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隠岐民謡 その魅力を探る

地域医療最前線
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隠岐民謡のルーツをひも解く

なまりで︑越後に法話の巧みな美男子の
僧侶がおり︑その僧侶を賞賛してうたっ
たのがはじまりといわれています︒

隠岐民謡の研究

各地方から隠岐に伝来してかたちを変
え︑隠岐民謡となった曲は非常に多くあ
ります︒これらの調査・研究に初めて本
格的に取り組んだのが︑近藤武さん︵港
町在住︶です︒

近藤さんは︑昭和 年︵ 歳の頃︶か
ら隠岐の各地域に足を運び︑その地に伝わ

（下）出版時の近藤武さん
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西廻り航路が運んだ文化

祝い事や祭など︑私たちの生活の様々
な場面でうたわれる民謡︒隠岐は︑古く
から民謡の宝庫といわれ︑数多くの曲が
うたい継がれてきました︒
これらの原曲の多くが︑江戸中期から
後期にかけて︑北前船の西廻り航路︵奥
羽・北陸方面から日本海をへて下関を回
り︑瀬戸内海を通って大阪に至る航路︶
によって︑主に北海道や北陸地方から様々
な積荷とともに入ってきたものだといわ
れています︒
当時︑隠岐の港は︑風待ち港︵避難港︶
としても重要な拠点でした︒古文書によ
ると︑慶応元年に西郷港に入港した船は
６３０隻︑天保 年にはなんと１９２８
隻と︑いかに賑やかであったかが伺えま
す︒

島の風土で醸成
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船乗りたちによって隠岐にもたらされ
た民謡は︑この島でうたい継がれ︑長い
年月をかけて︑隠岐独特の情緒あふれる
ものに変化していきました︒
たとえば︑隠岐を代表する民謡﹁しげ
さ節﹂は︑越後地方に伝承されている盆
歌﹁しゅげさ﹂が元唄とされ︑隠岐に伝
来して﹁しげさ﹂となったものと伝えら
れています︒
﹁しゅげさ﹂の語源は︑
﹁出家﹂の北陸

（左）
「隠岐の民謡」近藤武：著
隠岐民謡研究の集大成

守り伝える伝統

その魅力を探ります︒

され︑生活の中でうたい継がれてきた﹁身近な芸能﹂
︒

その代表とも言えるのが﹁隠岐民謡﹂です︒人々に愛

土に溶け込み︑独自の文化として開花しました︒

もたらされました︒それらは︑長い年月をかけて島の風

の港︒各地の船乗りたちによって︑多くの文化や芸能が

江戸時代︑北前船の風待ち港として隆盛を極めた隠岐

その魅力を探る
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今年５月 日に開催された﹁第 回しげさ節全国大会﹂上級の部で
優勝した長澤早紀さん︵左︶と齋藤優希さん︵右︶
※４ページに関連記事
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る民謡を古老から聞き取りするなどして︑
約 年間かけ調査︑研究を行いました︒
そして昭和 年︑隠岐民謡の集大成と
もいえる書﹁隠岐の民謡〜その起源を訪
ねて〜﹂を出版し︑隠岐民謡の歴史から
各曲を系統立てて︑約５００頁にわたり
詳細に紹介しました︒

浄土ヶ浦小唄と父

作曲家としての顔をあわせ持つ近藤武
さん︒
﹁浄土ヶ浦小唄﹂や﹁新しげさ節﹂
など︑数々の作曲を手がけています︒
昨年︑近藤さんの次女である安部里子
さんが﹁浄土ヶ浦小唄﹂をシンセサイザ
ーでドラマチックにアレンジした作品を
自作ＣＤで発表︑まさに親子共作といえ
るこの作品に注目が集まっています︒

安部里子さん ︵南方在住︶

当時、テープレコーダー
で調査を行う近藤さん

︱浄土ヶ浦小唄を演奏したきっかけは︒

素朴で飾らない音楽

近藤さんは︑この書の中で︑隠岐民謡
の定義を次のように示しています︒
﹁隠岐民謡とは︑隠岐島民が隠岐独特の
素朴な生活感情を詞曲または︑隠岐独特
の﹁曲に﹂反映させて伝承する性質をも
った歌謡である︒
﹂
人々の暮らしの中で︑その土地の匂い
をち︑ひと目ひと声で隠岐のものだとわ
かる﹁郷土性﹂と飾らない人々の心を表
現する﹁素朴性﹂
︑これこそ隠岐民謡の大
きな魅力であるといえます︒
近藤さんの民謡に対する類まれなる情
熱と努力は︑隠岐民謡という歴史的資産
を後世に残していく上で重要な道しるべ
となる本書に結実したのです︒

その思いからです︒何日もピアノの部屋
にこもり完成しました︒父も気に入って
くれましたよ︒
頑固で神経質の父とは︑意見の食い違
いで︑よくけんかもしましたが︑これだ
け性格の違う父娘が︑音楽となるとジャ
ンルは違っても話題には事欠かないのが
不思議です︒
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ポップス中心の私のＣＤアルバムの中
で﹁浄土ヶ浦小唄﹂をうたったのは︑現
在病気と戦っている父を元気付けたい︑

安部里子さんと自作
ＣＤ「風を感じて」
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第 回しげさ節全国大会
上級の部優勝者の二人に聞く
24

祖母：照代さん
祖父：義広さん

齋藤優希さん

長澤早紀さん

父：数磨さん

齋藤優希さん（唄）高校３年生
長澤早紀さん（三味線）高校１年生

― 優勝した時の気持ちは。
すごく嬉しかったです。まわりの人の支援があったので優
勝できたと思います。ただ、直すべきところがたくさんある
ので、まだまだ勉強しなければならいと考えています。

― 優勝した時の気持ちは。
事前のテープ審査で、まさかと思っていた上級の部になっ
たので、その分プレッシャーも大きかったのですが、いつも
通りにやって結果が出せたので良かったです。

― 練習の様子をお聞かせください。
毎週金曜日、祖父と祖母、そして親戚や近所の人が集まり、
和気あいあいとやっています。また、普段は自分で唄ったテ
ープを聴いて、良くないと思うところを直したりしています。

― 練習の様子をお聞かせください。
毎日、学校から帰って 20 〜 30 分、父と一緒に練習してい
ます。自分で譜面を見て、わからないところは聞いています。

― これからの抱負、夢は。
高校を卒業して、たとえ一旦島を離れても、いずれは帰っ
てきて、祖父や祖母と一緒に民謡を続けていきたいです。私
にとって民謡は、一番好きな音楽ですから。

会主 岩佐由美子さん

隠岐民謡は全国に誇れる民謡
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民謡あこな会

会が多くありましたが︑中でも隠岐民

力のある民謡です︒若い人たちに︑そ

五箇を拠点に活動する﹁民謡あこな会﹂
︒

しげさ節全国大会等で数多くのタイト

の素晴らしさをもっともっと伝えてい

謡は︑とても難しく︑また︑とても魅

ルを収めるなど躍進中です︒この会の

ければと思います︒今教えている子ど

人以上の会員を有し︑

代表であり︑今年プロ民謡歌手として

もたちには︑学んだことを︑次の世代

現在︑島内外で

デビューしたゆかりさんの母親でもあ

に引き継いでいってほしいと願ってい

ます︒

北海道出身の岩佐さん、日本民謡大賞
北海道決勝大会で優勝するなど数多く
のタイトルを持っています。

る岩佐由美子さんを︑稽古の現場に訪

ねました︒

︱あこな会を始めたきっかけは︒

はじめは︑毎週土曜日に家族で稽古

していましたが︑娘の友達が稽古を見

にくるようになりました︒毎週のよう

にやってきて︑正座して真剣に見つめ

年に小学

る姿を見て︑﹁会をつくらなければ﹂と

思いました︒そして︑平成

生ばかりの会でスタートしました︒

︱会を運営する上でのこだわりは何で
すか︒

まずは︑技術の向上をめざすという

ことです︒﹁上手になってもらいたい︒﹂

という思いから︑稽古は厳しく︑あい

さつなどの礼儀も大切にしています︒

その上で︑お互いに仲良く︑楽しく民

謡を学んでほしいと考えています︒

︱隠岐民謡への思いを︒

今まで︑全国各地の民謡に触れる機

10

― これからの抱負、夢は。
民謡は、最初、あまり好きではなかったけど、どんどん好
きになってきました。これからも聴いている人に満足しても
らえるよう練習を積み重ねていきたいです。

4

隠岐三味線を極める
茶山守廣さん

自分の時間が持てるようになり︑何か
をしなければならないと思いました︒
また︑お酒が強くなかったので︑何か
芸のひとつでもやらないと場が持たな
いと感じたことも︑実は始めた理由の
ひとつです︒

夜遅くまで練習を積んだ日々

隠岐民謡の素晴らしさ
を次の世代へ

隠岐民謡協会会長尾崎和男さん

隠岐民謡は︑原形をとどめていな
いものを含めると︑１８０〜１９０
もの曲が伝わっており︑その中で︑
現在うたわれているものは 曲あり
ます︒これらを︑昔から伝わってい
るかたちそのままに保存・伝承して
いくことが︑私たちに課せられた使
命であると考えています︒
また︑全国的に民謡組織が高齢化
する中︑後継者づくりは大きな課題
です︒現在︑学校の授業や修学旅行
で民謡を取り入れることも多く︑要
請があれば講師を派遣して民謡教室
を行っています︒子どもたちに民謡
をとおして故郷の良さを知ってもら
いたいと思います︒
来年は︑しげさ節全国大会が 回
目と節目の年を迎えます︒全国にア
ピールし︑より大勢の隠岐民謡ファ
ンを増やしていきたいものです︒
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三味線の指導はもとより︑イベント
やテレビ出演など幅広く活躍する茶山
守廣さん︒岬町にあるお宅を訪ね︑隠
岐民謡への思いなどを聞きました︒
︱茶山さんと民謡との出会いは︒

﹁隠岐三味線﹂を全国区へ

1 日に 180 ものアクセスがある
茶山さんの「隠岐三味線ブログ」

︱茶山さんの﹁隠岐三味線ブログ︵日
記形式のホームページ︶﹂についてお
聞かせください︒
隠岐民謡だけでなく︑島の風景や伝
統行事︑食などを紹介しようと︑平成
年に始めました︒このおかげで全国
にたくさんの友人ができました︒東京
の民謡コンクール会場で︑知らない人
から﹁ブログを見ています﹂と声をか
けられた時はさすがに驚きましたね︒
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︱茶山さんにとって隠岐民謡とは︒
隠岐民謡は︑今の私にとって日常生
活そのものです︒やればやるほど難し
くなりますし︑プレッシャーも大きい
ですが︑この﹁隠岐三味線﹂を津軽三
味線などのようにもっとメジャーにし
たい︑それが私の夢です︒そして︑隠
岐らしさにこだわった演奏をこれから
も追及していきます︒
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︱練習はどうしましたか︒
まずは︑父に習おうと思いましたが︑
甘えが出るからと断られ︑上西の師匠
について１年間手ほどきを受けました︒
子どもの頃から聴いていたせいか︑す
んなりひくことができたように思います︒
その後は独学で︑毎晩︑夜中まで練習
しました︒たまに休むと︑近所の人が
心配して声をかけてくれるほどでした︒

茶山さんの部屋は、民謡のテープや書籍等が一杯

私の生まれた都万目は︑民謡のとて
もさかんな土地でした︒父が三味線を
ひいたので︑毎晩のように人が集まり︑
三味や踊りを楽しんでいました︒物心
ついた頃からそういう環境で育ったので︑
民謡はごく日常の音楽でした︒
︱三味線を始めたきっかけは
昭和 年にＵターンして帰ってきて
48

特集

隠岐

〜

地域医療最前線

の島町の医療現場から 〜

﹁医師不足﹂による﹁地域医療の崩壊﹂︒

全国の医療現場を直撃するこの問題は︑

隠岐の島町にも影響を及ぼしています︒

町内の診療所では︑今まで経験したこ

とのなかった医師不在という事態に陥っ
たのです︒

幸い新たな医師に着任いただいたこと

により︑危機を脱したものの︑予断をゆ

るさない状況が続いています︒

今回の特集では︑地域医療の最前線で

ある診療所を取材し︑地域医療が抱える

問題点を考え︑医療を守るため︑私たち

にできることはなにかを探ります︒

6
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等に参加できるように診療を代わっ
て行う代診医の派遣︑医師の技術向
上を目指したブロック制︑女性医師
の支援等労働環境の整備に努めてい
ます︒

隠岐の島町では

隠岐の島町でも全国的な医師不足
の影響を受けています︒島根県と協
力して医師確保に努めていますが︑
隠岐病院の産婦人科の医師不在には
じまり︑精神科医師︑町立診療所医
師の不在など︑住民の皆様へ不安や
ご迷惑をお掛けすることとなってい
ます︒
そこで︑平成 年度に隠岐の島
町独自での医師確保対策として︑専
門スタッフを配置して医師招聘に努
めています︒

次のページからは︑こうした状況
にありながらも︑本町で医療に携わ
っていただいている診療所医師に︑
地域医療にかける思いを伺いました︒

近年の行政や住民は︑医師の働き
がいを考えず︑一方的に診療を求め
る傾向にあり︑両者間で深刻なコミ
ュニケーションの断絶があるといわ
れています︒
地域医療を守るために私たちがで
きること︒それは︑医師の技術向上
や︑知的欲求︑理念の実現︑患者か
らの尊敬や感謝︑信頼できる仲間が
いる︑自分の時間がもてるなど︑医
師が働きやすい環境を整えることだ
といえます︒

住民としてできること

20

また松江圏や出雲圏でも診療科に
よっては医師が不足しています︒
このように︑医師の総数は増加し
ていますが︑医師の偏在︑診療科に
よる偏在︑医療ニーズの多様化など
によって医師が不足しています︒
そこで島根県では︑島根で働く医
師を﹁呼ぶ﹂﹁育てる﹂﹁助ける﹂を
３本柱に医師を確保するために様々
な取り組みを行っています︒

医師を︻助ける︼

医学生に地域医療を肌で感じても
らい︑着任を推進する﹃地域医療研
修制度﹄の創設など医師確保に向け
た取り組みは強化され続けています︒
また︑将来島根県内の公的医療機
関や中山間地域等での勤務を志す医
学生を対象とした﹃医学生地域医療
奨学金﹄
︑
﹃しまね医学生特別奨学金﹄
︑
﹃緊急医師確保対策奨学金﹄を導入
しています︒

28
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資料提供・島根県健康福祉部医療対策課

医師を︻呼ぶ︼

島根県は医師確保のため︑平成
年から﹃赤ひげバンク制度﹄を
創設しています︒この制度は島根県
の地域医療に興味がある医師等を登
録し︑情報交換などを通じて︑県内
に着任していただくことを目的とす
る制度です︒
平成
〜
年度の間に計
人
の医師を確保するなど︑着実に実を
結んできています︒隠岐圏域につい
ても同制度で３人の医師が着任して
います︒
20

医師を︻育てる︼

18

0

図1:医師の偏在【人口１０万人当たりの医師数】(単位:人)

都市への流入と疲弊する地方

500
大田圏

うち病院
勤務医数
雲南圏

医療偏在の現状
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全国の地域の医療現場を直撃し︑
医療体制に深刻な影響を及ぼしてい
る医師不足︒
なかでも離島・へき地における医
療危機は極めて深刻な状況となって
います︒
平成 年︑国が初期臨床研修制
度の導入を進めた結果︑地方の大学
医学部を中心とするいわゆる﹁医局
制﹂が崩壊し︑大学医学部が医師を
派遣する力が弱まったことが医師不
足の大きな要因です︒
医師が少なくなった医療現場では
休日・夜間診療・長時間労働が増加︑
医師は比較的勤務条件が良い都市の
大規模病院を選択︑病院を去るとい
う︑悪循環に陥っています︒
国は医師不足の現状を憂慮し︑平
成 年６月に経済財政改革の基本
方針２００８を閣議決定︑医学部定
員を過去最大級まで増員︵平成
年度定員８︐４８６人︶することと
し︑必要な医師の養成を目指してい
ます︒
14

診療所で働く医師が学会や研修会

7

16

県内の現状と取り組み
45

表1:島根県の医師数(単位:人)
松江圏
出雲圏
隠岐圏

20

県内の医師数は昭和 年以降増
加 し 続 け て お り ︵ ※ 下 表 １ 参 照 ︶︑
人口 万人当たりの医師数は２６
３人で全国平均の２１７人を上回
っています︵※下図１参照︶︒
しかし︑圏域別にみると︑医師
は大規模病院が集中する松江圏と
出雲圏に偏在し︑他の圏域の自治
体病院はより深刻な状況になって
きています︒
10

2000

1500

医師数
浜田圏

益田圏

地域医療への思い

﹁歯の病は万病のもと﹂
につながると考えています
都万歯科診療所所長の医師酒谷
先生は︑兵庫県出身︒関東の病院
で勤務した後︑４年前から都万歯
科診療所に勤務しています︒
﹁当初は︑仕事に没頭できない中
途半端な思いを抱えながらの診療
をしていました︒﹂
人生の転機は︑現在は師と仰ぐ
医師との出会い︒集まった大勢の
隠岐のスローライフ︒実は
医療を支えているんです
﹁社会に貢献できる有意義な仕事
だから︒﹂奈良県の田舎に生まれ育
った千崎先生は︑大阪の大学を卒
業後︑市内の総合病院や大学病院
などで６年の勤務を経て︑３年前
から五箇歯科診療所所長として勤
務しています︒
﹁隠岐の人はスローライフでスト
レスがなく︑医師としては純粋に
三度目の隠岐
地域に根ざす診療
余年にわたり︑隠岐で地域の
医療に取り組む中村布施診療所所
長の筑後先生︒島根県立中央病院
から隠岐へ派遣され︑隠岐の島町
での勤務は今回で三度目︒延べ
年に及びます︒
三度目の勤務は隠岐病院での６
年に及ぶ勤務を経て︑２年前から
隠岐の島町立中村診療所と布施診
20

医師 酒谷 平八郎さん
医師 千崎 史剛さん
医師 筑後 一徳さん

都万・中村歯科診療所所長
五箇歯科診療所所長
中村・布施診療所所長

（着任順）

11

療所の２診療所を受け持っていま
す︒
﹁隠岐は地域によって住民の気質
も違う︒患者さんの気持ちを考慮
した上で診療に当たっています︒
自らのできる範囲の中で最善の治
療ができるよう注意を払い続けま
す︒﹂
﹁生活習慣病の高血圧や糖尿病は︑
個人の努力によって予防や進行の
鈍化などを図ることができる病気

治療に専念できる環境があります︒﹂
そう話す千崎先生が隠岐に赴任
することに決めたのは︑歯科医が
都市部で飽和状態にあり︑医師同
士が患者の取り合いをしている現
状に疑問を持ったことと︑都市で
の生活が合わなかったからだそう
です︒
﹁最近ではインターネットに情報
があふれ︑医療に関する知識を持
った患者さんが増えています︒し

患者を想像も及ばない速さで診療
するのを目の当たりにし︑それま
での迷いが消え︑以後︑医学を広
い視野で奥深く研究するようにな
ったそうです︒
﹁現在の医療制度は︑医師の専門
化が進み︑特化して詳しい診療が
なされる半面︑総合的な視点から
診療できる医師が減ってきている
と思います︒﹂
そのような思いも重なり︑経験

です︒健康は自分で守ることが一
番大切です︒日常生活のなかで注
意できるところは自ら気を付けて
いきましょう︒﹂

かし︑様々な知識が診療の妨げに
なることもあります︒隠岐はそう
いったことが少なく︑治療に専念
できるのです︒﹂
﹁口の中の病気は甘く思われがち
ですが︑体の病気と同様に早期発
見治療が大切です︒少しでも不安
を感じられたら受診してください︒﹂

に基づくさまざまな視点からの診
療を心がけているという酒谷先生︒
医療が乏しい地だからこそ︑自ら
が持つ経験を活かしたいという思
いから隠岐に来ることを決めたそ
うです︒
﹁患者さんと会話する中で︑その
人に合った最善の治療を見極め︑
歯の病のみならずそこから派生す
る万病の芽を摘むことも私の仕事
だと考えています︒﹂

8

医師とは︑患者が困っている
ことを手助けする仕事

医師不足に陥っていることを知り︑
迷わず応募︒当初は驚いたご家族も︑
決意の固さを知り︑徐々に認めて
応援してくれるようになったそう
です︒
﹁医者としての人生を︑３つに分
けて考えていました︒最初の 年
は修行︑次の 年は発展︑最後は
それらの経験を活かしたへき地医
療に取り組むと︒最後の段階がま
さに今です︒﹂

以前から島根の海が好きでよく家
族で訪れていたことをきっかけに︑
インターネットで都万診療所の医
師不在を知ったから︒
﹁自身のそれまでの経験を僻地
医療に活かしたい︒隠岐での診療
はこれまで経験したことのない患
者さんをより身近に感じる顔が見
える診療︒人に親しみ︑人を診な
がらの診療は新鮮で︑やりがいを

﹁隠岐は四季の移ろいが鮮やか︒
また︑人情もこまやかです︒その
うえ食べ物もおいしい︒今はこの
診療所で可能な限り長く貢献した
いと思っています︒また︑診療所
に勤めるということは︑地域の人々
の健康と命を支えるという責任が
重い仕事です︒いかなる時も プ
ロフェッショナル という意識を
強くもって診療に取り組んでいき
たいと考えています︒﹂

かみしめています︒﹂
﹁医師とは︑患者の病気や困っ
ていることを手助けできるように
方針を立てる人︒患者さんの要望
をふまえ︑診療に取り組みます︒
微力ながら皆様の健康を守ってい
きたいと考えています︒﹂

15

﹁人のために尽くしたい︒そん
な思いから医師を志しました︒﹂
昨年 月から都万診療所所長と
して勤務する福良先生︒東京都出
身で︑大学卒業後十数年︑大学病
院や国立病院で腫瘍外科関連の最
先端の医療を行っていました︒隠
岐の診療所で働く決断をしたのは︑

日々プロ意識を持って
医療に取り組んでいます
﹁医師になった時から︑へき地医
療が自分の最後の仕事と考えてい
ました︒﹂
五箇診療所所長の医師川﨑先生は︑
大阪府出身︒大学病院や︑民間病
院で計 年間勤務し︑病院長を最
後に退職︑今年４月から五箇診療
所に勤務しています︒
昨年９月︑隠岐の島町が深刻な

15
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29

医師 福良 嚴宏さん
川﨑 利博さん
医師

都万診療所所長
五箇診療所所長

厳しい状況です︒
国でも問題への取り組みはなされ
ていますが︑解決までにはまだまだ
時間がかかることと思われます︒
隠岐では︑﹁どうしたら隠岐の島の
医療が守られるか﹂という問題を︑
﹃離
島 ・ 隠 岐 の 医 療 を 守 る 会 ﹄︑﹃ 隠 岐 の
島 町 議 会 医 療 対 策 特 別 委 員 会 ﹄︑﹃ 隠
岐の島町﹄等で一丸となって検討し︑
取り組みを進めています︒

そうした医療整備の過渡期ともい
える状況にありながらも︑わが町の
診療所は︑地域診療の最前線として
地域住民が安心・安全に暮らしてい
くための大きな役割を担っています︒
離島に位置し︑限られた医療資源
の中でおのずと制約はありますが︑
住民に必要な医療を安定的に提供し
続けるという︑課せられた重要な使
命を︑今後も担っていく責務がある

と考えています︒
隠岐の島町では︑今後も医療体制
の充実を最重点に︑町民一人ひとり
が安心して医療サー
ビスが受けられる
環境を整備す
ることを喫緊
の課題とし
て取り組ん
でいきます︒

隠岐の島町は︑住民・議会・行政が一体となり︑医療体制の充実に向けて取り組み続けます︒

医師に聞く

医師不足問題は︑全国に共通す
る 深刻な問題となっていますが︑中
でも離島では︑島の存続を揺るがす
ような深刻で厳しい現実に直面して
います︒
本町では︑出産ができない︑かつ
て２人の医師が常勤した都万診療所
で医師不在となるなどの状況をふま
え︑あらゆる形で医師招聘に奔走し
ていますが︑その結果は依然として

9

診療所

世界ジオパークネットワーク

島全体がジオパークといえます︒隠岐の島町

地層や地質は︑学術的な価値が非常に高く︑

とを目的としています︒私たちの住む隠岐の

トワークへの登録が決まれば︑隠岐の島の大

業となる予定です︒この世界ジオパークネッ

業ではありませんが︑２・３年後には正式事

ジオパークは︑現在はユネスコの正式な事

登録に向けて

内でいえば︑白島海岸・鷲ヶ峰のトカゲ岩・

きなアピールとなることは間違いありません！

これらの地域を︑観光・文化・教育等に役

ジオパーク︑そして隠岐を理解することから

について紹介していきます︒まずは私たちが

今後︑総合誌﹃隠岐の島﹄で︑ジオパーク

立てていくことを目的とするのが︑ジオパー

始めましょう︒

れた地域があり︑登録に適しています︒

海苔田の鼻など︑数多くの地質・景観等に優

の観光・文化・教育等の振興を行っていくこ

関わる遺産を研究・保護・活用し︑その地域

を含む自然公園のことです︒これらのジオに

地形・地質︶に関係する自然遺産や文化遺産

ユネスコが支援する事業で︑ジオ︵地理・

●ジオパークとは・・・

て紹介します︒

今回は﹁ジオパークとは何か﹂につい

ています︒

オパークネットワークへの登録を目指し

現在隠岐の島町は︑隠岐地区の世界ジ

ひろば

クにおける活動です︒

今年度耐震診断が行われる五箇小学校
上段体育館、下段校舎

隠岐の島町では子ども達にとって安全で安心な学校づくりの
ため、学校施設の耐震化事業に取り組んでいます。
昭和 56 年に改正された建築基準法により耐震基準も改められ
ました。これ以前に設計された学校施設に対し耐震診断を実施し、
その結果を受けて補強工事を行います。
対象となる学校は学校統廃合も考慮し、3 校となります。これ
ら 3 校について順次耐震診断と補強工事等を行っていきます。
まず今年度は五箇小学校（昭和 33 年建設）で実施し、次に西
郷中学校（昭和 46 年建設）、中条小学校（昭和 51 年建設）の順
で耐震診断・補強工事等を行う予定です。なお昭和 57 年に建築
された都万小学校については、既に平成 16 年に耐震診断を行っ
ており、十分な耐震性がある事が確認されています。
町の財政状況は引き続き厳しい事が予測されますが、様々な
国や県の補助事業などを視野に入れ、一刻も早い耐震化を行っ
ていきたいと考えています
児童生徒や保護者の皆様には、工事等で何かとご迷惑をおか
けしますが、ご理解とご協力をお願いします。

小中学校の耐震化
対策について

まなびの

10

各種スポーツ教室がスタートしました

けどこれから始めてみようかな﹂とい

〜総合型地域スポーツクラブの設立に向けて〜

21

年度より設立予定の総合型

う方にたくさん参加していただけます︒

平成

地域スポーツクラブでは︑この春から

８月にはニュースポーツ体験などを予

７月にはヨット・シーカヤック教室︒

を始めました︒スポーツを通して︑仲

定しています︒いろいろな種目に挑戦

お試し期間として無料のスポーツ教室

間づくりや世代間交流︑健康増進など

してみてください︒

教室についてのお問い合わせ︑お申

豊かな暮らしができる地域づくりをめ

ざしています︒

し込みは︑隠岐の島町教育委員会生涯

学習課︵電話２︱２１２６︶までどう

四月より小・中学生対象のキッズ教

室としてフットサル教室︑少年野球教

ぞ︒

名ものみなさんに集まってい

室︑バスケットボール教室を行ったと

ころ︑

ただき︑スポーツクラブってどんな雰

囲気なのかということを感じてもらい

ました︒

指導者もその競技に親しんでいる地

域の方々ですので︑親しみやすく楽し

く教室が開催できています︒

参加してくれた小・中学生のみなさ

んからは︑
﹁楽しかったので︑これから

もいろんな種目の教室に友達や家族で

楽しく参加したい﹂との声をいただい

ています︒

この教室は︑普段からその競技に親

しんでいる人も︑基礎的なことから指

導を受けられるので︑
﹁やったことない

40

たなばた会にいらっしゃい！
隠岐の島町図書館
電話 08512‑2‑2341 ＦＡＸ 08512‑2‑9198
●開館時間１０時〜１８時 ●閉館日(月曜日・第３日曜日・祝日)
※祝日が月曜、第３日曜と重なった場合は翌日も閉館

図書館年報できました
平成 20 年度図書館年報を発行しました。図書館
の利用状況やよく読まれた本ランキングなどいろ
いろな情報が載っています。希望される方には差
し上げますので、職員に声をおかけください。

リクエストをご存知ですか？
図書館でこの本ないかなーと探しても無いこと
ってありますよね。そんなときはそのまま諦めな
いで、リクエスト用紙に本の名前を書いて渡して
ください。他の図書館から借りたり購入したりして、
本をお貸しします。（マンガや CD・DVD などお応え
できないものもあります）

11

図書館でたなばた会をします。楽しい工作や絵
本の読み聞かせなど、こどもを対象にいろいろ楽
しめる企画を予定していますので、ぜひおこしく
ださい。
日時 7 月 4 日（土）
午後３時から
場所 隠岐の島町図書館

夏休みに本を読もう！
今年も青少年読書感想文全国コンクールの課題
図書が入りました。絵本から科学的な読み物まで、
小学生向け 12 冊、中学生向け 3 冊、高校生向け 3
冊です。
また、その他にもたくさ
んいい本がありますので、
ぜひ自分好みの一冊を探し
てみてください

j a k W g B s
ĶİĳĴ 新隠岐病院基本設計決定 平成２４年春開院予定
隠岐病院新築工事基本設計プ
ロポーザル公開ヒアリングが５
月２３日（土）、隠岐の島町ふれ
あいセンターで開催されました。
その後引続き開催された審査
会において、６つの提案の中から、
①極めて完成度が高く、十分
に練られた提案。
②基本計画での要求、プロポ
ーザル課題への誠意をこめた対応。
③全体のバランスもよく、達成度・実現性も高い。
以上のことが評価され、最優秀提案者として、（株）梓設計 大阪支社の提案
が選定されました。
今後は、約１年をかけて設計業務を行い、平成 22 年度から病院本体工事に着
手し、平成２４年春の開院を目指します。

ĶİĹ

豊作祈願！
有木どろんこ運動会

有木地区の水田で、豊作祈願どろ
んこ運動会が、有木小学校の４，
５
年生とその保護者などが参加し開催
されました。今後年間を通して、水
田を利用した農業体験も行われます。

ĶİĲĲ

まちづくり懇談会
１２会場で開催

ĶİĲı 春満開 つつじ祭りとウォーキング大会
都万亀の原水鳥公園

亀の原水鳥公園でつつじ祭り
とつつじを眺めながらのウォーキ
ング大会が開催され、多くの来場
者でにぎわいました。公園は整備
されていますので、休日のリフレ
ッシュなどにぜひご利用ください。

町内１２会場で、まちづくり懇
談会が開催され、町民の皆様か
ら多数のご提言をいただきました。
町ではご提言をまとめた報告書
を発行する予定です。

ķİĵ

水産高校が東郷・飯田地区
クリーンアップ活動

ĶİĲĺȡ 関西からの修学旅行受け入れ

７月までに５校６９８人が来島予定

Ķİĳĺ 大久寺空橋で開通式

昨年から始まった関西からの大規模
な修学旅行の受け入れ。ほとんどの学
校が民泊を利用するなど、住民の皆様
隠岐水産高校の生徒・教職員（計
にご協力をいただいています。また、
１２４名）が学校周辺の清掃活動
シーカヤックなどのマリンレジャー体
を行いました。通学路のゴミ拾い
験でも多くのボランティアの方々にご
や、水産高校ならではの小型船舶
協力いただきました。本事業は隠岐の
による清掃も行われました。
大自然を体験できることなどから参加
した生徒や先生から好評を博しています。 ķİĲı 毎月10日は省資源
「ノーレジ袋デー」です

一昨年の８月豪雨災害を乗り越え

一昨年の豪雨災害により大きな被
害を受けた県道西郷布施線大久寺空
橋で、地区主催による開通式が行わ
れました。
神事・テープカットの後、住民に
よる橋の渡り初めが行われ、開通を
祝いました。この橋の開通で県道西
郷布施線は全線復旧し、一畑バスの
運転も正常運行を再開しました。

隠岐の島町では、毎月１０日を「ノ
ーレジ袋デー」と定め、マイバッグ持
参などによる資源節約を目指すことと
しました。施行初日にはサンテラスで
保育所園児による踊りや啓発チラシ配
布などのキャンペーンが行われました。
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年４月２日

年９月

ましたので︑ご利用ください︒

回島根県高校総体走り幅跳び

八幡凪歌さん︵隠岐高︶が優勝
第

第

回島根県高校総体陸上競技が５月

日︑島根県立浜山公園陸上競技場︵松江

状態が良い方を対象に顕彰する事業です︒

すようお願いします︒

八幡

高明さん︵久見︶

昭三さん︵久見︶

企画調整係

企画財政課

隠岐の島町役場

●お問い合わせ先

池田

ススミさん︵北方︶

○優良賞

永田

佳菜子さん

歳以上

歳

陸上・海上・航空自衛隊の曹となる自衛官

☆一般曹候補生︵陸上・海上・航空自衛隊︶

自衛官募集のお知らせ

電話２ ８
‑ ５６６

池本

颯太くん親子︵小路︶

平成 年全国消費者実態調査に
ご協力ください︒

月までの３か月間に

年全国消費実態調査が実

を養成する制度 応募資格

日︵土︶試験

未満の者 応募期間 ８月１日︵土︶〜９月

日︵金︶ 採用試験 ９月

す︒調査の結果は︑年金制度についての検

的にとらえることを目的として実施されま

消費︑資産の３面からバランスよく︑総合

卒︵見込含︶

パイロット等を養成する制度 応募資格 高

︵海上・航空自衛隊︶海上・航空自衛隊の

会場 松江・出雲・浜田各合同庁舎 ☆航空学生

日︵金︶ 採用試験 ９月

歳未満の者 応募期間 ８月

討資料や︑住宅ローン返済の実態の把握な

１日︵土︶〜９月

日︵水︶試験会場 出雲合同庁舎 ☆看護

学生︵陸上自衛隊︶陸上自衛隊において看護業

歳 未 満 の 者 応募期間

が町内のすべてのお宅を訪問して︑世帯主

高卒︵見込含︶

務に携わる自衛官を養成する制度 応募資格

なお︑統計調査により集められた個人情

９月７日︵月︶〜

月２日︵金︶採用試験

日︵土︶試験会場 出雲市役所 ☆２

だいた調査票は集計が完了したのち溶解処

義務が課せられているほか︑記入していた

年を１任期︵２任期目以降は各２年︶とし

陸上自衛官は２年︑海上・航空自衛官は３

等陸・海・空士︵陸上・海上・航空自衛隊︶

月

分するなど︑厳重に個人情報を保護してい

て勤務する任期制隊員 応募資格

歳以上

ますので︑どうぞ安心してお答えくだいま

計調査員等の統計に携わる者に厳格な守秘

報は﹁統計法﹂によって保護されます︒統

の氏名などをお尋ねします︒

域の世帯の確認のため︑７月以降︑調査員

ど各方面で広く利用されています︒調査地

つけていただく調査で︑家計の実態を所得︑

世帯から選定された世帯に︑主に家計簿を

施されます︒この調査は︑全国のすべての

わたり︑平成

本年の９月から
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隠岐の島町職員募集

３名︵昭和

１．職種・採用予定人員・受験資格
一般事務職員

２．試験 第１次試験 期日 平成
: 会場

日︵日︶

11

から平成４年４月１日までに生まれた人︒
︶

: 〜９

月

27

日︵日︶受付時間 ９
島根県民会館︵松江市殿町１５８番地︶

年

本以上残っている方

18

19

試験種目 教養試験︵高卒程度︶
︑適性検査
第２次試験 日時 平成

市︶で行われ︑本町北方在住の八幡凪歌さ

でとうございます︒
前述コンクールは今年満
る方で自分の歯が

歳以上にな

１組の方が優良賞を受賞しました︒おめ

のよい歯のコンクール﹂で︑本町から３名・

０２０よい歯のコンクール﹂と﹁親と子

島根県と島根県歯科医師会が主催する﹁８

よい歯のコンクールで隠岐の島町
から３名と１組が優良賞受賞

を果たしました︒おめでとうございます︒

︶

会場 隠岐の島町ふれあいセンターで実施

日︵月︶

んが走り幅跳びで見事優勝︵記録５ｍ

年７月

予定 試験種目 作文試験︑人物試験︵面接︶
平成

日︵火︶午後５時まで※詳細に

３．受験受付
〜８月
ついては６月４日発行の隠岐の島町お知ら
せ便及び隠岐の島町ホームページに掲載し
ています︒
●お問い合わせ 隠岐の島町役場 総務課
職員係 電話２︲２１１１

町からのお支払いにゆうちょ銀行
︵郵便局︶の口座が利用できます︒
今年度より︑隠岐の島町から町民の皆

10 24

47

47

が対象︑後述コンクールは３歳児健診を

11

21

見事な跳躍で優勝した八幡さん

10

21

57

10

様へのお支払いについて︑ゆうちょ銀行︵郵

24

45 21

18

13

11

23

15

21

21

受けられた方で親子ともに歯と口の健康

13

80

11

便局︶の口座への振り込みが可能となり

18

20

10

30

20

歳未満の者 ○男性の場合 応募締切９月

○

日︵土︶のいずれか１

試 験 会 場 陸上自衛隊出雲駐屯地

日︵木︶〜

日︵土︶身体検査・口述試験９

日︵金︶採用試験 筆記試験・適性試験・
作文９月
月
日

日︵月︶

応 募 期 間 ８月１日︵土︶〜

日︵金︶ 採用試験 ９月

女性の場合
９月
試験会場 陸上自衛隊出雲駐屯地
●お問い合わせ
自衛隊
島根地方協力本部
電話０８５２ ２
‑１ ０
‑ ０１５

就職フェアしまね︵夏季︶開催
のおしらせ
企業の採用担当者による面接︑情報提供

年８月８日︵土︶

年８月１日︵土︶フローラいず

を行う就職面接会を開催します 日時・場所
○平成
も︵出雲市︶○平成
くにびきメッセ︵松江市︶時間はいずれの

年３月大

会場も午後１時〜午後４時 対象者 平成
年３月大学卒業予定者︑平成

学等卒業後未就職の方など 参加企業 ７月
中旬から﹁ジョブカフェしまね﹂のホーム
ページに順次掲載します︒
http://www.jobcafe-shimane.jp/
●お問い合わせ

平成 年全国広報コンクール
隠岐の島町が２部門で受賞

年全国広報コンクール

全国の自治体が発行する広報媒体の技
術等を競う平成
︵財団法人日本広報協会主催︶の審査結果
が発表され︑隠岐の島町は﹁映像の部﹂
で特選に次ぐ１席︑﹁広報誌︵町村の部︶﹂
で佳作を受賞しました︒映像・広報誌と
も全国コンクールでは今回が初めての受
賞となります︒
受賞作品は町ホームページで公開して
いますのでご覧ください︒

ページ左上︑春の叙勲で瑞宝

・・・お詫びと訂正・・・
前月号

双光章を受章された︑宇野力夫さんのお

名前に誤りがありました︒お詫びして左

氏
( 名︶

東町

地
( 区

地
( 区
東町

記のとおり訂正いたします︒

戸籍コーナー

ご誕生
氏
( 名︶
岡田 新大

垣見 清子

中村
月

千葉アヤミ

おくやみ

※

歳

) 年
( 齢
歳

)

) 保
( 護者 )
岡田裕治

（都万在住）

︵敬称略︶
日までの申込み受付分
戸籍コーナーについては役場町民課
及び各支所出張所の窓口へ届出にこられ
た方で︑お申し込みをいただいた方のみ
掲載しています︒
お申し込みの再検討などで︑掲載を

9:00〜19:00まで 定休日なし

営業時間

宇野力夫さん

ご希望の方は︑隠岐の島町役場総務課広

の島町原田1501‑4

20

2-

瑞宝双光章を受章

報広聴係までご連絡ください︒

隠岐

レインボープラザ 0120‑27‑6910

去年と違う夏。

ビアホール好評開催中！

新規・機種変更でスクラッチ宝くじプレゼント !

元公立小学校校長
町教育委員

98 95

28

20

14

31

21

シングル（素泊り）………
4,200円
5,960円
ライトプラン（1泊2食付）…
標準プラン（1泊2食ワンドリンク付）… 6,800円

お問い合わせは

5

26

ジョブカフェしまね

↑隠岐国分寺の火災から再興を
とげた蓮華会舞の特集や写真記
事のレイアウトが評価された「総
合誌隠岐の島平成２０年６月号」

11

21

19

21

21

隠岐の島町の見どころを安部里子さん
が歌う「浄土ヶ浦小唄」にのせて、印
象的に表現していることが評価された
映像の部１席「神々の舞い降りし島」
のオープニング映像↓

11 27

電話０８５２ ２
‑８ ０
‑ ６９１

21

24

「月曜日定休：但し団体様応相談」

㪌㪆㪉㪊䌾㪐㪆㪈㪊㩷㪧㪤㪈㪎㪑㪇㪇䌾㪉㪈㪑㪇㪇
䋨䊤䉴䊃䉥䊷䉻䊷㪉㪇㪑㪌㪇䋩
↵ᕈ㪳㪊㪃㪌㪇㪇䊶ᅚᕈ㪳㪊㪃㪇㪇㪇
㪌䊶㪍䊶㪐䈲䉂䊷䉖䈭㪈ഀᒁ

隠岐の島の方限定料金！
朝7時30分松江駅行きから市内無料送迎も致しております。

࠼ຟᾛᾭᾷ
࠼ຟᾛᾭᾷ
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レンタカー境港
ちしてい

〒684‑0033

七類港・境港フェリー乗り場へ
車を（配車・引取り）いたします。

手続きも七類港・境港で完了！
隠岐の島出身企業です。
系列店

鳥取県境港市上道町2119

TEL:0859‑47‑1270

自動車板金整備及び販売
有限
会社

料金

サカエマイカーセンター
TEL 0859‑42‑3455

当社では延長料金はいただいておりません。
例えば、レインボーでAM10:00着、翌日PM4:00発の
（軽自動車）
30時間でも、1日料金で5,000円と消費税をいただきます。

損害保険代理店

東京海上日動 損保ジャパン
TEL 0859‑42‑6870

週末、連休ご予約の方は、込み合いますのでお早めにお願いいたします。

߬ᗿ߬ጬɡɄȾɑȾɄʌ▝ɳɸɑʁɀ

2-0900

ခ࿐५ॄ

̭͛͞ 米穀店
隠岐の島町内ならどこでも無料配達致します。お米の地方発送も
承ります(箱代サービス)。お気軽にお電話、お問い合わせ下さい。

㓝ጘ↥ߎߒ߭߆ࠅ

お買得

5kg…2,300円
10kg…4,500円
15kg…6,500円

もち米
玄 米

１升/840円
1kg/370円

隠岐の島町有木山崎18
代 表 繁浪只男
米５kg以上お買い上げの ＦＡＸ 2‑0903
方にお得な粗品進呈中！ 定休日 毎週日曜日

あなたの大事なお車
あなたの大事なお車
運転代行営業中
!!
営業中 !! お届けいたします。
お届けいたします。

栄代行

携帯

5-3099
090-4148-6122
午前2:30まで営業

最初の１㎞までは1,300円以降1㎞ごとに250円ずつ上がります。
☆料金はリーズナブル！たとえばピア前から
役場都万支所まで
役場五箇支所まで
大久ＪＡ前まで

4,550円
5,050円
3,550円

水原商店まで
今津集会所まで
加茂保育所まで

5,300円
2,550円
2,550円

◎お車が離れた場所にある場合は、一旦鍵をお預かりし、お車を回送してから代
行させていただきます。歩いて行ける場所にあれば一緒に歩いていきます。

ᐢ๔ឝタߪ㓐ᤨ㓸ߒߡ߹ߔ↸ޕᄖ↸ޔౝ㧔㧝࿁㧝ᨒ㧕ᐕ㑆ᄾ⚂ߥࠄ㧑ഀᒁޕឝタᏗᦸߩᣣޙಾޕ
ᐢ๔ឝタࠍߏᏗᦸߩᣇߪޔ㓝ጘߩፉ↸ᓎ႐✚ോ⺖ᐢႎᐢ⡬ଥ㧔㧙㧕߹ߢߏㅪ⛊ߊߛߐޕ
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広報隠岐の島７月号 ( 通算第 57 号 ) ■編集 / 発行 隠岐の島町役場総務課広報広聴係
〒 685‑8585 島根県隠岐郡隠岐の島町城北町１番地 TEL(08512)2‑2111( 代表 ) FAX(08512)2‑6005 表紙題字

隠岐の島町行事予定
1日水
2日木
3日金
4日土
5日日
6日月
7日火
8日水
9日木
10 日 金
11 日 土
12 日 日
13 日 月
14 日 火
15 日 水
16 日 木
17 日 金
18 日 土

脇田泰造氏 ( 下西 )

19 日 日

25 日 土
26 日 日
27 日 月
28 日 火
29 日 水
30 日 木
31 日 金

新隠岐空港開港４周年

隠岐〜大阪（伊丹）ジェット機就航

コカコーラ杯ゲートボール大会（運動公園）
図書館たなばた会 15:00〜 （図書館）
第３９回隠岐の島町社会人バレーボール大会
（総合体育館）
図書館休館
年金相談 １３：００〜１６：００（ふれあいセ
ンター） 淡路中学校（大阪市）修学旅行
※９日まで
年金相談 ９：３０〜１２：００（ふれあいセンタ
ー）

7/17（金）〜
8/30（日）
■お問い合せ
隠岐空港利用促進協議会
℡ ２‐８５７５

無料法律相談 13:00〜16:00 （文化会館）ソフ
トバレー審判講習会（文化会館）
ソフトバレー審判講習会（総合体育館） 日本
海ＴＶ杯壮年軟式野球大会ドリームカップ（運
動公園） ハンセン病を正しく知る講演会
13:30〜（図書館）
図書館休館

ŎŅĺı ́
١ഐ̈́ߗ͈ၫͬ

ゆかり（岩佐由香里）コンサート
ＮＨＫテレビ「それいけ！民謡 うた祭り」
レギュラー出演中！

隠岐⇔大阪ジェット機就航 ※8/30まで
セパタクロー全国大会（総合体育館）※7/19まで
第４２回中国五県（兼）西日本軟式野球大会
（運動公園）第２２回ふれあいレディースバレ
ーボール大会（９人制）（西郷小学校体育館）
図書館休館
海の日 図書館休館
図書館休館

７月２５日（土）開演 15:00
隠岐島文化会館大ホール
一般 3,000 円

小中学生 1,500 円

島後久見神楽

※当日各 500 円増

どうごくみかぐら

隠岐法律相談 13:00〜（文化会館） ※有料・
要予約 0852‑21‑3450）
ゆかりの音返しコンサート 15：00〜（文化会
館） レインボーカップミニバスケットボール
in隠岐の島町（総合体育館・西郷小学校体育
館） ※7/26まで
島後久見神楽 22:00頃〜明け方まで （伊勢命
神社） 第11回全国水産・海洋高等学校カッタ
ーレース大会（隠岐水産高等学校付近）
図書館休館

と

ところ

７月２６日（日）
伊勢命神社（久見）

▼夜遅く車から降りると︑﹁見て！﹂

"

と子どもの声︒見上げると︑思いがけず

北斗七星

"

星空が広がっています︒さっそく探し当

てた唯一知っている星座

でしたが︑子にどう説明してよいのかわ

その日の夜空には︑はくちょう座や

からず︑情けなさから後日調べました︒

大三角形﹄があったとのこと︒動物なら

いるか座︑織姫と彦星までも含む﹃夏の

七夕前に遭遇した﹁伝えること﹂の

わかってくれるか︒

した︒
︵Ｓ︶

難しさを思わずにはいられない出来事で

▼毎号︑苦慮するもののひとつに表

紙の写真選びがあります︒担当者二人で︑

り込む訳ですが︑これが結構悩むのです︒

それぞれが撮った写真の中から１枚を絞

※括弧内は前月比

時として︑撮影した本人は︑自ら撮

８，
４３８（ ‑１３）人
７，
３６１（ ‑ ６)世帯

った写真に愛着が出るものです︒どうし

女
世帯数

ても客観的に判断できないとき︐今度は︑

７，
６５６（ ‑ ４）人

課の職員全員の投票に最後の審判を委ね

男

１６，
０９４（ ‑１７）人

あります︒多く票の入った写真が︑とた

平成２1年６月１日現在

ることに⁝︒やはり大勢の声は説得力が

人口と世帯数
人 口

き

午後１０時頃〜明け方４時頃まで

んに良く見えてくるのですから！ ︵Ｎ︶

隠岐の島町ホームページ:http://www.town.okinoshima.shimane.jp/
代表メールアドレス:jouhou@town.okinoshima.shimane.jp

20 日 月
21 日 火
22 日 水
23 日 木
24 日 金

7月

