
29 

 

2603 離島覚書（愛媛県・怒
ぬ

和
わ

島） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

津和地島から怒和島を望む、手前が津和地島の集落 

 

平成 26年２月 10日 

忽那
く つ な

諸島 

松山市の北西、伊予灘と斎
いつき

灘の間に浮かぶ野忽那島、睦月島、中島、怒和島、津和地島、

二
ふた

神
かみ

島と山口県の柱島は忽那七島と呼ばれていた。このうち柱島を除く６島は温泉郡中島

町に属していたが、2005 年に中島町が松山市と合併し、松山市になった。これによって松

山市は９の有人離島を抱えることになり、離島振興の観点から「まつやま里島ツーリズム

連絡協議会」を立ち上げているが、このパンフレットでは６島に四国本土に近い興
ご

居
ご

島と釣
つる

島
しま

の２島を含めて忽那諸島と呼んでいる。 

 忽那諸島へは中島汽船のフェリーと高速船が就航している。航路は西線と東線に分かれ

ている。西線の高速船は、四国本土の高浜港から中島の神
こうの

浦
うら

港、怒和島の上怒和港、元怒

和港を経て、津和地島、二神島をまわって再び神浦港を経て、高浜港に帰る。フェリーは

三津浜から高浜に寄り、釣島を経て中島の神浦港、二神島、津和地島、怒和島の元怒和港、

上怒和港を経て、中島の西中港に入る。 

伊予鉄道の松山市駅から 21分で終着の高浜駅に着いた。駅前の道路を隔てた先が高浜港

で、ここから西線、東線のフェリーと高速船、さらに興居島行のフェリーが発着している。

７時 40 分発の高速船に乗船。高浜港から 13 人が乗り、最初の寄港地である中島の神浦港

で９人が下船、ここで４人が乗り込んできた。気圧配置は典型的な冬型とあって、激しい

北風が吹き、海面に白波がたっている。しかし、船は島の南側を走るため、忽那諸島が風

を防ぎ、こんな激しい風でも、高速船は普通通り運航した。 

８時 23分に怒和島の上怒和漁港に着いた。私と一緒に１人が下船した。 
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怒和島は面積 4.79㎞ 2、周囲 13.5㎞で、島の東側と西側に集落が形成されている。東が

上怒和、西が元怒和である。名前からして元怒和の方が古いのだろう。2012 年４月１日時

点の怒和島の人口は、上怒和が 196人、元怒和が 282人で、合わせて 478人であった。 

 

上怒和地区 

 港に降りたが激しい風が吹き荒れている。とりあえず風を避けるために待合室に避難し

た。この待合室の看板には「上怒和海の駅・陶器の里」と書かれていた。後で気がついた

が、忽那諸島の船客待合室は「海の駅」と呼ばれ、その島の特徴を表す名前がつけられて

いる。上怒和の「陶器の里」は、島に陶芸家が住んでいたことに由来するようだ。この陶

芸家の窯は「茜窯」と呼ばれていた。松山から元怒和に移住してきたのだが、後述するよ

うにすでに松山本土に戻ったとのことであった。つまり、陶器の里の実態は失われている

ことになる。 

 上怒和地区は背後に山が迫っていて、海岸沿いに細長く集落が形成されている。裏山に

は農道が整備され、柑橘類の栽培が盛んである。 

土地がないから海を埋め立てて、わずかばかりの平地が確保されている。この埋立地に

中島三和漁協上怒和支所があり、簡易郵便局が併設されていた。漁協に郵便局が併設され

ているケースは珍しくはない。その脇は島では珍しく広場が確保されていて、子供が４人

遊んでいた。怒和島には上怒和と元怒和の間に怒和小学校が置かれているが、子供たちの

話では、小学生は 10人だそうだ。また、保育園に通う園児が２人いる。ただし３人以上い

ないと保育園がなりたたないので、怒和島に保育園はなく、中島の保育園に船で通ってい

るらしい。中学校も同様に中島に通っている。 

 海の駅には、「イノシシ出席簿」というものが置いてあった。出席簿には島民の 30 人の

名が連ねられている。島にイノシシが増えたものだから、島民が順番に監視活動でもして

いるのだろうか。 

バックパックを海の駅において島の北側を探索することにした。道の駅のすぐ近くに海

に向かって墓地があった。その中に英語が刻まれた墓石を発見した。明治 11年生まれの島

田松太郎氏と明治 15 年生まれの妻トク子さんの墓である。裏に、「夫妻ハ青年時代ニ外国

ニ渡航シ、北米合衆国ニテ 30年間奮闘ス」と書かれていた。こんな小さな島からアメリカ

大陸に移民した人がいたのである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上怒和地区の全景と広場で遊んでいた島の子供たち 
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玉ねぎとイノシシ 

 海岸からすぐに急な登りとなり、タマネギと柑橘類の段々畑が続いている。農道が島を

ほぼ一周しているので、上怒和隧道を抜け、島の北側に出た。隧道は 1982年３月に完成し

たものだ。真正面から強烈な北風が吹きあげてくる。北海岸まで降りると、波しぶきが風

にあおられて、道を濡らしていた。 

 島の北側に宮ノ浦というところがある。宮本常一著「私の日本地図・瀬戸内海Ⅰ」の怒

和島を見ると、「その頃怒和島の主要部落は島の北岸の宮ノ浦にあった。ところが天正 13

（1585）年小早川隆景の軍がこの浦を攻略して焼いた。（中略）宮ノ浦の住民は家を焼かれ

て四散し、一部は島の東岸の上怒和、西岸の元怒和に移ったが、戦のあと宮ノ浦に帰住し

たものはなく、長く廃村になった」と書かれている。事前に読んでいたので宮ノ浦まで行

きたかったが、あまりにも強い風のため途中で断念した。 

 島の北側にも玉ねぎと柑橘類の段々畑は広がっていて、海岸沿いの道の脇にはイノシシ

の箱罠が仕掛けられている。驚いたことにイノシシを誘き寄せる餌はミカンであった。今

まで見てきた餌は干し魚に糠をまぶしたものが多かったので、ミカンが餌になるとは初め

て知った。イノシシは木から柑橘類をむしりとって食べるそうだ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

玉ねぎと柑橘類の段々畑（左）とイノシシの箱罠（右） 

  

北海岸から引き返す途中で、剪定作業をしている人に会った。67 歳になるそうで、カラ

マンダリン、伊予柑、セトカ、ハルミ、ハルカ、マドンナなどの品種を栽培している。今

が旬の大きな伊予柑をくれた。 

怒和島の農業人口は 100～150 人。このうち 50 歳代の比較的若い人が研究熱心で、新し

い品種の導入に積極的だという。しかし、島を出る人があとを絶たず、空き家が増えてい

るそうだ。人が少なくなると土地が荒れてしまうので、今は柑橘類を栽培してもらうよう

にお願いしている状況のようだ。 

 怒和島は半農半漁で生計を立てているが、漁業よりも農業の比重が高い。上怒和地区の

漁業専業は１戸だけで、残りはすべて柑橘類や玉ねぎを栽培する兼業である。また、上怒

和地区にはアワビ養殖をしている人が４戸あり、そのうちの３戸はやはり農業との兼業だ

という。１軒が上述した漁業専門で、アワビ養殖と一本釣を営んでいる。海岸に黒い籠が

たくさん積んであったのは、アワビ養殖の籠だったのである。 

畑を見てきてひとつ気になることがあった。ミカンの木がまっくろな布のようなもので
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覆われていたがその正体は何か。このことを聞くと、ヒヨドリが突っつくので、その防除

のためだと教えてくれた。 

 

岡野農園 

海岸沿いを歩いていると、伊予柑の選果作業場がある家に出くわした。中におばあさん

がいたので、話を聞いた。全く偶然であったが、この家はナギナタガヤを活用して低農薬

栽培に取り組んでいる農家であった。 

岡野勲・キヨ子夫妻が営む岡野農園で、キヨ子さんは 1937年生まれで 76歳になる。1957

年に嫁いできて夫婦でミカン栽培を始めた。戦前から終戦まもなくまで、島では春に麦を

収穫し、夏にサツマイモを植える自給生活が営まれていたという。島の周りから海藻を採

取して、肥料として畑に加えた。島には藻刈船が多かったのである。 

怒和島では、キヨ子さんが嫁に来たころからミカンが栽培されるようになった。現在は

岡野夫妻に息子の光浩さんが加わり、３人で 2.5ha の段々畑で柑橘類を栽培している。光

浩さんは島外で 10年ほど働いていたが、1999年に島に戻った。 

岡野農園は、除草剤を使わないナギナタガヤ草生栽培を実践するとともに、使用する殺

菌剤は１種類のみで低農薬栽培に徹している。これ以外に化学合成の農薬は使用せず、木

酢酸、トウガラシ、ニンニク、インドセンダンの実などの天然成分を利用している。近年、

ネオニコチノイド系農薬がミツバチの大量斃死の原因となっていることが明らかになって

いるが、果樹の受粉にミツバチは欠かせないので、岡野農園の取り組みは画期的である。 

岡野農園では多品種の柑橘類を栽培している。もらったパンフレットによると、栽培品

種と出荷時期は次の通りである。 

早生温州（11～12 月）、中生温州（12 月上旬～１月上旬）、伊予柑（２月～３月上旬）、

天草（２月中旬から３月下旬）、紅マドンナ（12月中旬～）、はれひめ（１月中旬～）、せと

か（３月下旬～）、はるか（３月中旬）、不知火（４月～）、はるみ（３月～）、カラマンダ

リン（なつみ）（４月下旬）、レモン（11月～）、タロッコ（４月～） 

戦後、忽那諸島にミカン栽培が導入され、日本が高度経済成長を謳歌していた時代は、

温州、伊予柑は売り手市場で、この２種類だけの栽培で十分生活をしていけたという。そ

の後、過剰供給で立場は逆転、一方、栽培される柑橘類の多様化、あるいはオレンジの解

禁などで市場環境は一変した。これに対応するために、10 年ほど前から柑橘類の品種の多

様化が進んでいるのである。 

岡野農園もこの世の中の動きは避けて通れず、上述したように栽培品種は 10数種に及ん

でいる。サザンイエロー、愛媛果試第 28号、チャンドラポメロ、初夏の薫りなど現在出荷

に至っていないものを含めると 20種類ほどが栽培されている。 

ただ、新品種を導入して収穫が本格化するまで 10年ほどを要するため、新品種の導入は

博打のようなところがあるという。 

また、ハウスでないと栽培できない品種も出ているようだ。害虫の侵入を防止するため

に防虫ネットが不可欠なためだ。また、新しい品種は以前の栽培種に比べると、３～４倍

の水を必要とし、手間がかかる。つまり、新品種はコストと手間がかかるため、それに見

合った収入が不可欠というわけだ。なお、レモンも 20本ほど植えているが、最近、がんに
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効くといううわさがひろまったおかげで、注文が急増しているらしい。 

なお、怒和島の柑橘類栽培のもう一つの問題は近年急増しているイノシシ対策である。

本島の中島では毎年 500 頭を駆除しているが、周辺の島への拡散は止まらない。ちなみに

昔千葉県の農家からカラタチの苗はないかと注文がきたそうだ。何に使うのかと聞いたら、

イノシシよけの生け垣にするという。そんなものかと思っていたら、そのうち怒和島でも

イノシシが増えすぎて、農業被害が深刻化するという皮肉な結果となっている。 

低農薬の柑橘類栽培に徹している岡野農園では、その違いを評価してもらえない農協、

市場ルートには出荷していない。もっぱら、消費者と直結した直販である。帰りに、「よく

ばりセット」（伊予柑と天草の詰め合わせ）を注文した。5,600円の代引きであった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

岡野農園の納屋（左）と上怒和漁港に係留されている漁船（右） 

 

ナギナタガヤ草生栽培 

ナギナタガヤという植物の名は知らなかった。キヨ子さんの説明もうまくないので、最

初は何を話しているのか理解できなかったが、戻ってきた息子の光浩さんの説明を聞き、

ようやく理解できた。つまりこういうことなのである。 

ミカン畑には雑草が生える。これを除草剤で処理するのではなく、ナギナタガヤを使っ

て雑草の繁茂を防止するという考えなのだ。ナギナタガヤの種をミカンの木の周りに蒔い

ておくと春に生長し、初夏に枯れて倒れ、畑を覆う。初夏は雑草が勢いよく生長するがそ

の上をナギナタガヤが覆い、ちょうどマルチの働きをすることになる。そしてナギナタガ

ヤが腐って土壌に還り、土も肥沃になるというのだ。 

素晴らしい発想であり、実践である。以前、熊本県の芦北地方にアマモ場再生の活動を

取材したことがあった。熊本県は言わずと知れたミカンの産地で、不知火海に面した背後

にはミカンの段々畑が連なっていた。しかし、畑には雑草がひとつもない。除草剤が使わ

れていることは容易に想像できた。そして、畑の下には、かつて広大なアマモ場があった

が、最近は激減してため漁師が一生懸命アマモを増やす努力をしていたのである。 

私はアマモがなくなった原因はミカン畑にあると考えた。ミカン畑に散布した除草剤は

あっという間に眼前の海に流れ込み、まさにアマモを枯らしたのである。 

岡野農園の取り組みは画期的である。除草剤を使用しないから、海に環境負荷を与える

ことがない。この岡野さんの取り組みは、「草（ナギナタガヤ）からの革命」（ローカル通

信舎）という出版物になり、同じ取り組みをする農家も増えているようだ。 
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春先に草丈 70㎝ほどに生長したナギナタガヤと枯れてマルチになった状態 

 

元怒和地区 

 島の西側の元怒和地区に歩き始めてしばらくすると、岡野さんが軽トラで追いかけてき

た。車で送ってくれることになり、助手席に乗った。２つの集落の中間に位置する怒和小

学校を過ぎ、ものの５～６分ほどで元怒和の海の駅「レモンの里」に着いた。海の駅は船

の発着場ではなく、少し離れた集落の中にあった。 

 上怒和地区に較べると比較的平坦な土地が確保されていることから、元怒和地区の集落

は谷戸に沿ってまとまって形成されている。この平坦な土地には家が密集し、家々は細い

路地で結ばれている。 

 シマダスに民宿兼用の食堂が元怒和地区にあると書いてあった。杉原民宿のことである。

すでに昼食時を過ぎていたので、この情報を基に杉原民宿を探した。集落の北はずれのレ

モン畑に囲まれた一角にこの民宿はあったが、食堂は営業していなかった。 

 仕方なしに漁協近くの中田商店に入り、カップ麺を購入、湯を注いでもらって食べた。

岡野農園では伊予柑をたくさんに頂いたので贅沢にむさぼる。 

 元怒和地区は怒和島の中心で、集落内に寺、郵便局、診療所がある。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

元怒和の集落（左）と家並み（右） 

やはりシマダスにユニークな人として陶芸作家の名前が出ていた。先に示した茜窯であ

る。興味があったので西清寺の脇の坂を登り、地図に書かれていた場所を探したが見つか

らない。途中で会った農婦に聞くと、この女性陶芸作家はすでに島を出て、松山市内に引

揚げているとのこと。そのまま裏手のミカン畑に登り、集落の全景を眺めた。ミカン畑は
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きれいに石垣が積まれ、１段１列に様々な柑橘類が植えられている。その他に眼に着くの

は、タマネギとソラマメであった。 

 

技研工商とコスモ石油 

上怒和地区でアワビ養殖をしている漁家が４戸あること、島におけるアワビ養殖の先駆

者が元怒和地区の大野さんであることを聞いていた。昼食を食べた中田商店で大野さんの

家を聞いたところ道順を教えてくれ、しかもご丁寧に大野さんの自宅まで電話を入れてく

れた。 

大野さんのところは、家と一体となった門を入ると庭があり、しかもさらにその中に家

があるというつくりで、後から知ったが忽那諸島の伝統的なつくりの長屋門であった。 

大野さんは 1990年にアワビ養殖を始めて 24年になる。水土舎と同じ歴史を歩んできた。

種苗はコスモ石油松山事業所から購入、餌はワカメ、コンブを島周辺で養殖して与えてい

る。 

日本でアワビ養殖が企業規模で大々的に取り組まれたのが、技研工商とニチロ漁業が提

携した 1980年代のことである。この生産システムはアワビの種苗生産、中間育成、成貝出

荷を企業毎に分散し、リスクをヘッジして漁業権の制約を受けない陸上養殖をめざしたも

のであった。最盛期には 20社以上の関連事業所が立ちあがったのである。そのうちの一つ

がコスモ石油の松山事業所であった。製油所の温排水を活用して取組んだ。コスモは、愛

媛県大見島と怒和島、富山県の３つのアワビ生産基地を展開するつもりでいたが、大見島

の渡辺造船は３～４年前までやっていたが撤退、富山県では大幅な赤字で、やはり早い段

階で撤退した。怒和島での事業展開は断念、コスモが生産したエゾアワビ種苗の受け皿に

なったのが、大野さんであった。 

しかし、技研工商が音頭をとって全国に展開したアワビ養殖事業所はコスモを除いてこ

とごとく失敗し、消えていった。また、三陸にあったマリーン開発も東日本大震災で壊滅

したので、唯一残ったのがコスモであった。コスモにはかつて調査にうかがったこともあ

るし、多額の負債を抱えた広島県行野島のアワビ養殖場の再建のコンサルをしたこともあ

った。 

 

大野さんとアワビ養殖 

突然家にやってきた見知らぬ男がやけにアワビ養殖に詳しく、根掘り葉掘り聞いてくる

ものだから、最初、大野さんは警戒した。それには理由があった。ある時、韓国の李明博

前大統領の親戚筋にあたるという人を含めた韓国のアワビ養殖使節団が怒和島に見学にや

ってきて、善良な大野さんはアワビ養殖の手の内を全て教えたそうだ。その結果、韓国の

アワビ養殖は急成長、日本に輸出するまでに成長した。リーマンショック後、アワビ輸入

は増大し、日本のアワビの単価を押し下げる重石となったのである。そのことへの後悔で

ある。 

ちなみに韓国のアワビ養殖は全羅南道の多島海で営まれている。海面に浮かべた籠で養

殖する方法は怒和島から学んだものだ。この多島海は海底の起伏が激しく、海水の鉛直混

合が活発なため夏季でも水温の上昇は抑えられている。アワビは水温 20℃前後で最も生長
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することから、日本に較べると格段に養殖条件に恵まれていることになり、競争力は高い。 

大野さん（62 歳）は島を出て大阪で修行し、大工の仕事をしていた。人口減少が続く島

では大工の需要もなく、島に戻って来てからはミカン栽培をしていた。しかし、養殖への

関心は高かったようで、愛媛県水試東予分場と連携して 25～26歳の頃にアカガイ養殖を手

掛けている。アカガイ養殖は７～８年ほど営み、38 歳の時にアワビ養殖に取り組んだので

あった。最初の 10年間は試行錯誤の連続で、四苦八苦したらしい。 

大野さんが始めたアワビ養殖は、その後彼自身の勧めもあり怒和島と隣の津和地島にも

ひろまった。現在６経営体が営み、任意のアワビ養殖組合を組織するまでになっている。

怒和島のアワビ養殖は海面に浮かした籠の中で飼育する方式である。垂下式ではないので

給餌のたびに籠を引き上げる手間はかからないのが長所であるが、一方、籠の上下で飼育

水温を調整できないのがデメリットで、表層水温が高くなる夏季は、斃死などの危険が伴

う。実際、産卵期と高水温が重なる秋口に殺すことが多く、歩留まりはそれほど高くはな

いそうだ。 

一般に養殖アワビは「一口アワビ」と呼ばれ、小さいサイズを早期出荷しているのに対

し、怒和島のアワビは本職好みの肉厚な大型サイズなのが特徴である。出荷サイズは 50～

200ｇ。200ｇに育てるのに丸３年を要している。このアワビは現在「坊ちゃんアワビ」と

いうブランドが付いている。８年前に松山市がブランドに指定したそうだ。 

現在のアワビ養殖組合の総生産量は約 10トン。単価は韓国産が輸入されるようになって

から下落し、4,000～7,000 円／㎏の範囲である。当初、１億円産業化をめざしていたが、

それは実現していない。大野さんは、７～８年前にミカン栽培はやめ、アワビ養殖と一本

釣の専業漁家になっている。 

アワビ養殖について熟知していたつもりだったが、怒和島のアワビ養殖の歴史と展開は

初めて認識した次第である。長いことアワビをライフワークにしてきた元海洋大の山川先

生も何度か大野さんのアワビ養殖場をみにきているとのことで、専門家には知られていた

のだろう。またまた、視野が広がった。離島の旅のだいご味はこうした発見にある。 

怒和島でアワビ養殖が普及する上で、コスモが果たした役割は大きい。コスモはエゾア

ワビ稚貝の 200 万個体制を整え、その売り先を求めていた。怒和島のアワビ養殖はコスモ

の種苗供給と思惑が一致し、コスモは成貝の販売面でも協力もしている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大野さんの自宅に転がっていた養殖アワビの殻と上怒和地区のアワビ海面養殖施設 

しかし、今春からコスモはアワビ種苗生産から撤退する。種苗を購入していた怒和島の
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アワビ養殖は、新たな種苗の調達先を探さなければならなくなった。ちなみにコスモから

稚貝を購入していた地域も多く、アワビ放流に大きな影響が出てくる可能性がある。 

 

中島三和漁協の２つの支所 

 旧中島町時代、怒和島、津和地島、二神島の３島は神和
じ ん わ

地区と呼ばれていた。この３島

にあった旧４漁協が合併して 14年目になる。怒和島には、上怒和漁協と元怒和漁協の２つ

の漁協があったが、先行合併して怒和漁協、さらに中島三和漁協の支所になっている。こ

の漁協の組合長がアワビ養殖の先駆者である大野さんである。大野さんは父親の代からの

組合員だ。戦後漁業法に基づく漁協は、漁師よりも百姓の方に財力があったため、百姓が

作ったものだという。しかし、柑橘栽培の地盤低下が近年顕著で、相対的に漁業のウエイ

トが高まっているのが最近の情勢らしい。かといって漁業が好調なわけではない。 

 この中島三和漁協の本所は、神和地区で漁業が最も盛んな津和地島に置かれている。中

島さんの話では、津和地島は兄弟が島に残り、畑を分けるので、農地が相対的に少なくな

る。その結果、海で生計を立てなければならなくなり漁業が盛んになったという。また、

家の間口も土地が限られることから怒和島よりも狭く２間だという。一方、怒和島は長男

が残り、次三男は外に出る。その結果農地の分散が防げ、農業への依存度が高いというこ

とだ。また、漁業への依存が高い津和地島は、「タチウオ釣」を山口県の浮島に教えるほど

漁撈技術の優れていたという。 

漁協は上怒和支所、元怒和支所、二神島の３支所に分かれる。怒和島の正組合員は、上

怒和が 20人、元怒和が 22人の合計 42人である。もともと正組合員数は多かったが、年間

90日以上の厳格な審査を３～４年前に国から押し付けられ、淘汰されたそうだ。 

怒和島の漁業は一本釣が中心で、周年営んでいる。春先はメバル、オコゼ、春先はタイ、

夏から秋にかけてはハマチ、冬は釣るものが少ないという。以前は年間 1,000 万円を水揚

げする漁師もいたが、最近は単価の下落と生産量の減少で少なくなっている。大野さんの

話では、以前は料理屋がいい値段で買い、彼らが価格を主導していたが、今はスーパー主

導に価格形成が逆転しているのだという。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

漁協の建物（左）と元怒和漁港に係留されている漁船（右） 

漁獲物の出荷先は松山市の中央卸売市場がメインで、漁が多い時は広島市の中央卸売市

場にも出荷する。個人出荷が７割、漁協の共同出荷が３割の比率で、漁獲量が多い人は個

人で出荷している。 
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選果作業 

 畑の一角にある選果場では、伊予柑の選果作業が始まるところだった。早速見学するこ

とにした。中年の働き盛りの夫婦の選果場で、１ha の農地で柑橘類を栽培している。それ

ぞれ直径の異なる穴が開いたドラムが回転し、その上を伊予柑が通過すると穴を通って下

の段ボールに落ちる仕組みだ。旦那さんが伊予柑を運び、奥さんが選果機を操作していた。 

怒和島の農家は上怒和が約 30 戸、元怒和が約 40 戸ほどだが、両地区の生産量はほぼ同

じだという。両地区でこうした差がでるのは、上怒和地区の農家の方がよく働き、進取の

気性に富み、新種の導入に熱心なためらしい。 

怒和島の集落の裏手にはレモンが多い。このため、元怒和の海の駅は「レモンの里」と

命名されたのだろう。選果作業をしていた奥さんによると、岩城島は「レモンの島」とし

て売り出しに成功したが、怒和島は先を越されたのだそうだ。ちなみにレモンは年間３回

花をつけるとのこと。ただし、私の家でもレモンを栽培しているが、年間３回の開花を経

験したことはない。 

津和地島行の船の時間まで余裕があったので、午前中強風で阻まれてしまった宮ノ浦に

行くことにし、海岸沿いの道を北上した。しかし、北側に至ると再び強風にあおられ、再

度断念せざるを得なかった。 

海上には津和地島が横たわっている。一番近いところでは直線距離にして１㎞ほどしか

離れていない。道路の山側にはタマネギ、ソラマメが栽培されている。玉ねぎは石垣が熱

せされて温まるので生長がよいそうだが、とりわけ津和地島が忽那諸島の中では一番早い

らしい。 

元怒和漁港（第１種）は拡張工事中であった。漁船は連絡船乗り場の南側の船溜まりに

係留されていた。船溜まりの先には立派な長屋門の屋敷が見える。しかし、船の時間が迫

ってきたため、見学は断念。 

桟橋には、海の駅でみかけたキックボードのお兄ちゃんがいた。キックボードを片手に

休暇を取りながら、離島を旅しているそうで、今回は忽那諸島をまわっているとのこと。

怒和島から乗船したのは彼と２人だけ。明日は中島の同じ民宿に泊まるとの話だったので、

再会を期した。16時 22分の高速船は約７分で津和地島に着いた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

伊予柑の選果作業（左）とレモンの木（右） 

 


