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2610 離島覚書（愛媛県・青島） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 26年４月 29日 

松山駅発６時 04分の宇和島行は２両編成であった。昨夜からの雨もあがり、山々のすそ

野に靄がただよっている。伊予長浜駅までは約１時間の列車の旅である。利尿剤を飲んだ

せいでトイレが近い。列車にはトイレがない。幸い、主要な駅で５～６分停車したので助

かった。予讃線は単線なので待ち合わせ時間が多いのである。下灘を過ぎるあたりから、

車窓右手にひろがる伊予灘に青島がくっきりと見えてきた。 

 

猫の楽園 

 伊予長浜駅前の道路を横切った先に長浜港がある。青島には青島海運㈲が運航する定期

船「あおしま」が午前と午後の２便就航している。定期船の待合室入り口には、「島民 15

人と猫 100匹、猫の楽園」と書かれたステッカーが貼られていた。ある写真家が 2013年９

月に「猫の島」と紹介してから雑誌、テレビの取材を受けるようになり、急に観光客が増

えだした。 

 ８時発の第１便の乗客は私を含めて５人。１組は母親と娘の親子、もう１組は 30歳ほど

の女友達で、明らかに猫目当てだ。料金は往復で 1,360円。 

 青島はもともと長浜町に属していたが、同町が 2005 年に合併して大洲市となったため、

今は大洲市に所属する。島の面積は 0.49㎞ 2、周囲 4.2㎞、東西に細長い小さな島である。 

 約 35分で青島に着いた。集落は冬季の北西風を避けるように島の南側東東部に形成され

ていて、その前面に青島漁港（第１種）が整備されている。桟橋の前には老人たちが荷物

を受け取るため待ち構えていた。桟橋を降りると何処からともなく猫がぞろぞろと集まっ

てきた。猫は船を降りる人が餌をくれるのがわかっているのだろう。２組の猫目当ての乗
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客は早速猫の写真を撮り始め、青島神社の下にある「ネコエサ場」と書かれた場所で持参

した餌を与えている。しかし、持参した餌はここ以外で与えることを禁止しているのだが、

規則はあまり守られていない。猫が観光資源になっているので、過疎と高齢化が進む島で

は容認せざるを得ないのだろう。 

帰りの船に当日の船客名簿が置かれていた。猫目当ての観光客がどこから来るのか興味

があったのでみた。午前、午後の２便で島に来た人は私を除いて 20人。このうち釣り人が

２人で、残りの 18人は猫を見に来た人達であった。愛媛県内はもとより大阪、奈良、愛知、

東京、茨城と全国に及んでおり、さらに香港から来たカップルもいた。 

大半の来島者は 15 時 05 分着の午後便で来て 16 時 15 分の船で帰るから、島の滞在時間

は１時間ほどにすぎない。この間、猫と戯れて帰っていく。不思議な光景である。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

青島の猫 

 

坂
さ

越
ごし

からの移住 

青島に人が住むようになったのは寛永 16（1667）年のことである。島の出身で、「ふるさ

と回想・青島」を自費出版されている増田孫幸さんによると、人が住む前の青島は大洲藩

主二代出羽守加藤泰興がこの島に馬を放ち、当時は馬島と呼ばれていたそうだ。 

この馬島には久介という番人が１人で見張りをしていたが、寛永 14（1637）年に島原の

乱が勃発し、島付近の船舶の往来がはげしくなってくると心細くなってきた。そんな折、

播州坂越村（現在の兵庫県赤穂市坂越）の網漁師で与七郎という人が、たまたま九州方面

に漁に行く途中でイワシの大群を発見した。与七郎が久介に会ったところ「網を入れてみ

て、場所もよければ島に来て住むのもよい」と言った。試みに網を入れたところ大漁で、

さっそく長浜の代官に島への居住を願い出て、与七郎は翌々年の寛永 16 年に一族 16 戸を

引き連れて青島に移住してきた。 

 翌年、大洲藩主が鹿猟のために島にきた。この時、多数の鹿を生け捕って機嫌がよかっ

たので、与七郎から島の開拓事情を聴取して、「青島」と改名して大洲領とした。また、与

七郎には、「九郎左衛門」の名が与えた。後に島をあずかる庄屋の赤城家になった。 

 坂越からの移住者はイワシ網とあわせて畑地も開墾、青島は漁業を主とする半農半漁の島

として発展していく。坂越の移住者が分家、その後大洲領からの移住者、さらには他地域

からの移住者も加わって島の人口は増えていった。藩政時代には、島の人口はすでに 200

～300人に及んでいたのである。 
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以上のように、青島のルーツは現在の兵庫県明石市坂越の漁師だった。坂越は現在カキ

養殖が盛んである。カキ養殖の取材と姫路市の仕事で計２回程伺ったが、青年部が経営す

るカキ小屋レストランは活況を呈していた。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

青島の集落 

 

漁業の衰退がもたらした人口減 

戦後のピーク時、青島の人口は 800 人を越えていた。人口密度は 1,600 人／㎞ 2になり、

現在の松山市の人口密度（1,200 人／㎞ 2）をはるかに上回っていた。しかし、島の人口は

1955 年をピークに急速に減少し、2010 年の国勢調査時の人口はわずか 19 人になった（図

１）。そして、現在、実際に島に住んでいる人は 17 人（男：６人、女：11 人）になってし

まった。1955～1970 年の 15 年間に約 600 人が島を出たことになる。ちなみに 1965～1970

年４月までの転出先は、県内 110 人（うち松山市 62 人）、県外 58 人（大阪 28 人、京都、

兵庫が各８人）であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１  青島の人口と世帯数の推移（各国勢調査時） 

注）左が人口、右が世帯数、55年の世帯数は不明 

 

 なぜ、このような急激な人口減少が起ったのだろうか。この原因は漁業の盛衰と深い関係

がある。 
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 青島の漁業は庄屋の赤城家を網元とする集団操業によって発展してきた。明治期に入る

と庄屋所有の２ヶ統のイワシ網が島民に売却されて共同経営となり、さらに明治 24（1891）

年にはタイ縛り網が導入された。タイ縛り網は産卵のために群れをなして回遊してくるタ

イを網で獲る漁業で、明治前期に瀬戸内海で発達した。カズラ縄と呼ばれる 500ｍほどの縄

にブリと称する 35×３㎝の板切れを約 2,000 枚つけて、これを２隻の船で曳いてタイを脅

して集め、集めたタイを別の船で巻いて漁獲する。イワシ網とタイ縛り網はその後島民が

出資した青島漁業㈱が経営していたが、会社経営が不振となったため、1940 年にはイワシ

網は漁業組合に、タイ縛り網は島の有力者である赤穂善三郎に譲渡された。 

 タイ縛り網の漁期は４～６月、イワシ網は７～10 月で、この２つの漁業が島の経済を支

えた。タイ縛り網の乗組員は 70 人、イワシ網は１ヶ統あたり約 60 人で、最盛期には３ヶ

統あったので合計 180人の労働力を要した。島の人たちはこの２つの漁業に従事しながら、

漁期以外は一本釣、タコツボ、採貝藻などの漁業を個人で営んでいた。 

 しかし、タイ縛り網は採算が合わなくなり 1955 年に休止される。また翌 1956 年からは

イワシの資源減少で不漁が続くようになり、この漁業不振を打開するため 1957年には島の

命運をかけてナイロン製網の導入し、中型まき網漁業に転換した。しかし、イワシ資源の

減少は致命的で、２ヶ統あったイワシ網は 1960年に１ヶ統を、1966年に残りの１ヶ統を廃

止した。さらに 1969年にはまき網を福岡県の芦屋漁協に売却してイワシ網からも撤退した。

イワシ網の売却で島の衰退は決定的となった。 

 青島の漁業は組織型の漁業であった。組織型は生産性が高いが、一定の資源水準を下回

ると採算が悪化し、もろい。一方、個人経営の漁業は多様な漁業形態が可能で柔軟性があ

るため、生産性は低いが、資源変動には強い。 

 漁業は生態系サービスを享受する産業なので、資源の自然変動リスクを常に抱えている。

タイやイワシが一定の資源水準を下回った時代に、組織型の漁業は方向転換が難しい。同

じ愛媛県内の宇和海ではイワシの不漁期に魚類養殖や真珠養殖に転換して、地域経済を維

持したが、青島ではこうした漁業構造の転換もままならなかった。 

 そして、タイ、イワシの不漁期はちょうど日本が高度経済成長期であったことから、働

き場を求めて島を離れた。とりわけ、若い人でその傾向は顕著であった。こうして青島は

急激な人口流出に見舞われ、一挙に過疎と高齢化が進んだのである。 

イワシ網の売却から 10 年を経過した 1979 年時点の世帯主の職業は、漁業が 22、漁協職

員が２、船員が４、無職が 14、その他９で、依然として漁業が中心であり、その内訳は一

本釣 12、建網６、タコツボ２、吾智網１、その他１で、島周辺の漁場で細々と生計を立て

る個人経営となった。ちなみにその他の職業は、農業、畜牛、民宿、店、郵便局、住職、

按摩、天理教、出稼ぎがそれぞれ１世帯であった。 

 

放置されたままの廃屋 

 青島の集落は東から遅越、地下、岡、三軒屋、波止、馬の谷の６つの地区に分かれてい

る。集落の中心は漁港のすぐ背後の地下地区で、ここに坂越から移住してきた 16戸が最初

に家を構えた。その後、人口が増えるたびに東西に家が広がり、最も歴史が新しい集落が

西端の馬の谷地区である。 
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 多い時には 165 戸の家があった。狭い土地に家がひしめきあって建っており、１戸あた

りの敷地面積は 20坪以下、平均すると 15坪ほどだ。庄屋を務めた赤城家が最も広くて 101

坪、戦後の初代漁協組合長であった赤穂家で 45坪しかない。 

 増田さんはその著書で 1980～85年ごろの住宅の配置図をまとめられ、空き家と住んでい

る家を図示されているが、この当時の家の数は 94戸、このうち住んでいる家は全体の 43％

に相当する 40戸であった。 

その後、ますます世帯数は減少し、現在人が住む家は 10戸しかない。しかし、今なお当

時のまま放置されている家が 50～60戸は残っている。屋根が抜け、土壁が落ち、ガラスが

割れ、蔦に覆われた家、そして食器がそのまま放置され、生活の跡がそのまま残っている

家もある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

食器がそのまま残された廃屋（左）、小学一年生の雑誌が誇りをかぶってそのまま放置（右） 

 

島を出た人も最初の頃は盆・正月に戻っていたが、歳をとるとともに次第に遠ざかり、

さらに代が変わると益々疎遠になり、やがて家は放置される。撤去するには費用がかかる

し、かといって行政が勝手に処分するわけにもいかない。宮城県の離島では津波で発生し

た瓦礫処理に合わせて空き家の撤去が一挙に進んだが、こうした緊急事態でもない限り、

家はそのまま残りやがて朽ちていく。 

 

灯台への道 

青島神社の脇の階段を登ると、青島小学校の跡地にでる。1978 年に廃校となった。青島

小学校の起源は潮音寺に小学校が開校になった明治 11（1878）年にさかのぼるので、ちょ

うど 100 年続いたことになる。1964 年に改築されたＲＣ２階建の校舎は、その後青島公民

館として、さらに簡易宿泊施設の機能を果たしていた時期もあったが今は荒れ果てている。

○号室と書かれた文字が宿泊施設として使われていた当時をしのばせていた。 

狭い校庭には、クチナシと八重桜が植えられ、桜は満開であった。眼下に青島の集落が

広がる。どういうわけか校庭の片隅に野口英世博士少年像が置かれている。昔はどこの小

学校にも薪を背負い、読書する二宮金次郎の像が置かれていたものだが、野口英世像は初

めて見た。そして校庭の大部分をＮＨＫの電波塔が占拠していた。 

青島小学校の上には青島中学校の跡地がある。1968 年に廃校になったが校舎は当時のま

ま残っている。小学校脇から中学校への階段は草木が生い茂り、登っていくことはできな
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い。 

 青島小学校は最盛期の 1959年には 171人の児童がいたが、18年後に廃校、中学校は最盛

期の 1962 年には 80 人の生徒がいたが、10 年後の 1971 年に廃校となった。1960～70 年に

かけて島は劇的変化に見舞われ、一挙に寂しくなったのである。 

小学校から島の尾根筋に灯台に至る細い道がある。コミュニティセンターに残されてい

た古い航空写真をみると、この周囲はかつて麦や甘藷を栽培する畑であった。しかし、今

は樹木に覆われ、自然林に戻っていた。 

小学校跡地から尾根筋の道を西に向かって歩く。晴れてきた。ウグイスが鳴き、誠にの

どかである。道の土手は石垣が整備されていて、かつて農地であったことが偲ばれる。道

にはカタツムリがやけに多い。恐らくカタツムリを食べに来たのだろう。大きな蛇が道の

真ん中に堂々と横たわり、行く手を阻んだ。蛇を跨いで進むわけにもいかず、石をぶつけ

るがうまく命中しない。蛇はじっとして動じない。さらに棒きれをみつけてぶつけると漸

く退散していった。猫見物にきた親子と女友達の２組は先行して灯台に行って来たようで、

相次いで集落に戻る２組とすれ違った。 

島の西はずれの高台に伊予青島灯台がある。島で最も高い場所で、標高は 91ｍ。しかし、

灯台の周りは木が生い茂り、まったく展望がきかなかった。地図には、イワシ漁が盛んだ

ったころ、イワシの群れを見つけるための魚見台の位置が書いてあるが、あいにく道が草

で覆われ、魚見台への分岐がわからなかった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

青島小学校跡と伊予青島灯台 

 

歴史を刻む石碑と神社 

 再び集落に戻った。旧小学校の階段の入口に青島神社がある。神社の入口の燈籠は明治

31（1898）年８月建立と記され、鰮鯛網中、手繰中、釣船中と書かれていた。恐らく漁業

組ごとの寄付によって建てられたものであろう。大鳥居の再建は 1970年、拝殿屋根葺き替

え工事は 1990年７月にそれぞれ行われているが、すでに人口流出が終わった時代にもかか

わらず大勢の島出身者が寄付している。社の中に入ると神輿が置かれ、天井には武者絵、

また、昭和 14年２月制作と書かれた古い賽銭箱が置かれていた。さらに「戦利兵器奉納ノ

紀」と書かれた賞状。ここには、「是レ明治三十七八年役戦利品ノ一ニシテ我カ勇武ナル軍

人ノ熱血ヲ濺キ大捷ヲ得タル記念物ナリ茲ニ謹テ之ヲ○シ以テ報賽ノ微衷ヲ表シ尚 皇運
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ノ隆昌ト国勢ノ発揚トヲ祈ル」と書かれ、陸軍大臣寺内正毅の花押がある。日露戦争に行

った島民が何か戦利品を持ち帰ったのだろう。 

島は３世紀半の歴史を刻んできたので、歴史を偲ばせる石碑が漁港周辺に点在する。 

漁港の一角に「青島の盆踊り」の碑が建っている。1965 年４月に愛媛県の無形文化財に

指定された島の伝統行事を記念したものである。坂越から移住以来、望郷の生活を自ら慰

めるために、毎年８月 14、15日の両日、氏神様の前で踊り明かしたのが起源だ。この踊り

には出身地である赤穂四七士の他、賎ケ岳七本槍、那須の与一などのにぎやかな踊りが伝

承されている。14 日は亡くなった人を供養する「供養踊り」、15 日は大漁を祝っての「大

漁踊り」がある。踊りの主役は青年で盛大に踊り明かした。しかし、1957 年頃までどうに

か昔の踊りが引き継がれていたが、その後祭りの担い手はいなくなって久しい。 

 また、「嗚呼義勇殉難」という碑もある。大正３（1914）年１月の季節風の強い大時化の

朝、広島県の打瀬船が梶を失って島の前２㎞先を漂流してきた。これを救助しようと青島

の青年会の若者が３隻の船に分乗して救助に向かう。そのうちの救助船１隻の櫓４挺のう

ち２挺が折れて操縦できなくなり、13 人全員が遭難した。島の青年のこの義侠心を後世に

伝えるために同年 12月に建てられたのである。 

 さらに、水産業協同組合法に基づいて戦後設立された青島漁業協同組合の初代組合長の

赤穂善三郎翁頌徳碑もある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「青島盆踊り」と「嗚呼義勇殉難」の碑 

 

島の暮らし 

 島の暮らしの変化を偲ばせる石碑として、電気導入記念碑も建っていた。記念碑による

と、島に電気の光が灯ったのは 1946年に旧海軍省から探照燈の払い下げを受けて発電した

のが始まりである。その後、1957年に出力 20キロワットの小火力発電施設を設置し、更に

1965年 48キロワット出力に増強したがその需要を充たし得ず、四国本土から海底ケーブル

を敷設して一般電気を導入した。1971 年８月のことである。すでに島の人口は大きく減少

していた。 

 青島に簡易水道が整備されたのは電気に遅れること７年目の 1978年のことであった。対

岸の長浜から町営連絡船で水を運び、貯水タンクに貯めて、各家庭に送水された。それま

では井戸水に依存していたのである。島には 40程井戸があったが、このうち２カ所を除い

て塩水混じり、村のほぼ中央の「小川」と呼ばれる共同井戸のみ、真水だった。共同井戸
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の水は炊事用に用いられたが、自由に使うことはできず、２～３日に１回の頻度で汲むこ

とができた。水汲みは女、子供の仕事であった。各家は水瓶を用意して飲料水を貯めてい

た。また、塩水まじりの井戸水は洗濯や風呂に使われた。朝起きると風呂桶に井戸水を汲

むのが女の仕事だったのである。 

各家に電話が通ったのは 1982年のこと。台所の燃料が薪からプロパンにかわるのが 1970

年代後半のことであった。このように青島に生活関連のインフラストラクチャーが整備さ

れるのは、人口が急減する時期に相当したのは皮肉である。 

島には診療所もあった。診療所には週１回医者がきた。ここで看護師をしていたのが赤

丸恵子さん（1950年生まれ）である。福井県の出身で 1978年に島に赴任し、島民の保険相

談や生活指導に従事した。島では船外機を所有し、沖に出て魚を釣り、磯物を採取し、畑

で野菜も作り、島民と同じ生活をしていた。35 年間いたというから、昨年、島から出て行

ったようだ。 

青島漁港は第１種漁港である。石積の護岸や階段は見事である。戦後まもなく青島漁港

のスケッチ絵をみると、現在、埋立地になっている西側は白潟と呼ぶ浅瀬が干潮時に現れ

て、子供たちの遊び場になっていたようだ。砂浜は漁船を引揚げ、あるいはイワシ網を洗

う場所であった。しかし、1946 年の南海地震で地盤沈下し、すっかり姿を消した。その後

は埋め立てられ、青島漁港海岸保全施設として整備されている。護岸の延長距離 75.8ｍ、

天端 8.0ｍで 1981年に完成している。 

大きな古い釜も残されていた。化繊が普及する以前に漁網を染めた大釜である。共同加

工が行われる以前、イワシ網の漁獲物は乗組員に配分され、各家でイリコに加工していた。

その当時の釜やイリコを乾燥させるために用いたスノコがそこかしこに見られる。当時使

われていた竹製のスノコはヒジキを干すのにも使われていた。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

石積みの護岸と階段（左）、神社下の井戸跡（右） 

 

ヒジキ漁 

 青島漁港に係留されていた漁船は、動力船５隻、船外機２隻と少なかった。現在、青島

の漁師はわずか５人。ヒジキを主とする採藻漁業が中心で、漁師らしい漁師は現在コミュ

ニティセンター長をしている紙本さんだけである。 

青島の漁業者は長浜町漁協に所属している。戦後漁業法のもと、1949 年６月７日に青島

漁業協同組合が設立された。初代組合長は例の顕彰碑の赤穂善三郎。設立当時の組合員は
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172 名であった。その後、昭和 37（1962）年に漁協が合併し、長浜町漁協青島支所となっ

た。この当時の組合員数は 128 人、職員は２人であった。現在は組合員５人、職員ゼロ、

漁協支所も機能していない。 

 島はちょうどヒジキの収穫の最盛期であった。連絡船の発着場の前、漁港の階段や防波

堤の上、さらに島の西はずれの弁天崎に向かう堤防の上などに収穫したヒジキが干してあ

る。青島のヒジキの漁期は３～６月上旬までの約３カ月で、ちょうどヒジキ漁の最盛期で

あった。口明け日は島民の協議で決める。島の周囲にヒジキが分布しており、干潮時に船

外機を使って刈り取る。ただ、島の北側は、風が強いと近づけず、また航路となっている

ため大きな船が通るたびに大波が発生することから、あまり利用されていないという。 

 採取したヒジキは生のまま直接天日乾燥する。３～４日で乾燥するので、そのまま出荷

する。採って干すだけなので、手間も、コストもかからないが、単価は安い。 

 ヒジキの他にはテングサやフノリを採るが、ヒジキの資源は最も安定しているという。

イワシ網やタイ縛り網が盛んであった頃、採藻漁業は女の仕事であったが、今は男がする

ようになっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

漁港や防波堤に干しているヒジキ 

 

コミュニティセンターと島民 

 島の滞在時間は７時間 40分。この間、17人の島民の何人かと立ち話をした。 

最初は青島に上陸して最初にあったおばあさん。出身地は兵庫県の豊岡、冒険家の植村

直巳とは家が近くだったという。現在 85歳になる夫は、1945～1954年まで青島の役場で働

いていたが、その後、大阪に出て奥さんとなるおばあさんと知り合って結婚、夫が大病を

患ったために 1958～59年ごろに大阪から一緒に島に戻る。この当時、島の人口は 800人ほ

どだったという。大阪万博の頃（1970 年）に再び大阪にもどり、大阪では万博の工事の仕

事で島から出稼ぎに来ていた人が多かったそうだ。その後、1978 年に島に戻って港の前で

民宿「さと」を始め、1983年までの 11年間営業していた。当時島にはもう１軒民宿があっ

たという。愛媛大学の民俗学者・村上節太郎さんもよく民宿「さと」を利用したそうだ。

民宿はけっこう繁盛したらしい。お客は海水浴と魚を食べにくる人が多かったという。 

防波堤でヒジキを干していた人がコミュニティセンター長をしている紙本英則さん。コ

ミセンに図書や関連資料があるというので案内してくれた。２階には青島踊りの時に使用

する兜や衣装が置かれていた。干潮時を迎えるため、紙本さんはヒジキ採りに行かなけれ
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ばならないので時間がないといって、そそくさと海に出て行った。紙本英則さんから増田

孫幸さんが自家出版された「ふるさと回想（青島）」という本のコピーを借りた。島にはコ

ピー機がないので必要箇所カメラで撮った。奥付に昭和 60（1985）年末とあり、すでに 30

年前に書かれたものだ。増田さんは 1933 生まれの 81 歳で、1949 年に新制中学を卒業、島

の掟でもあった漁業に４年間従事し、その後自衛官になったようだ、今でも健在で香川県

に住んでいると、島の同級生であるおばあさんが語っていた。 

   

コミュニティセンターの２階に置かれている青島盆踊りの時に使用する兜や衣装 

集落から島の東端の弁天崎まで歩いた。周辺の岩礁域には潮間帯上部にフノリ、潮間帯

下部から潮下帯にかけてヒジキがびっしりと覆っており、島の関係者と思われる２人がヒ

ジキを採っていた。弁天島に行く途中で会ったほぼ同世代とおぼしき男性は、島を出て 50

年になるが、最近、親が痴ほう症になったため、面倒を見るために夫婦で島に戻ってきた

とのこと。潮の遅いところのヒジキは汚れるので、潮の早いところにヒジキの方が品質が

よいと教えてくれた。 

弁天様に登る手前のキャンプ場に 1984年に飛行訓練中に殉職した自衛官の石碑があった。

東側の小高い丘は畑になっており、老婆が農作業をしていた。ソラマメ、馬鈴薯、エンド

ウを栽培されている。向ノ山の一段と高いところに墓がある。先の大戦時の青島出身の戦

没者の墓石が並んでいた。ところで島を出て改葬した家も多く、墓石が横にしてあるのが

目立った。集落の背後の高台にあった寺には誰もいなかった。 

２便の船が入ってきた。16人が下船、このうち２人が釣り人で、残りの 14人は猫を見に

来た人だ。釣り人は常連のようで、待合室に泊まり翌朝から岩場で釣りをするらしい。ハ

マチやタイを狙っているとのこと。２人は準備ばんたんで寝袋を持参していた。 

 16時 15分の船に乗り、長浜港に戻った。午後便できた猫目当ての観光客もわずか１時間

の滞在で長浜に戻った。 
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