテにヒラ
メの刺身。うー
んこれはいけま
すね。時間があ
ればシャコとか
ワタリガニが最
高です。実はラ
ストオーダ ー間際だっ たの で
選択の幅が 少なかった 。や っ
ぱお品書き をなめるよ うに 眺
め、ビール をなめなめ 、今 日
の一品をオ ーダーしま しょ う
ね。なんと いっても最 近内 臓
脂肪に攻め られて許容 量が 少
なくなった 人たちは、 少量 で
もいいので お気に入り を食 べ
たいよね。 岡部さんと 昔話 に
花を咲かせ て小一時間 、帰 り
には家島名 物のほしえ びを お
土産にいた だき幸せも んで あ
りました。 次の船はと いう と
時間後か ？生きた魚 の活 魚
店や海産物 を売るお土 産物 屋
さんもあり 。真浦の路 地裏 探
検も楽しい ですよ。時 間が あ
れば宮の家 島神社や真 浦神 社
に参りましょ
う。帰りも
分で飾磨港へ、
近くていいと
ころ家島群島
へ皆様もまた
お運びくださ
いね。
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