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2020年１月 20日 

古宿たかまつやと金栄丸 

 高松港から㈱豊島
て し ま

フェリーが運航する「まりんなつ１号」（定員 70人）に乗船する。私を含

めて乗客は３人だけだった。高速船は 16時 30分に出発し、17 時 05 分に豊島の家浦港に着い

た。 

後述するように小豊島
お で し ま

へは定期船が運航しておらず、渡航手段は荷物の運搬を主としている

水口マリンの船を利用するのが唯一である。この船は早朝、豊島のもう一つの集落である唐
から

櫃
と

港を出発するから前日までに豊島に入っていなければならない。そんなわけで前泊地の家浦に

来た次第だ。 

家浦の宿は「古宿・たかまつ屋」といった。先代が旅館を始めたがその後閉鎖、瀬戸内国際

芸術祭（以下瀬戸芸）が開催されるようになってから島を訪れる観光客が増えたため、この宿

の息子がＵターンして再開したのだった。古い家だがそれなりに手入れが行き届き、トイレは

ウオシュレットが備わっていた。ただし風呂はなくシャワーのみである。外国人がよく泊まる

ようで英語の表示が目立つ。この日は私の他に台湾人の若い女性が１人で泊まっていた。 

宿では食事は提供していない。71歳になるご主人が 1人で管理しているためで（奥さんは本

土側の従来の家に住んでいるのでご主人は単身赴任）、夕食は提携している近くの「金
き

栄
よ

丸
まる

食

堂」を利用する。荷物の整理をしてから、１分ほど歩いたところにある食堂に出かけた。この

建物はもともと漁師の家だったが、ここを借りた大工が改造して、その後商店として使われて

いた。店の名前はこの漁師の船名をそのまま活用したそうだ。 

夕食は宿泊料には含まれておらず 2,000円のセットメニューだ。ちなみに宿代は 6,000円で
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あった。この日の夕食のメニューはナマコ酢、日
ひ

生
なせ

産のカキのボイル、鳥肉と厚揚げの煮物、

サワラの塩麹漬の焼き物の４点だった。料理はけっこう美味い。生ビールを一杯飲み、地酒の

癇酒を注文する。酒は錫の容器に入れられ、冷えないように湯に漬けた状態で出されてきた。

配慮が行き届いていて感激。調子にのってさらにもう一杯追加した。つまみが足りなくなった

のでカキフライも頼む。最後にご飯を１膳と味噌汁をいただく。 

夕食を食べながら、地元の事情を聞いた。経営者の女性は新居浜市の出身で、直島に 10 年

間住んだ後、豊島に来て４年になる。直島に渡ったのは瀬戸芸が始まる前のことだった。瀬戸

芸が開催されるようになったのをきっかけとして、豊島ではＩターンが増えているそうだ。こ

の３年で毎年３組、合計９組が豊島にやってきた。２組のＵターン組もいた。ちなみにかつて

この店で働いていた５人は何れもＩターンで、地元の人と結婚、うち４人が島に残っていると

いう。１人は三菱マテリアルに勤務する人と結婚したので、転勤で島を出たそうだ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

古宿・たかまつ屋（左）、金栄丸食堂（右） 

 

2020年１月 21日 

水口マリン 

 家浦港から唐櫃港までは小豆島豊島フェリーを利用する。この船は本州の宇野～家浦～唐櫃

～小豆島の土庄を結んでいる。第１便は家浦発が始発である。宿から夜明け前の暗い道を歩い

て家浦港に行き、家浦港発６時 40分の船に乗り、唐櫃港に６時 55分に到着した。 

上述したように小豊島に渡る唯一の手段は水口マリンの渡船を利用することである。水口マ

リンは主として物資を豊島の唐櫃港から小豊島を経て小豆島の土庄
とのしょう

港に運ぶ役割を担ってい

る。中心的業務は土庄でつくられた給食を豊島に運ぶ仕事を請け負っているようなので、12

時前には唐櫃港に戻らなければならない。 

 浮桟橋の反対側に水口マリンの「てしま」が係留されていた。キャビンは７～８人で一杯に

なるほどの広さしかない。相当老朽化が進んだ船で、室内はつぎはぎだらけだ。部屋の片隅に

小さなストーブが置かれていたが、キャビンが狭いからそれなりに暖かい。船長は 70 歳を過

ぎたと思われる高齢者なので、自分の代で仕事をやめる覚悟のようだ。したがって新しく船を

建造せず、この老朽船を使い続けるつもりなのだろう。 

 「てしま」は 7 時 10 分に唐櫃港を出発した。小豊島に向かう途中で、東の空が明るくなっ

てきた。豊島の唐櫃港から小豊島までは５㎞ほどの航路である。「てしま」は７時 20分に小豊

島の突堤に横づけされた。私が降りるのと入れ替わりに島の老人が船に乗り込んだ。「島には
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何人住んでいるのですか」と尋ねたが無視された。乗船者を乗せると、船はすぐに小豆島の土

庄港に向けて走り去った。後で聞いた話ではこの老人は島の自治会長をしているが、島外と行

ったり来たりしていて、島には定住していないとのこと。 

 小豊島は面積 1.10㎞ 2、周囲 4.3㎞の東西に細長い島で、豊島と小豆島の中間に位置してい

る。もともと小豆郡四海村の一部であったが、1955年に４町村が合併したことにより現在は土

庄町に属している。集落は北側の西方に１ヶ所あるだけだ。標高は 133ｍで、平地は集落のあ

る場所に僅かにあるだけで、ほとんどが山地で覆われている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水口マリンの老朽船・てしま（左）、小さなストーブが置かれた船内（右） 

 

東牛舎 

 小豊島の港には小さなカーフェリーのような船が２隻と小さな漁船が数隻係留されていた。

後にこのフェリーのような船は牛の運搬船であることがわかったが、こんな小さな島で何に使

うのかいぶかしく思った。 

島の周辺には人気はまったくない。「シマダス」の地図に書かれていた牧場に行けば誰かい

るだろうと思い、東のはずれにある牛舎をめざすことにした。静まりかえった家の間を抜ける

と道は左右に分かれる。左手の道はすぐに急坂になり、右手は竹藪、左手は荒地で切り出した

石などが散在している。竹藪の中を突然、イノシシが走り去って行った。瀬戸内海のほぼ全て

の島にイノシシが生息しているが、上陸して早々とイノシシの洗礼を受けることになったので

ある。 

竹藪が続くところまではコンクリートで舗装されているが、そこから先は未舗装になる。樹

林はウバメガシとコナラに変った。やがて海が見えてきて道路は開け、明るくなった。沖には

浮流し式のノリの養殖場が見える。ノリが生育した範囲はべた凪状態になっているのではっき

り区別がついた。道路は山の中腹に作られており、やがて下り坂になり、海に向かって降りて

いくことになる。降りたところが「積の浜」でけっこう広くて美しい砂浜が広がる。この海岸

線の中央部あたりにはかつて牛舎があったようで、林の中に牛舎の跡とおぼしき錆びた鉄骨が

見え、自動車も放置されていた。 

 そこから再び急坂になる。坂を登りきったあたりに１頭の牛を積んだトラックが停まってい

た。道路脇に箱罠が設置され、その中に幼いイノシシ２頭が生け捕りになっていた。運転手は

それを確認していたらしい。箱罠にかかったイノシシを見るのは初めてだ。２頭のイノシシは
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檻からでようと鉄格子に体当たりをしている。 

トラックの後ろに軽自動車に乗った老夫婦が続く。これから船に牛を積み込んで高松に出荷

するところだった。話を聞こうと思ったが出荷が忙しいようで相手にしてくれない。トラック

も軽自動車も走り去って行った。結局、島の東端まできて１人取り残される羽目になった。イ

ノシシの檻から少し進むと牛舎が見えてきた。 

全国に牛を飼う島は多いが、そのほとんどは子牛を生産する繁殖農家である。これに反して

小豊島の場合は肥育を専門とする農家であり、繁殖と肥育の一貫生産は行われていない。島に

は２軒の肥育農家があり、それぞれ東と西に分かれて牛舎を持っている。東端で牛を飼うのは

先ほど会った夫婦と息子さん一家で、竹内さんという（名前は教えてくれなかった）。ご主人

は 74 歳になるが、後に会う奥さんの話では牛を飼うことを天職と心得ているらしい。東牛舎

で飼養されている肉用牛（黒毛和牛）は 100頭ほどである。牛舎が４棟あり、そのうちの３棟

に牛が入れられ、残りの１棟は出荷用と思われ、出荷を控えた１頭の牛が収容されていた。同

じ敷地内に牛糞を堆肥化する施設もあった。 

ちなみに西端の牛舎は竹内幸一さん一家が経営しており、こちらでは 250頭ほどが飼養され

ているようだ。 

東牛舎には 10数分ほど滞在して牛舎周辺を見て歩き、８時 20分ごろに牛舎を後にして集落

に戻る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東はずれに向かう山道（左）、東端の牛舎で飼われている肉用牛（右） 

  

５所帯の島 

集落の入り口付近の竹藪に山の神を祀る祠があった。 

集落に戻ると先ほどの夫婦のうち奥さんの方が畑仕事をしていた。牛舎の近くでは全く相手

にされなかったから印象が悪かったのだが、じつは親切な女性だった。出荷を終えて手がすい

たようで、旧小学校や集会所を案内してくれ、島のことをいろいろ話してくれた。 

彼女は小豆島の出身で、この小豊島に嫁いできたという。旦那さんの歳から見て私よりは少

し年上と思われる。島には、山の神、海の神、荒神様が祀られていて、正月にはそれぞれに餅

を供えるそうだ。彼女はたくさんの種類の自家用野菜をつくって自給している。 

最近、イノシシが増えて畑が荒らされるが、それでもめげずにつくっていると自慢していた。

野菜づくりが大好きなのだ。ちなみにイノシシに加えてタヌキも増えているという。イノシシ
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を駆除すると、ウリボウは 5,000 円、成獣は 10,000 円がもらえるが、タヌキは駆除しても一

銭にもならないとこぼしていた。 

 現在、小豊島には５世帯 10人と後述するインドネシアの研修生の合計 12人が生活している。

このうち自治会長をしている岡本春樹さんはたまたま島に戻って来る程度で、常時、島にいる

わけではない。５世帯のうち牛を飼う農家が２戸、息子が漁師を営む世帯が１戸、高齢の単身

女性、そして無職の岡本さんである。 

 戦前までは島に石切りの丁場があり、島外から大勢の人が働きに来て賑やかだったそうだ。

この近辺の島々（犬島、前島、小豆島、豊島）には何れも石切り場があったから、同じような

地質なのかもしれない。東牛舎に行く途中で山道のわきに散在していた切り出された石材はこ

の当時の名残りなのだろう。 

 在来島民はもともと半農半漁の生活を営んでいた。サツマイモと小麦をつくり自給生活をす

るかたわら、現金収入源として葉タバコ栽培と沿岸域での小規模な漁業を営んでいた。その後、

葉タバコにかわってミカンで生計を立てようと農地を開墾したが、まもなくミカンの価格が暴

落したため、牛を飼い始めた。作物に与える堆肥を得る目的で昔から牛を飼っていたので、飼

育技術をもっていたから比較的容易に参入できたようだ。牛を飼い始めたのは昭和 40 年代に

入ってからのことで、当初は４戸が牛を飼っていたが、20 年前に１戸が、15 年前に岡本さん

が廃業し、現在は西と東の牛舎の２戸になっている。 

 戦後間もなく島には 10～11 軒の世帯があり、四海小学校小豊島分校も置かれていた。しか

し 1966（昭和 41）年に廃校になっている。この廃校になった校舎が現在もそのまま放置され

ていた。小学校の脇が集落の公民館で、ここは今でも使われている。奥さんが古い写真がある

といって館内へ案内してくれた。中央に僧侶が座り、その周りを 20 人ほどの島民が囲んでい

た。子供の姿はなかったので、20～30年ほど前の写真だろう。ここに写っている人の多くはす

でに亡くなられているという。島には寺はないので、小豆島から僧侶を呼び、法事が営まれた

時の記念写真のようだ。 

集落の海側に墓地がある。竹内姓の区画が３、岡本姓の区画が１つあった。また小豆島地方

の特徴でもあるが、無縁仏になった家の墓石がピラミッド状に積まれ、てっぺんに観音菩薩像

が置かれている。墓石をみるかぎり、小豊島には岡本と竹内の２つの姓しかないようだ。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

廃校になった小学校の分校跡（左）、海に面した場所にある墓地（右） 

 小豊島の家の外壁は焼杉板が使われ、屋根は瓦である。１世帯は母屋の他に納屋などの小さ
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な建物数棟で構成される。島の世帯数は５戸なので、少なくとも５軒の家には人が住んでいる

が、空き家と思われる建物は見当たらなかった。恐らく古くからあった家はすでに取り壊され

ているのだろう。 

 

牧草地 

 集落の背後には比較的広い畑が広がる。畑は一面緑で覆われており、麦のような植物が育っ

ていた。食用の麦かと思ったが、後で聞いた話では牧草だという。恐らく刈り取って干し草に

するのだろう。畑の周囲はイノシシの侵入を防止するために鉄のメッシュで囲われている。こ

の島では電気柵は使われていない。 

牛肉はグラスフェッドビーフ（牧草飼育）とグレインフェッドビーフ（穀物飼育）に分けら

れるが、牧草地の少ないわが国では後者が圧倒的に多い。ただし穀物飼育と言っても穀物だけ

で牛が育つわけではなく、草も不可欠だからその足しにしているものと思われる。 

島で飼養されている黒毛和牛は総計 350頭に及ぶので、この畑で採れる牧草だけでは到底間

に合わない。したがって餌の大部分は島外から移入している。ＪＡから餌を購入する場合は島

まで運んでくれるが、商社を通じて購入する餌については自家用船で岡山から運ばなければな

らない。このように餌に係るコストは本土側よりも高くなる。加えて出荷も自家用船を使うこ

とからやはり高コストになる。こうした条件不利にもかかわらず、島で牛を飼うメリットは人

家から隔絶していることから、臭気などであまり苦情を受けない点にあるのだろう。 

 この牧草畑の一部に錆び付いたビニールハウスのパイプがむき出しになっている。かつてア

スパラガスを温室栽培していた当時の名残りらしい。 

 牧草地を左手に眺めながら、西端の牛舎をめざす。坂の右側に柿、イチジク、枇杷、柑橘類

などが植えられている。また山際との境にはかつて島で切り出されていたと思われる石材によ

る石垣がつくられていた。 

 峠を越えると、眼下に竹内幸一さんの牛舎が見えてきた。このあたりにはハマダイコンが群

生しており、異常に多い。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

集落背後の牧草地（左）、牛舎の作業場に置かれていた干し草（右） 

 

西牛舎 

 島の西端に牛舎は竹内幸一さんのもので、こちらは東端の牛舎よりも規模が大きく約 250頭
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を飼養している。 

 牛舎は南斜面の段々畑に建つ。各段に６～７棟の牛舎が並ぶ。地形から見て、かつてミカン

を栽培するために切り拓いた土地に違いない。 

 一番上の牛舎で幸一さんの息子と思われる人が牛の移動に悪戦苦闘していた。１頭の牛を別

の場所に移そうとしているのだが、牛が抵抗して動かないのだ。牛につないだロープを牛舎の

柱に縛りながら徐々に移動している最中だった。したがってとても話を聞ける状況ではないの

で、牛舎の周りを勝手に見て歩いた。 

 西側のはずれに牛糞堆肥の加工場があった。比較的新しい建物で、長さは 40ｍほどもある。

ローターを回しながらレールの上を移動する機械で、牛糞を自動的にかき混ぜる近代的な設備

だ。堆肥はすでに発酵しているから湯気が立ち上り、強烈なアンモニア臭が漂う。奥の堆肥場

にはすでに発酵を終えた堆肥が積まれていた。島内には上述した牧草地でこの堆肥を使う可能

性があるが、生産される堆肥の量からみて島内での消費は難しいから、大部分は船で島外に運

ばれているのだろう。どのような流通をしているのか、話が聞けなかったのでわからない。 

 こんな小さな島ではだれも気がつかないのだから、適当に牛糞を処理すればいいと思うのだ

が、こうしてきちっと処理しているのは立派なことだ。もう 15 年以上も前のことだが、神奈

川県の厚木あたりでは牛飼い農家は排出した牛糞を人気のない畑に捨てていた。牛糞はシマミ

ミズのいい餌なので、放置してしばらくした牛糞を掘り返すとミミズが大量に採れたものだっ

た。ミミズが湧いた牛糞はいい肥料になるので、どうせ捨てたものだから文句は言われないだ

ろうと黙って糞を頂戴したところ、糞を捨てた人にばったり遭遇して怒られたことがあった。 

 堆肥の処理場を見てから、下の段にある牛舎を行って驚いた。牛舎の隅っこにイノシシの幼

獣が牛の餌を食べていたのである。カメラを向けるとこちらを向いた。後方は壁なので、逃げ

場を失ったイノシシが私に向かって猪突猛進してくるかもしれない。幼獣なので命に別状はな

いだろうが、島に来てケガをするのはまっぴらなのでゆっくりと後ずさりしながらその場を去

った。作業中の男性にこのことを知らせると、別に驚いた様子もみせず、「いつものことだ」

というように平然としている。千葉あたりでは昼間イノシシが出没することはないが、小豊島

では昼間でもそこかしこで遭遇することをみると、この島ではイノシシは生活の一部になって

いるのだろう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

島の西端の牛舎群（左）、牛の移動作業（右） 
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オリーブ牛 

 小豊島の両竹内さんが肥育する和牛は「小豆島オリーブ牛」のブランドで売られている。小

豊島の両側に位置する小豆島と豊島は日本一のオリーブの産地である。オリーブの実は生食と

搾油の２通りの用途があるが、後者が圧倒的に多い。油を絞った後の果肉は大量に廃棄される

ことになる。 

 「小豆島オリーブ牛」の生みの親は小豆島畜産部会長の石井正樹さんだ。オレイン酸を多く

含むオリーブを牛に与えることで肉質がよくなるのではと思いつき、2007年からオリーブ飼料

を与え始めた。翌年出荷した牛は市場関係者から高い評価を受けたので本格的な生産を始める

ようになり、石井さんの勧誘で小豊島の２戸も参加して、３戸の生産者で 2010（平成 22）年

に小豆島オリーブ研究会が発足している。 

 オリーブの搾りカスは㈱東洋オリーブから譲り受けて、乾燥させ、出荷の２ヶ月前から毎日

200ｇ以上を与えている。 

 その後、この動きに刺激され、香川県は県ブランドとして「オリーブ牛」を広めようと「讃

岐オリーブ牛」のブランドを立ち上げた。「小豆島オリーブ牛」とは別のものである。ちなみ

に 2014 年 10 月現在の「讃岐オリーブ牛」の指定生産者は 84 戸で何れも本土側の生産者だ。

この年は約 2,000 頭が出荷されている。ただ、東牛舎の竹内さんの息子によると、「讃岐オリ

ーブ牛」に使われているオリーブの搾りカスは国産のものかどうかわからないとのことだ。 

 油を絞ったオリーブの実を牛の餌として与え、牛糞を発酵させた堆肥をオリーブの木の肥料

とすれば、循環型の農業が成立する。実際、オリーブ畑に牛糞堆肥が使われているかどうかを

確認していないが、そうあってほしいと思う。 

 以前訪れたことのある愛媛県の岩城島は「青いレモンの島」を標榜しているが、島で栽培さ

れたレモンの搾りカスを発酵させて豚の餌とし、「レモン豚」のブランドで販売、豚糞は堆肥

にしてレモン畑に与えていた。名実ともに循環型農業が成り立っていたのである。 

「小豆島オリーブ牛」は香川県内で人気が高く、県内で全て売り切れるらしい。東牛舎の息

子さんによれば、輸入牛肉とは全く別物で、十分太刀打ちできると豪語していた。 

香川県民でも小豊島を知る人は少なく、ましてや行ったことのない人はほとんどなのにもか

かわらず、「小豆島オリーブ牛」のブランドは県民に浸透している。ただこのブランドの牛が

小豊島で作られていることを知る人は少ない。 

 

インドネシア人研修生と老婆 

西端の牛舎から集落に戻ると、２人の色の黒い青年が畑で草を取っていた。二十歳前後と思

われる好青年である。幸一さんの牛舎で働くインドネシア人の研修生だった。片言の日本語と

片言の英語で何とか意思疎通が図れた。日本にきて１年が経つそうで、普段は牛の世話をして

いる。１週間のうち日曜日が休みで、この時は高松へ遊びに行くらしい。彼らはイスラム教徒

のようで、島に生息するイノシシを食べたことがあるかと聞いたら苦笑していた。 

幸一さんのところでは 15 年ほど前から不足する労働力を補うために外国人の研修生を受け

入れており、最初は中国人だった。しかし中国の経済発展によって応募者が少なくなったよう

で、その後インドネシア人に変った。 



9 

 

彼らには専用の住まいが用意され、生活環境は厚遇されているようだ。上述した竹内さんの

奥さんの話では、トイレには「うち」にもないウオシュレットが備わっているという。 

それにしても島民 10 人の島にはるばるインドネシアからやってくるとは、ホモサピエンス

という生物は計り知れない。テレビでよく世界の最果ての地に住んでいる日本人のことが紹介

されるが、日本人に限らず、人間はどこにでも出かけて住むものだと実感させられる。 

豊島から小さな船に乗って郵便配達人がやってきた。各家を回って郵便物を配っている。島

には郵便局も、診療所も、商店も何もない。 

 集落の裏には自給用野菜をつくる畑がある。畑の周りはイノシシの侵入防止のために海苔網

で囲われていた。この畑の脇で２人のおばあさんが休んでいた。年長の女性は 88 歳になる。

７年前に大工をしていたご主人に先立たれ 1 人暮らしである。年下の女性は 81 歳になり、Ｕ

ターンしてきた息子と２人暮らしだ。息子は漁業を営んでいる。ご主人は牛飼いと漁業を兼業

していたようだが、牛飼いは 20年ほど前にやめている。彼女は 1961（昭和 36）年に小豆島か

ら嫁いできた。娘さんは兵庫県に住んでおり、阪神淡路大震災の直後に子供を産み、その孫は

25歳になったという。震災から何周年という報道があるたびに孫の歳を思うという。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

インドネシア人の青年（左）、畑で農作業をしていた２人のおばあさん（右） 

   

牛運搬船 

 水口マリンの船長からは 11 時ごろまでには港に来ているようにといわれていたので港に行

くと、ちょうど牛の出荷を終えた自家用船が戻って来たところだった。船を操縦していたのは

西牛舎の竹内幸一さんである。西と東の牛を一緒に高松まで出荷してきたようだ。２戸とも牛

の出荷や餌を運搬するために自家用船を保有しているが、少量の出荷であれば、協力した方が

コスト負担は少なくて済むから、今回は両方をまとめて出荷したのだろう。 

 竹内さんは手際良く船を護岸に着けた。それにしても、牛を育て、牧草をつくり、大型トラ

ックを運転して牛を運び、さらに大きな船で餌や牛を運ぶことまで、一切合切を１人でやると

はまさに感服するばかりだ。大型免許や船舶免許も当然持っているわけだ。分業が進んだ現代

人はほとんど何もできないが、小さな島の人たちは実に様々なことを１人でやり遂げている。 

 港の近くに今は使われていない海苔の加工場があった。小豊島には 10 年ほど前まで１軒が

海苔養殖をしていた。現在、小豊島の漁師はおばあさんの息子１人だが、この島の人たちは土

庄の四海漁協に所属している。  
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そのうち東牛舎の息子さんもトラックで港に現れ、若干話を聞く。結局、小豊島では研修生

を含めた 12人の島民中 10名に会うことができた。西牛舎の奥さんと漁師のＵターン者の２人

だけには会うことができなかった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２隻の牛運搬船（左）、牛のマークが書かれた牛運搬フェリー（右） 

 

11 時 30 分前に水口マリンの船が着岸、すぐに船に乗って豊島の唐櫃港に向かう。小豊島で

の滞在時間は４時間ほどだった。 

豊島と小豊島間の片道料金は 200円だった。船をチャーターしたら数千円はとられるから格

安料金だ。この日の水口マリンの乗船者は私と小豊島から土庄に向かった岡本さんだけなので、

乗船収入はしめて 800円に過ぎない。これではとれも油代にもならないだろう。給食を中心と

する物資の運搬収入があるから何とかやっていけるわけだ。それでもこれだけでは経営は厳し

く、この定期運航の他に、貸し切り観光クルーズ、救急対応、曳航、警戒船、海上工事補助な

どの仕事を請け負っている。千円札を渡し、お礼をいった。 

 

【小豊島のイノシシ】 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

牛舎に入りこんで牛の餌を食べるイノシシ（左）、箱罠にかかった２頭のイノシシ（右） 

 


