報告書

花と昆虫の楽園キャンペーン

PART2

大人も子どもも手島の大自然にワクワクしよう！
2018年10月吉日
四国夢中人 代表 尾崎美恵

2017年から塩飽諸島の活性化を目的として始まった「塩

大自然の中で潮騒や小鳥のさえずりに耳を傾けながら、

飽部隊プロジェクト」は京都大学の学生と、香川県の四

ひまわり畑、花の苗植え、地引き網、昆虫採集、そして流

国夢中人、そして手島の自治会が共同で進めてきました。

しうどんにバーベキュー！

そんな手島にも、ついにアウトドアシーズンが到来！

夏の手島には、たくさんの非日常が待っていました。

実施概要
日

程

平成30年8月3日～5日 （3日間）
1日目 ： 生物採集と観察会、バーベキュー、ウミホタルトラップ仕掛け・観察
2日目 ： 地引網、昼食（流しうどん・バーベキュー・スイカ割り）、
昆虫採集、花の苗の植栽、花火大会、ウミホタルトラップ仕掛け・観察
3日目 ： 花の苗の植栽、海岸清掃

場

所

香川県丸亀市 塩飽諸島 手島
（人口約20名、平均年齢約80歳、周囲10.9km）

宿 泊 先

手島自然教育センター （旧手島小中学校）

協賛企業

農協食品（株）

鶏むね肉、手羽先 計12kg

JA香川県
「讃さん広場」

なす、トマト、キャベツ、アスパラガス、玉ねぎ、オクラ、
オリーブ牛、オリーブ豚、鶏肉

（株）久保田麺業

はりやのさぬきうどん20人前、全国ご当地有名ラーメン店シリーズ12人前、
そうめん45人前

日本コカ・コーラ（株）

アクエリアス、綾鷹

備 讃 フ ェ リ ー

高速艇臨時便

500mℓ 計96本、2ℓ 計120本
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協

力

・トレニア、ベコニア、日々草、マリ―ゴールドなど花の苗1000ポット（香川県立香川丸亀養護学校）
・手島自然教育センター利用費（丸亀市市民活動ステップアップ補助事業）
・フェリーでの苗往復運搬費、レンタル移植スコップ50ヶ、鍬4本（丸亀市緑のまちづくり協議会）
・活動期間中の丸亀港市営パーキング無料開放

差し入れ

森
寛敬 氏
余吾 幸則 氏
北山さだみ 氏
島
民

後

香川県教育委員会

援

お菓子、デザート
愛媛のまじめなみかんジュース、ビール
さぬきワイン、梨、柑橘
イカ、タコ、サザエ、トウモロコシ、スイカ、ウリ等

参加者
京都大学

県外ボランティア

農学研究科応用生物科学専攻修士2回生 荒川 貴行 さん
農学部資源生物科学科
4回生 池田 茉史 さん
農学部食料・環境経済学科 4回生 岩男
望 さん
農学部食料・環境経済学科 5回生 宮本 明徳 さん
農学部資源生物科学科
4回生 土井原沙織 さん
農学部食品生物科学科
2回生 岡田 紫苑 さん
工学部工業化学科
1回生 井口総太郎 さん
工学部工業化学科
1回生 秋岡 孝紀 さん

東京大学客員研究員
（株）新閃力代表

手島島民・出身者

丸亀市在住
香川大学創造工学部教授
土庄町豊島在住
主婦
（株）久保田麺業社長

手島自治会長
手島自然教育センター長
島民
島民
島民Ｉターン （北海道）
島民
島民
丸亀市在住

藤原
高田
浜本
吉田
蛯名
大倉
尾崎
藤原

当正 氏
正明 氏
満雄 氏
文二 氏
光男 氏
政敏 氏
和敏 氏
泉氏

栃木県在住
作家

大鹿 文明 氏
尾崎 えり子 氏
ご家族2名
尾崎研一郎 氏
ご家族3名
広谷 鏡子 氏

県内ボランティア

香川県農政水産部農村整備課
香川県議会史編さん室長
香川県企業立地推進課
丸亀市市民活動推進課
四国夢中人代表

東
由美 氏
大場 晴夫 氏
北山 さだみ 氏
木村久美子 氏
久保田剛司 氏
ご家族3名
庄野 寿規 氏
高山 桂一 氏
土居 義昌 氏
山田 健司 氏
尾崎 美恵

農林水産省
経営局協同組織課共済班
中国四国農政局香川支局長
中国四国農政局香川支局長代理

余吾 幸則 氏
ご家族3名
森
寛敬 氏
大島 次郎 氏

学校関係者
宇多津子供会
香川県立丸亀高等学校生物部
昆虫ガイド／瀬戸内虫の会会員

35名
17名
出嶋 利明 氏
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活動の様子
１

地引き網
体験

２

花の苗の
植栽

干潮に合わせて、漁師の浜本さんの船で島民や大学生が網を仕掛け、宇多津子供会の皆さんと塩飽
部隊が二手に分かれて綱を引っ張りました。網が上がるにつれて、次第に網の中の魚たちが見えてき
ます。磯に上がった網の中ではイカ、タコ、小魚などがピチピチと跳ねまわり、大人も子どもも漁師さん
になった気分！手島の海を全身で感じることができました。

香川県立香川丸亀養護学校の園芸班
から寄贈された花の苗。 日々草、べコ
ニア、トレニア等1,000株を宇多津子供
会の皆さんといっしょに植えました。

３

島の昆虫
採集

島の昆虫博士藤原さんがカブトムシが
生息する秘密の場所に案内してくれま
す。子どもたちの歓声と共にカブトムシ
やクワガタが姿を現しました。
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参加者からのメッセージ

カラフルな花の苗を丸亀養護学校が提供してくださり感
謝しています。次回、可能であれば生徒さんとの交流が
できたら嬉しいです。

来るたびに大切な思い出が増える島
池田 茉史 さん
京都大学農学部資源生物科学科4回生／奈良県出身

手島がいつまでもありますように
宮本 明徳 さん

手島の自然の豊かさは最初に訪れた時から感動してい

京都大学農学部食料・環境経済学科5回生／広島県出身

ました。ですが、今回出嶋先生や丸亀高校生物部の
方々に手島に生息する様々な生き物の名前や生態を教

待ちに待った夏の手島、

えていただいたことでさらにそれを実感できました。さら

過去の報告書で読んだ

に印象的だったことは、昆虫採集や地引網、スイカ割り、

美しいひまわり畑をぜひ

流しうどんなどのイベントでの子供たちの生き生きとした

見てみたいと楽しみに上

表情でした。手島の自然や空間、島の方たちの暮らしが

陸しました。残念ながら、

私たち大学生だけでなく子供たちの胸もうつのならば、

今年の猛暑にやられた

やはりあの手島の環境は守るべきものだと思います。ま

のか、ひまわりはみんな

た、今回も丸亀養護学校さんから提供していただいた花

しょんぼりうつむき気

の苗を植えました。島の方々へお世話を任せてしまうこ

味、、、お疲れのようでし

とは心苦しいですが、皆で協力して苗を植える過程や植

た。そんな猛暑でも元気

えた花を見ることは心が一つになるような感じがして楽し

にはしゃぐのが子供たち。

いです。今後、島の方の負担になりすぎないようこの活

今回は丸亀高校生物部

夏真っ盛りの島で地引き網を

学生は子どもたちにも大人気

動を続けていきたいと思

の生徒や子供会の人たちが島外から訪れ、朝から晩ま

います。また手島に来る

で一緒に遊びました。海水浴、昆虫採集、スイカ割り、

たびに、私にとって大切

BBQといった遊びもさることながら、漁師さんの用意して

な思い出が増えていくこ

くださった地引網漁や丸亀高校生が採集してくれた海

とを実感します。今回ま

ホタル観賞など、初めての体験もできました。今回も丸

での企画で島に訪れた

亀養護学校の生徒さんの作ってくれた花の苗をみんな

人たちや島に住む方々

で協力して植えました。お世話になった方々、本当にあ

にとってもそうであった

りがとうございます。こんなに楽しい手島が、いつまでも

らいいなと思いました。

あってほしいと願っています。

自然が与えてくれるわくわく感
岩男 望 さん
京都大学農学部食料・環境経済学科4回生／神奈川県出身

初めて来たはずなのにどこか懐かしい
秋岡 孝紀 さん
京都大学工学部工業化学科1回生／大阪府出身

去年に続き2回目の、真夏の手島訪問。雉の被害に遭っ

手島は僕にとって非常に神秘的な場所でした。最初に

たというひまわりですが、島の方々のお力のおかげで、

島に降りた瞬間から初めて来たはずなのにどこか懐かし

今年も見ることができました。地引き網では、パワフルな

いようなまるでかつて何度も来たことがあるかのような親

子どもたちに負けず、準備から片付けまで、尽力されて

近感を覚え、とても不思議な感覚でした。また、島の人も

いた島の方々の姿が忘れられません。そして何よりも今

あたたかく、田舎の祖父母の家に帰省した時のような都

回、手島の自然の豊かさを再認識しました。出嶋先生が

会での慌ただしい日々の煩わしさを忘れさせてくれる、

説明してくださった植物や昆虫、子どもたちが目を輝か

そんな楽しい日々を過ごすことができました。帰るときに

せていたカブトムシやクワガタ、海、魚、ウミホタル…ふだ

はもう少しいたい、また来たい、またこの島を見たい、そ

ん触れることのできない自然が与えてくれるわくわく感は、

んな強い愛着抱くようになっており自分の心の変化にあ

ものすごい価値があると改めて思いました。また、今回も

きれるほどでした。これまでは一年草だったそうですが、
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養護学校園芸担当の綾

びにまた違った手島の魅力を感じられ、次手島に訪問

先生がなるべく島民に手

できる機会をわくわくしながら伺っています。また、手島

間がかからない花というこ

に訪問したいと思います。

とで特別に多年草の種
「ガウラ」「コレオプシス」を
1年前に購入してくれたそ
うです。春に種を蒔き、先

生や生徒が丹精込めて育
てた苗が現在スクスク育っ

より多くの人に訪れてもらいたい島
井口 総太郎 さん
京都大学工学部工業化学科1回生／愛知県出身

ています。コスモスのよう

今回私は初めて手島を訪問しました。過疎が進んでい

な花で、開花時期が終わ

るという現象とは裏腹に、手島の方々はあたたかみにあ

ると種が自然に地面に落
ち、翌年また咲いてくれるそうです。島民をはじめ参加

ふれた方ばかりで、そこでの生活はとても有意義なもの

者皆さんの善意が花を咲かせてくれるのだと思います。

ちは普段の生活では決して経験しえないものでした。そ

島へ寄贈された花々

に感じました。豊かな自然とそこに息づいている昆虫た
んな素晴らしい手島での生活を守るには、やはりより多
くの人々に手島に来ていただきその魅力を知っていた

楽園の島へ
岡田 紫苑 さん
京都大学農学部食品生物科学科2回生／京都府出身

だくことが大切だと思いました。私も実際に手島を訪問し
たことで手島はどんなところなのか、どんな魅力が詰まっ

ているのかを知ることができました。今後も手島の発展を
願うとともに、それにお手伝いできたらいいなと思います。

2回目の参加となった手島。天気にも恵まれ、豊かな自
然を満喫することが出来た。透明な海、たくさんの植物
に囲まれ、あたたかい島民の方々との交流を通じて、忙
しい日々から切り離され、まるで楽園にいるような気持ち
だった。都会に住んでいる私たちには普段経験できな
いことを味わえたのは大きな収穫であったと感じた。何よ
りも手島を訪れるのはまだ2回目だというのに、私のこと
を覚えてくださっている方々がいらっしゃったことが嬉し
く、私の新たなふるさとが生まれたような気がした。今回
の参加により、前回よりも増してこの島に何かできること

をしたいと思うようになった。次回訪問させていただくとき

昆虫たちも島の豊かさを気づかせてくれる

は、何か新しいアイデアを持っていきたいと思っている。

活動継続のためにさらなる工夫を
来るたびに違った魅力を感じられる
荒川 貴行 さん
京都大学大学院農学研究科応用生物科学専攻
修士2回生／大阪府出身

森 寛敬 氏
中国四国農政局 香川支局長

今回、「花と昆虫の楽園キャンペーンPart2」に参加させ
ていただき、初めて手島を訪れました。今年の夏は非常

今回の訪問では、子ども達と一緒に手島の自然を満喫

に暑く、参加された皆さんが熱中症にならないか心配し

し、自分自身も非常に楽しく遊ばせてもらいました。また、

ながら、イベントに参加したり、裏方として準備を手伝っ

3度目の訪問となると島民の方も顔を覚えてくださってい

たりさせてもらいましたが、滞在期間中、京大の後輩達

ることや、様々な会話ができたことが何よりも良かったと

や島の人々と交流することができ、楽しく、また、充実し

思います。1度目の訪問では、手島の自然に魅了され、

た時間を過ごすことができました。参加されている皆さん

2度目の訪問では島民の生活に魅了され、そして3度目

もそうですが、ご協力いただいた島の人達も皆、すごく

の今回は島民の温かさに魅了されました。手島に来るた

楽しそうに過ごされていたのがとても印象的でした。今
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は尾崎さんのお力でイベントが開催されていますが、こ
れが継続され、手島の活性化につながるためにはもう一
工夫必要なのかもしれません。それを関係者で考えられ
たらと思っています。ありがとうございました。

他の地域にも参考になる活動
余吾 幸則 氏
農林水産省経営局協同組織課共済班

大人と子どもが協力しあう

（独）中小企業基盤整備機構の勉強会に出席してそこに
講師としていらっしゃった四国夢中人の尾崎さんとお知
り合いになるという、本当にひょんなきっかけから手島を
訪れることになりました。島に着いて感じたのは、山の濃
い緑、海岸線の白とその先に続く海の青、島に植えられ

子どもの未来に向けた自然教育の場
西尾 正子 氏
手島出身者

た向日葵や花・唐辛子の黄や赤など、彩り豊かな景色と

移りゆく四季の変化が身近に感じとれる手島、自然の空

それらに囲まれた暮らしの静かさ・穏やかさでした。不便

気一杯の中私の育った大好きな郷土です。今過疎化が

だけれども、豊かに暮らせるだろうというのが第一印象で

進む中でのプロジェクトは、一つの灯が点じられた思い

した。そんな島で、子供たちとともに、海遊びや虫取り、

です。私も現職の時模索しましたが手立ては見つかりま

花植え、BBQ＆流しうどんなどなど、島民の方と尾崎さ

せんでした。感謝です。島民は、夢中人の尾崎さんの想

ん、また、大学生の皆さんが準備してくれたたくさんの企

いは「有難い！」と思っているものの、高齢化で体力的

画を楽しませていただきました。一方で、尾崎さんから伺

にも難しい中で「出来ることしかやれない」と言われます。

い、また、自然センターに貼っていた地図に「色々な歴

先日手島に行くと、8月4日に汗を流しながら移植したお

史・背景に基づいた地名が、島の住民が居なくなるととも

花たちが元気で可愛い花をつけていてとても嬉しそうで

に失われていくので、この地図を作る」と書いてあったと

した。自然教育です。今年の暑さの中での島民の草抜

おり、島民の方が少なくなる中で、島の過去をどう遺し・

き、水やりの大変さが目に浮かびました。お花畑を維持

将来をどうするのか、という大きな課題を実感しました。

するなら、移植後の対策もみんなで模索していく必要性

農業・農村に関わる仕事柄、手島の状況・課題は人口

を感じました。尾崎さんのプロジェクトは、島民の願いで

減少の時代を迎えた日本全国で起こるであろう状況・課

ある手島自然教育センターの活用にも繋がっています。

題であり、それらにどう向き合っていくのか、ということを

今の世にありて、特に子供の育成が急務だと感じます。

島に滞在する間、本当に考えさせられました。住民と行

古き良き自然の中で、楽しみながら伸び伸びと愛と誠で

政を基礎として、その他の様々なステークホルダーがい

未来の子供を育成する場として、手島自然教育センター

て、それぞれの思いが達せられるように、目指すべき姿

の役割は大きいと思います。島民、また中心で動かれて

を描き、そこに向かって共に取り組んでいく。答えは一

いる尾崎さん、そしてボランティアの方々が一つになり、

様ではないだろうと思います。手島での、藤原さん親子

一 歩 一歩 前進 し て 、手 島を 愛し 、 笑 顔で 「 良 か っ た

や他の島民の方々、取組みをサポートする尾崎さんや

ね！」と喜びあえる声がいつまでも続くことを願っていま

大学生の皆さんの顔を思い浮かべながら、「共生」「協

す。微力ながら応援します。有難うございました。

同」「生物」などをキーワードに懸命に取り組まれる姿は、
きっと、他の地域の参考にな
るものと思います。私としても、
手島の取組みに力添え・参
加させていただきながら、引
き続き勉強させていただきた

四国、そして日本の課題への第一歩
大場 晴夫 氏
香川大学創造工学部造形・メディアデザインコース 教授

いと思います。最後になりま

東京のソニーから四国の香川大学に転身してはや4ヶ月。

すが、皆さんの取組みの更

パワフルな尾崎さんの存在と活動を知人から紹介され、

すっかり恒例になった流しうどん なるご発展を祈念しています。

強い興味を抱いて参加を決心。高松に赴任してからは、
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友だちと仲良くなれた島

まだ市内も充分にまわれていないため、手島にはもちろ
ん初めての訪問となる。美しい瀬戸内海の景色の中、島
民の方のお手伝いで接岸する。この方々は地元の漁師

倉田 愛理 さん／愛菜 さん
宇多津町立宇多津北小学校4年生／2年生

さんで、地引網体験でも我々を豪快にもてなしてくだ
さった。寡黙だが、暖かく力強い島民の方々のサポート

前に手島に来た時に、すいかジュースがまた飲みたいと

のなかで、参加した子供たちはみるみる破顔して元気な

言っていて、今回もすい

声あげ、全体を支える尾崎さんやボランティア大学生の

かジュースを飲ませてくれ

輝く笑顔が入り混じる。この島での活動や体験は、この

て、しかも子どもたちで作

島だけではなく、これからの四国、そして日本の課題へ

らせてくれたのがうれし

の第一歩になるだろう。日帰りという短い体験ではあった

かったです。子どもたちみ

が、心に深く残るお土産をいただいた。

んなですいかジュースを
作ったおかげで友だちと
仲良くなりました。また手

手しまは、なんでもできるしま

島のすいか100％のジュース

島に行きたいです。

尾崎 さくら さん／悠杜 くん
足利市在住 小学校4年生／2年生

島民総出で迎え入れてくれる

私は栃木から家族で初めて手島にやってきました。栃木

尾崎 えり子 氏

には海がなく、自販機が1台しかない島に行くことが最初

株式会社新閃力／TRIST 代表

はとても不安でした。しかし、手島に到着して空と海の青
色が目に飛び込んできました。地引網もスイカ割りも花

子ども達と行く2回目の手島でした。子ども達にとっては

植えもシーグラス探しも初めてのことばかりであっという

すでに“自分の島”という感じで、港に着くなり、すぐに小

間に時間が過ぎました。島のおじさんたち、いろいろなこ

学校を目指して走り出しました。今回は人生初めての地

とを教えてくれてありがとうございました。とても楽しかっ

引網があり、ものすごく興奮をしていました。紐をみんな

たです。また、来年も行きたいです。

で引っ張るのも、徐々に見えてくる大量の魚も。まさか、

ぼくが、手しまで１ばんたのしかったことは、じびきあみを

タコやイカまで入っているとは！！生きている魚を手で

したことです。りゆうは、いろいろな魚がとれたからです。

触るのも初めてで、とにかく五感をフル回転した2日間で

じびきあみは、つなひきみたいでした。とてもおもたかっ

した。都会に住む子ども達には、普段とは全く別世界と

たけれど、みんなで力を合わせてひっぱりました。とれた

なる手島の自然の価値は非常に高いと感じています。し

魚は、たいの子どもやうまづらはぎ、なまこ、いかなどで

かし、この活動の素晴らしさは島民総出で我々を暖かく

す。ほたるいかに、ゆびをかまれたのが、いたくてびっく

迎え入れてくれる島民力に尽きます。島民の皆さん本当

りしました。つぎにたのしかったことは、虫とりです。とくに、

に有難うございました。

かぶと虫のオスとメスが2ひきずつとれたことがうれしかっ
たです。とても大きなノコギリクワガタもとれました。手しま
は、なんでもできるしまです。手しまの森や海にはたくさ
んの生きものがいます。またらい年の夏も魚や虫をたくさ
んとりたいです。

生物のおもしろさを再認識できた
丸亀高等学校生物部 一同
丸亀高校生物部の部員15名、OB2名と京都大学の学
生とで、手島港の近くの峠を越え、平鼻方面の磯を目指
しました。その道中は出嶋利明先生による植物や動物
の詳しい解説を聞きながの観察会です。様々な昆虫を
手に取ったり、葉のにおいをかいだりしました。また、多
く分布するモウソウチクからは、森林の維持における問
題点を改めて考えることが出来ました。夜には手島港で

トラップ仕掛けをして捕獲したウミホタルの発光を観察し
忘れられない夏休みの思い出に

ました。ウミホタルは発光物質を体外に出し、幻想的な
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青色を放つミジンコと同じ甲殻類です。直接自然に触れ

花植えもせず水やりもせず、料理長の使えない手下とし

る度に上がる、京都大学の学生の歓声により、私たち自

て野菜切るくらいが関の山の私ですが、ひとつだけ貢

身も日頃研究対象にしている生物の面白さを再確認で

献？しました。拙著『胸いっぱいの愛を』は、さぬき広島

き、新鮮な気持ちになれたプログラムとなりました。

が実家の高校野球女子マネが主人公の青春小説です
が、この夏、高校野球100回記念に便乗して、タイトルも
新たに（『ヒット・エンド・ラン』）文庫になりました。その際、
以前は広島の浜から見える「島」とだけなっていたのを、
「広げた手のひらのようなのでその名がついた手島（私

にはブラジャーみたいに見えるんやけど）」と変えました。
ささやかながら、楽園の日々を与えてくれるブラジャーア
イランドへのお返しです、ってなにげに本の宣伝してま
すが（笑）
夏の夜に青く光るウミホタル

忘れがたい思い出ができた
大鹿 文明 氏
東京大学政策ビジョン研究センター 客員研究員

手島を目指し、丸亀を出港。すでに3回目の航路。なん
となく故郷に帰る気持ち。尾崎さんから「料理長」と呼ば
れているが、単なる素人。待ちかまえる食材はいつも豊
富。海（地引網）の幸。里の幸。企業様からの差し入れ。

収穫にわくわくしながら網を引く

さて、晩御飯を何にするか。行き当たりばったりの思いつ

きレシピ。30名を超す参加者のお腹を満たすことは大変。
すでに、何の料理？を作ったか覚えていない。食後、島
の友人（酒豪）宅での酒宴。これが目的で手島を訪れて
いるのかもしれない。またまた、忘れがたい思い出がで
きた。感謝。

過疎地域活性化へのヒントを
庄野 寿規 氏
香川県農政水産部農村整備課 主任

私が手島を訪れるのは小学校5年生の実習以来で実に
20年ぶりになります。私は丸亀市在住ですが、小学生
以降塩飽諸島に行く機会はなく、たまにニュース等で見
聞きする程度でした。今回「花と昆虫の楽園キャンペー
ンPART2」で久しぶりに手島を訪れましたが、手島自然

教育センターや手島港など変わらぬ光景や、子供たち
が一生懸命に地引網を行っている姿を見ていると、私も
20年前にここで地引網をして、このセンターで調理した
なと懐かしさを覚えました。現在私は農村地域を活性化
野菜に果物、豊富な島の幸

させる仕事をしています。しかし、過疎化した地区を再
び盛り上げるのは並大抵のことではできません。人口20
人程度にもかかわらず、皆が笑顔取り組んでいるこの手

楽園の日々を与えてくれる

島に、その活性化のヒントがあるように思われます。

広谷 鏡子 氏
作家／丸亀市広島出身
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