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10 月 16 日(土) 

 
 

☆ 鴻巣水曜ロータリークラブご一行様 奄美諸島ツアー☆ 

 ●平成２２年１０且１６日（土）～１０月１８日（月）● 

日次 月  日 行    程 食事 宿泊 

1 

10 月 16

日 

（土） 

 － 奄美空港（１１：０５）着 貸切バスにて移動 

→観光【あやまる岬 ～ 奄美パーク ～ 昼食『ばしゃ山村』 ～ 大島紬村 ～ 

     西郷南洲謫居跡 ～ 安木屋場・ソテツと芭蕉の群生地 ～ 奄美観光ハブセンター】 

→ホテル到着（１７：３０頃着）             

 

 

昼 

 

 

奄 美 

２ 
10 月 17

日（日） 

ホテル発（０５：００）※ 

 ― 亀徳港（０９：１０）着  貸切バスにて移動 

→観光【闘牛観戦】 ～ 昼食『豊作』 ～ 伊仙町歴史民俗資料館 ～ 百采（地産直売所） 

    ～ 故泉重千代像 ～ 犬田布岬（戦艦大和慰霊塔）】 

→ホテル到着（１７：００頃着） 

（朝） 

 

昼 

 

 

徳之島 

 

 

３ 

 

 

10 月 18

日（月） 

ホテル発（０９：００）出発   貸切バスにて移動 

→観光【なごみの岬（富山丸慰霊塔） ～故４６代横綱朝潮関銅像 ～  

    畦フルーツガーデン・プリンスビーチ ～ 金見崎ソテツトンネル ～ ムシロ瀬 

西郷南洲公園 ～ 昼食『一番館』 ～ 犬の門蓋 ～ 秋利神架橋】→空港へ 

 ＪＡＣ３７９８ － 鹿児島空港（１９：００）着 

 ＪＡＬ１８７８ － 羽 田空港（２１：２５）着 

朝 

 

昼 

 

 

― 

（１日目）ウエストコート奄美（食事なし）   （２日目）ホテルグランドオーシャンリゾート（朝食付） 

 

 

わ 

 

 

RI 第 2770 地区     第 5 グループ 

鴻巣水曜ロータリークラブ   

『基
もと

』を学
まな

び『未
み

』を充
み

たそう 

 

 

第 884 例会 2010 年 10月 16～18日 

日 

奄美・徳之島の旅 小林淑子 

初めて間近に見る東シナ海は、深い群青色で、空から海の中ま

で天使の階段が続いていました。大きなゆれもなくゆったりとした

時間が流れました。そして着いた徳之島、約 2 万 5 千の人口の島

で 4 千人余りが参加するという闘牛。太鼓の音と共に、子供から大

人まで大勢に付き添われて現れる牛、清められた闘牛場での戦

い。そして戦い終えた後の勝者の喜びの踊り、見ているうちに徐々

にその雰囲気に引き込まれていきました。人ごみも騒音もない静か

な島の風景とは対称的で熱いものでした。 

奄美での田中一村美術館作品も良かったのですが、田中一村

が奄美で暮らす前、千葉の千葉寺で過ごしたとの事。私の小学

校、中学校のすぐ近くで千葉寺の雑木林にはよく遊びに行った記

憶があり、なつかしく、作品を見ていて感動しました。 

サトウキビ畑に南国の植物、いつもとは違う景色に出会えた楽し

い旅でした。 
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親睦旅行について   事務局 石井洋子 

参加の動機は、奄美大島まして徳之島なんて絶

対に個人では行かないなぁと思い初めて親睦旅行

に参加させて頂きました。井上会長より印象に残った

所はと聞かれ、自然と答えた所、もっと具体的にと言

われ・・・。父の死から母の事とかとても忙しく、ほっと

する暇がなかったので、まあるい水平線と低空から

見た南の島独特の海の色、自然に抱かれ何も無い

のが心地良かったのかも知れません。頑張るぞと言う

気持ちになりました。心のこもったお茶会ありがとうご

ざいました。心残りは、見られなかった満天の星。 

 

事務局 大島美智子 

奄美の青い空、きれいな珊瑚礁の海、白い砂浜、

自然を十分に満喫しました。 

徳之島での闘牛は少し怖い気がしましたが、忚援

しながら来る人たちの太鼓と踊りは楽しそうで良かっ

たです。見ているうちにリズムを取っていました。お茶

会も嬉しかったです。作法はできませんが、美味しい

お抹茶とお菓子を頂きました。旅行に参加させて頂

きありがとうございました。 

あやまる岬 
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小林玲子 

私は、手に触れて感動した事があります。それは、大島紬村で、白い絹糸から大島

紬ができあがるまでの工程を見学したときのことです。90 日もの細かい手仕事の工程を

経た糸の束を持たせて頂いた時に、それはそれはふっくらして、軽くて、両手の平の上

にある糸の束を優しく包みたくなりました。大切にしなくてはと思いました。奄美大島紬

は、千三百年太古より奄美の人々の歴史と誇り、そして民族文化を象徴する高級絹織

物と実感しました。井上会長のお勧め龍郷柄の帽子をお土産に買いました。 

石井英男 

奄美大島の空気・海・自然、大島から徳之島に渡る

船から見る島々、大自然徳之島、全島一優勝旗争

奪戦及び徳之島町あげての闘牛大会の迫力、島民

の方々の温かい人柄 
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10 月 17 日(日) 

親睦旅行（奄美・徳之島）          会長 井上脩士 

会長になると決まって以来、親睦旅行は奄美・徳之島へ会員を連れていきたいと考えていた。運

よく、奄美ＲＣの幹事をしていた喜入厚君は国立指宿病院以来の友人であり、旅行の話をしたら大

変喜んで、是非夕食のことはまかせてほしいと願い出てくれた。10月 16日（土）の奄美は、風はやや

強いものの晴天で昼食処“ばしゃ山村”の海岸はエメラルド色の海、白砂、浜昼顔が咲き、まぶしい

ほどの太陽のもと未来ちゃんは白浜でサンゴ・貝殻など

を夢中に探していた。その夜の喜入先生の演出は、私の

期待に見事に答えてくれました。素朴な奄美の料理、歌

者による奄美の民謡、奄美ＲＣ会員との親睦・バナー交

換など時間を忘れて夕食会は進んだ。 

17日（日）は朝 4時に起床、6000 トンのフェリーで徳之

島へ向かった。私は、生まれた名瀬の町、周囲の山々を

みながらデッキに立ち続けた。奄美の山々、反対側は東

シナ海の地平線が続き、時折”トビウオ“の飛ぶ姿を見て

奄美ＲＣとの懇親会 島料理のお店 
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いた。8 時半すぎ、”ほらあの井之川岳のふもとに見えるのがわたしの故郷井之川部落“と一緒に眺

めていた小林・石井会員へ指し示した。9時すぎに亀徳新港に着き、すぐバスで闘牛場へ向かう。大

観衆（4000人）の中で繰り広げられる体重 800ｋｇ～1 トンの牛のぶつかる角・額の音の響きに見入っ

てしまった。最後に登場したチャンピョン牛の 20 分超の戦いは、両者舌を出す大熱戦で、島の人々

も近年で一番の戦いと話すほどでした。 

17日（日）の夜は、井之川部落の 20数名の“夏目踊り”保存会の皆様が参加しての夕食会、高岡

徳之島町長も参加され賑やか

に開会した。夕食会最後に、太

鼓を中心に男女が円を作り、最

初はゆっくりと歌いだし次第に

早くなる奄美独特の男女の掛

け合い歌が始まりました。会員

の中には、一緒に踊りだす人、

みとれている人、一緒に太鼓を

叩く人（寺澤会員）と会場全体

がひとつとなり大いに盛り上がり

ました。一緒に旅行した皆様に、

“おぼろだれん”。 

 

 

泉 重千代像 
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親睦委員長      宮城 仁 

徳之島闘牛の場面 

島でじっくり育てた雄牛推定 10 才 黒和牛 700kg～1,000kg、まさに牛の王者、前頭から横綱

まで総勢島内に 450 頭、年に 3 回クラスごとの戦いがあります。場内に入るや雄牛の匂を感じ取

り、一気にボルテージを上げ前足を蹴り、臨戦大勢まさに雄の本能そのもの、頭と頭をぶつけ 1ｔ

(トン)同士の戦い、顔面から血を流し皮膚を破る壮絶な戦いです。 

相手が逃げるまで太古の昔、雄は勝った者が遺伝子を残し子孫に強い因子を残すのです。

元来動物とは、自然界でこの様な事が現実と行われているのです。 

……所で人間はどうでしょう。遺伝子の間引きがないままに生きております。いつの日か人間

も、間引きが必要かも想像して下さい。…難しいテーマです。 

（一句） 親睦の島々めぐり歴史かな。 

親睦旅行を振り返って        加藤 勉 

旅行前夜に妻の兄が救急車騒ぎで寝不足でのスタートでした。今回の旅行は今までにない、

日本の祭り見学だったと思います。 

徳之島での闘牛は初めてでしたが、血を流して戦う闘牛には感動しました。熱い奄美、徳之島

から帰って風邪を引いてしまいまだ完治しません。女房と二人咳をしております。会長・幹事・親

睦委員長さん大変ありがとうございました。 
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仁見惠美子 

奄美諸島への旅行と聞き、どんなところか早速旅行の

本を買い、一通り目をとおしました。奄美諸島といえば、

闘牛、大島紬、黒砂糖・・・ 

闘牛では、角と角のぶつかり合い、ハラハラ、ドキド

キ、知らず知らずに手に力が入る。目の前での戦い、大

きな体、そして角、勝負のある世界をまざまざと見せつ

けられ緊張しました。 

本土と違い、海の青さ、空の青さに圧倒されました。

何も考えず、ボーッとしたい感じにさせられた旅でした。 

役員の皆様、お疲れさまでした。楽しい旅をさせて頂

きありがとうございました。 
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10 月 18 日(月) 

奄美・徳之島親睦旅行の思い出 （お茶会） 井上 洋子 

10 月 18 日、旅行の最終日に、私の実家で女性の皆さんを

ささやかなお茶会にお誘いしました。2 時間ほどで忙しい日程

でしたが母が数日前よりいろいろ準備してあり、お菓子や庭の

果物や花材等、母なりに心砕いたようです。 

「一期一会」 奄美らしい物でおもてなししたいと、取り合わ

せの数茶碗には蘇鉄模様の薩摩焼で母が窯元に作らせた物

や庭に咲く花、パパイヤの実などを使っていました。 
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道具の取り合わせ 床；軸「且座喫茶；しゃざきっさ」座ってお

茶を飲みましょう(楽しみましょう)の意  

香合；流水に紅葉柿葉付  茶器；秋草吹雪薄器  茶杒；銘

「四季の友」  棚；更好棚  主茶碗；四季の草花絵薩摩焼  

数茶碗；蘇鉄絵薩摩焼  お菓子；虎屋羊羹、佐賀松露饅頭  

干菓子；裏千家

好み麩の焼、万

華二種   皆さ

ん楽しめましたでしょうか？ 

奄美では琉球王朝時代ぶくぶく茶を楽しむ風習

があったと聞いています。高価な抹茶ではなく番茶

に炒った米などを入れ太めの茶筅でぶくぶくと泡を

たてて飲んだようです。今でも沖縄でぶくぶく茶を出

している処があるようです。本土とはかなり違う風土

の中にもお茶など同じ文化が息づいている事を知っ

てもらえたのではないでしょうか。 
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長谷川信子 

○ 田中一村記念美術館で特別展拝観できた事 

○ 朝汐さんの銅像の近くに植樹できた事 

○ 交流会でまさに交流できた事 楽しかったネ 

○ 愛加那さんの甥っ子に案内して頂き、歴史の中に

いるという事を実感した事 

△ 羽田へは、ＪＲでゆく事をおすすめします 殆んど定

時に着くのでストレスが少ない 

帰りの迎えは有難いのですが、土産がふえているの

でトランク有のバスが望ましい（ロータリアンなのです

から〆もゆとりをもちたいなァーなんて思いました 

初めて参加させて頂いて今回感じた事デシタ！！ 

朝潮太郎像 
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親睦旅行記   間室照雄 

私にとっては初めての奄美大島、初めての徳之島である。羽田から飛行機に乗る所から期待して

いた。奄美空港は亜熱帯特有の風と椰子の木に包まれて、暖かいところにきたなという感じであった。

あやまる岬や奄美公園などは熱帯植物に目をやりながら､ガイドの説明に耳を傾けていた。 

バスに乗っても､関心は植物ばかり、車窓から次々と見え

てくる､熱帯植物に目をやっていた。そして、バスから降りた

ら､種は落ちてないか､花は咲いてないかと落ち着かない。

珊瑚のかけらでできた白い砂浜では、軍配昼顔が咲いてい

た、よく見ると､種が付いていた、植物体は持ち出し禁止とか、

でも種ならいいだろうと見つけて持って帰ってきた。浜では

珊瑚のかけらが調度鉢になりそうなのがあって､3 個ほど持

ってきた､おかげで荷物がだいぶ重くなった。 

島の人たちにとって闘牛はロマンだそうで、当日は全島

一･中量級優勝旗争奪戦  徳之島町大会が開催され、

我々は､招待席から観戦、間近にみる牛は迫力があった。

何より、感じたのは勝ったときの喜び方、ラッパや太鼓を打

ち鳴らして全身で喜んでいるのが共感できた。最期のメイ

ンイベントは全島一をか

けての横綱戦で、チャン

ピオンの徳之島台風対

チャレンジャーゴウキ花

形である。25 分以上の熱戦で、結果はチャレンジャーの勝利であ

った。 

徳之島を一周するような行程であったが､その中で､徳之島フル

ーツガーデンではいろいろな熱帯果物を間近にみることができた。

此処のガイドがとても上手で、ドラゴンフルーツやパインアップルは

木で熟したのがおいしいという説明が大変参考になった。折から台

風の影響で､もう少し遅い飛行機であったなら何日か足止めされる

所であった。無事に全員帰宅でき､幸運であった。 

井上会長･宮城親睦委員長お世話になりました。 
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奄美・徳之島旅行記  松本安永 

行程に沿って印象に残ったこと

を振り返ってみます。 

初日、鴻巣出発後の高速道路。

事故渋滞の掲示でコース変更があ

りました。それでも渋滞に巻き込ま

れ時間に追われたバスの中、そう

はいっても東池袋でトイレ休憩。離

れ業で時間短縮をし、羽田空港に着いてからは駆け足状態で滑り込みセーフ。 

羽田を飛び立ち約 2 時間、右手に奄美空港が視野に入りいよいよ到着。到着後最初の観光地

「あやまる岬」は天気にも恵まれさすがの景観、さわやかな気持ちにさせていただきました。次に訪れ

た「奄美パーク」は素晴らしい施設の割にはお客様の姿は閑散とし、他人事ながら維持管理が大変

なのではと感じました。また、大島紬村の見学では、これだけの

手間暇をかけていることを初めて知り、伝統の技術を守っていく

大変さを実感しました。どこへいってもとても大きなセミの音がこ

の地の印象でした。その夜の宴会では奄美ロータリーの方々と

の交流と、三線の演奏と歌に合わせみんなで踊ったのが何と言

っても思い出に残りました。 

二日目は早朝の暗い時間、ホテルからタクシーで港への出

小畑正勝 

10月 16日～18日、第 19代井上脩士会

長の故郷「奄美大島・徳之島親睦旅行」に

鴻巣水曜ロータリークラブ皆様と奥様で参

加できました事は、私の素晴らしい宝物とし

て刻まれました。皆様には大変お世話にな

りました。 
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発で、奄美から徳之島へ約 3時間の船での移動でした。船内で早朝ビールを 2本呑み、くつろぎの

時間を過ごし外に出ると左手に大島に沿って南下している景色が印象的でした。さらに上の甲板に

上がり右手には船に驚いて飛行するトビウオの姿をしばらく見ることができました。いよいよ徳之島に

近づき、井上会長が携帯でやり取りをしている姿が見られました。 

徳之島到着、この日のメインイベント闘牛場へ。

最初の取り組みは少しあきるような内容でしたが、

さすが取り組みが進み最後の二番は迫力があり、

死ぬまでやるのかと思うほどの熱戦でした。夜の

宴会は、井上会長の歓迎会のようなとても和や

かな会で、やはり最後は「井之川夏目おどり保

存会」の方々とみんなが踊りに参加したのがや

はり印象的でした。 

三日目は昨夜の余韻を残

し、「島めぐり」と「記念植樹の地」と盛りだくさんの行程を済ませ徳之島空港（待合

ロビーにカニがあるいていました）からプロペラ機で鹿児島空港へ、そして乗り継

いで羽田空港へと帰ってきました。本当にお世話になりました。 

追伸ですがその直後、10月 20日の集

中豪雤の映像がテレビから流れました。

数日前にその場にいたという縁でもありま

すので是非とも奄美ロータリークラブさん

を通し、なにかしらの義捐行動ができれ

ばと感じたところです。 

 

 

 

 

 

 

「くりふどぬ任務首尾よくしまち 錦袖ふらち戻り美さ」 

徳之島町井之川 夏目踊り保存会 横浜 健二様 

  



14 / 14 

 

クラブ会報委員会 

委員長  石井英男   副委員長  小林玲子          

委  員  井田喜代志  柿沼洋一  長壁宏明 

       松本安永 


