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2003 離島覚書（香川県・大島） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

壇山（豊島）の展望台から撮影した大島の全景 

 

令和２年１月 23日 

まつかぜ 

 高松港と大島の間は、国立療養院大島青松園の官有船が１日５便就航している。高松港９時

20 分発の第１便で大島に向かう。官営船は「まつかぜ」といい、私を含めて８人が乗船した。

船内にはマスクが用意されており、着用が義務付けられていた。この船は療養所関係者の通勤

等に使われているため無料である。しかし部外者が島に立ち入るにはあらかじめ届け出が必要

で、前日、福祉室に電話を入れておいた。「まつかぜ」の他に、「せいしょう」という官有船も

ある。前者は 45トンで 2005年に進水、後者は 82トンと２倍の大きさで 2002年に進水してい

る。船が小さい分「まつかぜ」の方が早く、所要時間は 20分であった。「せいしょう」は見学

者などが多い時に運航され、こちらは 30 分を要する。なお島に勤務する人はこの便では遅す

ぎるため別に通勤船があるものと思われる。 

大島は高松港の北東約８㎞に位置する面積 0.62㎞ 2、周囲 4.2㎞の小島である。南と北の２

つの島が砂州によってつながり１つの島になった。標高は北の島が 61ｍ、南の島が 70ｍで、

南の方がわずかに高い。 

砂州で形成された平坦な土地に国立療養院大島青松園が置かれている。島にはハンセン病の

入所者と医療・生活支援のスタッフがいるだけで、在来島民はいない。大島はもともと木田郡

庵治村に属していたが、1968（昭和 43）年に町制を施行、さらに 2006（平成 18）年には高松

市に編入合併されている。 

 大島青松園は 1909（明治 42）年に中・四国８県（岡山、広島、島根、山口、徳島、香川、
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愛媛、高知）のハンセン病患者を隔離する第４区療養所としてこの地に設置された。翌年、大

島療養所と改称、さらに 1941（昭和 16）年に厚生省に移管され、「国立らい療養所大島青松園」

となり、戦後の 1946（昭和 21）年に現在の名称に変更されている。青松園の敷地は約 60haで、

島の面積の９割を国有地が占めている。 

 ハンセン病の施設は長いこと部外者を受け入れてこなかったが、「らい予防法」が 1996（平

成８）年に撤廃され、その後の患者らによる国家賠償を求める裁判でも政府は控訴を断念し、

ハンセン病への偏見や差別をなくすために努力することを約束した。これ以降、全国にあるハ

ンセン病の療養所は外部に開かれることになり、見学者を積極的に受け入れ始めたのであった。

2010年から始まった瀬戸内国際芸術祭（以下瀬戸芸）の開催場所にもなっており、期間中は多

くの人が訪れる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

官営船・まつかぜと発着桟橋（左）、国立療養所大島青松園の入口 

 

墓標の松 

船を降りると、長い桟橋が青松園の正門まで続いている。朝からの雨はあがった。「大島青

松園」と書かれた門をくぐると、黒松の巨木が 20～30 本ほど生えている。みごとな樹形の松

が多い。療養所の施設名の由来がこの松であった。 

この松林に「墓標の松」と呼ばれる松がある。大島は源平の古戦場になった屋島に近く、「屋

島の合戦」で敗れた平家は長門壇ノ浦に退却するに当たり、武将の亡骸や遺品をこの地に埋葬

したようだ。その際に松を墓標として植えたと伝えられている。屋島の合戦は 800年以上も前

のことなので、樹齢 800年の巨木ということになるが、真偽のほどは定かではない。 

近年、松くい虫の被害で山や海岸にあった松原は枯れてしまった。しかしここの松は常に枯

葉を清掃除去して土壌の肥沃化が進まなかったためか、樹木は健康で線虫の感染を受けること

がなかったのだろう。大島を象徴する大切な松なのでそれぞれの木にナンバーがふってあり、

丁重に管理されているようだ。 

松林を抜けて事務所棟にある福祉室を訪ね、住所、氏名を記入して入園証をもらう。 

ハンセン病はしばしば視覚障害を伴う。このため園内の至るところにスピーカーが設置され

ており、常時音楽が流れている。障害者が外を歩く時に道を誘導する役割を担っている。以前

訪れたことがある岡山県長島にある長島愛生園や邑久光明園でも同様の配慮がなされていた。 

最初に向かったのが大島会館である。旧会館が老朽化したため近代的な設備を導入して建て
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替えられ、2006（平成 18）年３月に完成したものだ。島外から来た人々との交流、ハンセン病

の理解や啓発を深める活動、入所者の福利厚生などに活用されている。廊下に吉永小百合や樹

木希木の写真が掲げられていた。以前、施設に慰問に訪れたのだろう。 

大島会館の前は広場になっていて近くに協和会館という建物が置かれている。ここは在園者

が亡くなった時に葬儀が行われる場所で、2015（平成 27）年に外装が改修されている。ここか

ら上り坂になって宗教地区に至る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

墓標の松（左）、視覚障害者を誘導するスピーカー（右） 

 

大島青松園 

ハンセン病の療養施設は全国に国立療養所が 13ヶ所、私立療養所が１ヶ所の合計 14ヶ所あ

る。青松園はその一つである。14ヶ所のうち島にある療養所は岡山県の長島に２ヶ所、奄美大

島、沖縄本島、宮古島にそれぞれ１ヶ所の合計５ヶ所に及ぶ。島は患者を隔離しやすかったこ

とがその背景にあるのだろう。2018年５月１日現在、全国で 1,338名のハンセン病患者がこれ

らの療養所で生活している。 

大島青松園の入所者数が最も多かったのは、1943（昭和 18）年のことで、740 名に及んだ。

その後大戦を境に減少し、戦後は 1958（昭和 33）年にピークを迎えて 704 名を数えたが、以

後年々減少して現在に至っている。2019年４月１日現在の入所者数は 53名（男：28名、女：

25名）であり、入所者の平均年齢は 84.6歳、平均在園年数は 57.4歳に及ぶ。一番若い入所者

は 71歳で、最高齢が 96歳になる。わが国ではすでにハンセン病に感染する人はいなくなって

いるので、入所者は年と共に減る一方だ。退所したものの高齢になり再入所を希望する人もい

なくはないが、その数は知れており、入所者は今後確実に減少する。青松園のホームページに

よると、1999（平成 11）年 10 月１日までの入所者数は 3,923 名で、このうち園内で死亡した

人は 1,970名、退所者は 823名となっている。 

現在、大島青松園で働く職員は、医師５名、看護師 77 名、技術職員 14 名、その他 72 名の

合計 168名である。その他の職員の中には介護員、事務員、船員、栄養・調理師、理・美容師

などが含まれる。 

特効薬がなかった時代（1980年代以前）にはハンセン病は不治の病であり、患者は島に一生

隔離される運命にあった。入所すると持ち物は全て消毒され、大部屋での共同生活が始まった。

1951（昭和 26）年に最初の夫婦寮ができるまでは「通い婚」だったという。1960（昭和 35）
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年以前までは、比較的症状の軽い患者は食料を自給するために野菜をつくり、豚や鶏、兎も飼

っていた。また燃料の薪も運んだようだ。そして「患者作業」「所内作業」と呼ばれる作業も

行われ、食料確保の活動とは別に軽症の患者は重症患者を看護した。 

入所者は 1931（昭和６）年に患者自治会を結成し、1941（昭和 16）年には名称が「協和会」

に変更され、以来今日に至るまで機関誌の発行、クラブ活動などが続けられてきた。 

現在は単身用と夫婦用の個室が整備され、プライバシーを守れる環境で生活している。島内

には売店、理美容室、郵便局なども備わっている。入所者の住居は島の東側の海岸線に沿って

並んでいた。しかし日本ではすでにハンセン病の患者はいなくなり、したがって新たな入所者

はいないから年々入所者数は減っている。このため従来の入居者住宅は空き家が大幅に増えて

おり、これらの空き家は倉庫などに転用されている。入所者は現在、後述するように島の南側

の一帯の住宅に住んでいる。入所者のほとんどが高齢で、身寄りも少ないことから島を出るこ

とはできず、生涯を島で過ごすことになる。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

大島青松園の全景（左）、所内にある売店（右） 

 

宗教地区 

大島会館脇の坂道を登ると宗教地区になる。海を見下ろす高台に所内で亡くなった人の遺骨

を納めた納骨堂が置かれている。大島青松園では開所以来 2,144名（2017年時点）を超える入

所者が亡くなられているが、その多くがここに葬られている。 

道路の両側には、創価学会、真言宗同体会、天理教寄進会、真宗同朋会、キリスト教霊交会、

カトリック聖心使徒会の各宗教施設が並んでいる。信者がいなくなったために解散した宗派は

金光教、本門仏立宗があり、施設はすでに取り壊されている。入所時に所属宗教の会員に登記

するが、個人の信仰は自由で、入所後の転宗も可能であった。 

施設の中ほどに大島神社が置かれている。1936（昭和 11）年に療養者室長会議で大島神社の

建立が発議され、1939（昭和 14）年の地鎮祭を経て、療養者の作業で基礎工事が行われた。ご

神体は伊勢神宮と出雲大社の分霊が合祀されている。戦後、ＧＨＱの指令で解体されたが、1965

（昭和 40）年に再建され、2017（平成 29）年に北の山の中腹から現在地（元金光教会館跡地）

に遷座され、新社殿が造営されたものである。 

宗教施設を過ぎてさらに坂を登って行くと、道路の左側に桜が植樹されており見事な桜並木

が形成されていた。道路の右側の一段下がった所には大島石仏八十八ヶ所めぐりの石仏が並ん
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でいる。道路の左下には野菜畑や果樹園が広がる。この島にもイノシシが住み着いていると見

え、畑の周囲には柵が作られていた。 

坂を登りつめた高台は梅林になっている。入所者の自治会である協和会の創立 85 周年を記

念して 2016（平成 28）年３月に植えられたものだ。施設の関係者５～６人が梅の木の下にマ

ルチ用の枯れ草を敷く作業をしていた。作業に携わる軽トラックには通常のナンバープレート

はなく「福祉８」と書かれたプレートが付けられている。ここは公道ではないので陸運局への

届け出は不要なのだろう。この高台からは施設の東側半分を眺望できる。 

梅林の先から北の島を一周する山道がつくられているのだが、道路上にロープが張られ立入

りが制限されていた。付近に作業をしている人がいるので、公然とロープを越えて侵入するわ

けにもいかないから坂道を下って島の西側に出た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

納骨堂（左）、大島神社（右） 

 

相愛の道 

西海岸の北の島の麓には、かつて豚舎や亡くなられた入所者を火葬する火葬場が置かれてい

た。養豚は 1979（昭和 54）年に中止になり、その跡地に 2001（平成 13）年に新火葬場が整備

された。新火葬場の脇には大きな観音像が建ち、「一鐘招福」と書かれた小さな鐘が置かれて

いる。一方旧火葬場跡には「風の舞」と名づけられた円錐と円筒の２種類のモニュメントが立

つ。1992（平成４）年に約 1,000人のボランティアの協力によって地元特産の庵治石を積み上

げたものだ。 

「風の舞」の裏手に山へ登る細い道を発見した。草むらをかきわけていくと北の島を一周す

る「相愛の道」にでた。ここを起点に山道を一周することにした。 

この山道は大島相愛青年団（1931 年に結成）が 1933（昭和８）年にわずか約１ヶ月で作り

上げたものだ。大島相愛青年団は比較的軽度の男子のうち 17歳から 30歳までの患者によって

組織されていた。この道は北の島の中腹を鉢巻状に一周する散策路で、測量をせず、あちこち

を歩いて見当をつけ、山の斜面を切り崩して敷土としたという。１ヶ月間に延べ 250人が参加

して作り上げた。この散策路の全長は約 1.5㎞である。 

瀬戸芸を契機にこの山道は再整備されたようで、歩きやすい。山道の要所要所には患者の手

記からとったことばや解説が掲げられている。その中の一つを紹介しておこう。この文章は英

語と中国語が併記されている。島に収容されれば一生出ることができない。絶望のあまり自殺
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した人も、逃亡を企てた人も、あるいは泳いで脱出したものの溺れて亡くなった人もいただろ

う。 

『逃走は開所以来珍しくなく、風のない海の静かな晩は「逃走日和だ」と挨拶がわりにした

ほどだ。ある晩に十名逃走した。空前の大人数である。女児を連れた女二人、男児を連れた男

一人、他に四人。逃走方法は小舟を盗むか、昼間周辺で漁をしている漁民に連絡しておいて夜

蔭に打ち合わせ場所へ迎えにきてもらうか、あるいは自力で海峡を泳ぎきるか、三者のうちい

ずれかだった。』 

島の北端あたりから昨日行った豊島
て し ま

と小豊島
お で し ま

の写真を撮ったが、あいにく雨こそ降っていな

かったがどんよりとした曇り空で、島の山の上部はガスに覆われて見えない。大島の最北端の

「馬の背」と呼ばれる断崖を途中まで下り、再び一周道路に出て、島の東側のロープを張って

ある例の場所にでた。この「相愛の道」の途中には貞明皇后（大正天皇の妃）が寄進した茶亭

式の建物が建てられ「雲井寮」と名付けられた。その後古くなったため入所者自治会の出資金

で 1978（昭和 53）年に建て替えられて「つつじ亭」と命名されたが、その東屋も 2017（平成

29）年の台風 18号によって崩壊している。 

山道にはイノシシを捕まえるための箱罠が置かれていた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「風の舞」のモニュメント（左）、相愛の道（右） 

 

社会交流会館 

北の島を一周してから宗教施設の一段下の道に並ぶ大島石仏八十八ヶ所の仏様を眺めなが

ら、東海岸沿いに並ぶ旧入所者住宅の周辺を歩いた。入所者が激減しているからこの一帯の住

宅は空き家になっており、住宅の一部は瀬戸芸の作品としても使われている。そのうちの一つ

である「青空水族館」に入った。部屋の中にちゃちな人魚が置いてあった。お世辞にも優れた

作品とはいえず、子供だましもいいところだ。 

また中庭には以前使われ投棄されていた解剖台が展示されている。こちらは大島の西海岸か

ら引き揚げられ、2010年の第１回瀬戸芸にさきがけて展示されたものである。長いこと海にあ

ったためフジツボなどが着いている。 

旧入所者住宅の間を抜けると、共同浴場があった。入所者はこの浴場を利用しているようだ。

その先に社会交流会館が置かれている。この会館も旧入所者住宅を改修したもので、入所者と

地域住民や来園者との交流を目的に、2017（平成 29）年９月に完成した。 
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ハンセン病が克服され、今までの隔離政策の反省から全国の療養施設でこうした開かれた対

応を進められている。以前訪れた岡山県長島にある長島愛生園の歴史館、邑久光明園の社会交

流会館も同様の主旨で整備されたものである。2016（平成 28）年 10月にプレオープンした後、

「瀬戸芸 2019」の開幕日である４月 26 日に合わせてグランドオープンしている。会館には正

面と裏口の２ヶ所の出入口があり、後から気が付いたのだが、裏口から入っていた。 

社会交流館は、多目的ホール、休憩室、「カフェ・シヨル」、宿泊室、ジオラマ展示室、歴史

展示室、導入展示とギャラリー、図書室、事務室、書庫などで構成される。 

カフェは土日の営業なので、この日は休みであった。ジオラマ展示室の中央には、昭和 30

年代の大島青松園の様子を 1／150 の縮尺で再現した大きなジオラマが展示されている。大島

の記録・記憶を後世に残したいという自治会からの声に応えて、「ＮＰＯ法人瀬戸内こえびネ

ットワーク」（瀬戸芸のボランティアサポーター）が中心になって制作したものである。ジオ

ラマの製作過程のビデオが常時流され、室内の壁には当時の古い写真が掲げられている。 

歴史展示室は、「入る」「集まる」「祈る」「働く」「熱中する」「眠る」の６つのキーワードに

整理して当時の入所者の生活をパネル展示し、実際に使われた資料が展示されている。 

この展示室の一角に海底送水管の模型と竣工図書が置かれていた。四国本土と大島をつなぐ

海底送水管の工事は私が以前勤めていた㈱東京久栄が施工したようだ。しかも２回にわたって

受注しており、思いがけない発見に感激。1934（昭和９）年当時、大島には 41 カ所に井戸が

あったが、海抜の低い中央部の井戸は塩分が多かったために飲料水には適さなかった。北の山

裾にある井戸からは良質の水が出たのでこれを飲料水にしていたようだ。しかし入所者が増え

るとともに水は不足した。バケツをもって井戸水を汲む入所者の列を写した写真が展示物の中

にあったが、水不足は深刻さを増した。このため本土と結ぶ海底送水管が敷かれることになり、

1965年に最初の送水管が完成、続いて 1971年には内径 75 ㎜に拡大、さらに 1984 年に 100㎜

に拡大している。この時の敷設工事を㈱東京久栄が請け負ったのだった。 

図書室で、大島に関する図書を閲覧し、必要事項をメモする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

海底から引き揚げられた古い解剖台（左）、社会交流会館の建物（右） 

順序が逆になってしまったが、最後に導入展示とギャラリーを観る。導入展示ではハンセン

病の基礎知識や医療の現状が紹介され、ギャラリーでは入所者が趣味の一環で作成した絵画や

書などの作品が展示されていた。 

交流会館の前に入所者で組織する自治会の自治会館が置かれている。周辺には、郵便局、売



34 

 

店、理容室、美容室などの生活関連施設もあり、いわば町としての機能が備わっている。売店

ではカレーライスなどが提供されており、外部の人も利用できる。ここで昼食を食べることも

考えたが、時間の関係から菓子を購入して済ませた。 

 

旧島民 

 旧島民は島の南側に住んでいた。恐らく南の山の方が、水が豊富だったからにちがいない。

社会交流会館から島の南部に向かった。南部には現在でも約２haの民有地が残されている。 

1909（明治 42）年に療養所ができた当時、大島には８戸の島民が半農半漁の生活を営んでい

た。島内にはため池が４つあり、米や麦、サツマイモ、野菜をつくり、自給生活をしていた。 

療養所が開設されると、田や畑を国に売り、療養所で働く人が増えた。また島の人口が増え

たので商店を出す人もいたという。漁業は 1950（昭和 25）年ごろまで地曳網が営まれており、

入所者の中には漁師を手伝う人もいた。資料室にある写真には患者が地曳網を曳く姿も写って

いる。 

岡山県の長島のように旧島民が全員島を出てしまい、療養施設だけになったのとは異なり、

大島の場合は島内で患者と旧島民が混住していたわけだ。 

 しかし、歳月の経過とともに島民の子供たちは島の外に出ていったようで、現在島には在来

島民はいない。墓と古い家が朽ちたまま放置されている。 

島の東海岸は松林になっており、林の中にいくつもの墓石が眠っていた。ほとんど墓参りに

訪れる人もいないようで、松葉が散乱し、荒れ果てている。旧島民の子孫も代替わりし、先祖

の墓を詣でる人もいなくなってしまったに違いない。 

松林を抜け、海岸沿いの道を南下する。旧集落のはずれに高松市立庵治第二小学校があるが、

この間に４～５軒の旧島民の民家があったが、何れも樹木に埋まっていた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

松林内に残る旧島民の墓地（左）、療養所の近くに放置されている旧島民の民家（右） 

 

庵治第二小学校と職員住宅 

 南の島の麓あたりに庵治第二小学校がある。島には子供がいないのですでに休校になってい

る。２階建の校舎がそのまま残り、校門の脇には建物を解体したと思われる瓦礫が積まれてい

た。ここで大島における学校教育について振り返っておこう。 

大島には３つの教育施設があった。大島に住んでいる人（在来島民）と療養所の職員が通う
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学校として、1906（明治 39）年に庵治尋常高等小学校大島分教場が設立された。一方療養所に

入所している子供の教育機関として 1909（明治 42）年に大島学園が、保育所として 1931（昭

和６）年に楓学園がそれぞれ設立されている。その後、大島学園と楓学園は 1942（昭和 17）

年に統合され、庵治村立庵治第二国民学校となり、初等科、高等科、養護学級が設けられた。

この結果、島の学校は、庵治尋常高等小学校大島分教場と庵治第二国民学校の２つに集約され

た。つまりこの時点ではハンセン病患者と旧島民と職員の子弟の学校は分離されていた。 

戦後、1949（昭和 24）年に両校が併合され、庵治村立庵治第二小学校と称するようになる。

療養所に入所している子供は、同校の養護学級で学んでいたが、1961（昭和 36）年より養護学

校は若葉分校となり、1964（昭和 39）年に生徒が卒業したため、若葉分校は閉校となった。こ

の時点で療養所に入所する子供はいなくなった。 

 一方、戦後設立され小学校に併設されていた庵治第二中学校は 1967（昭和 42）年に庵治中

学校（本土側）と統合したため、島には庵治第二小学校だけが残された。その後、1968（昭和

43）年に町制施行により庵治町立庵治第二小学校に変る。1976（昭和 51）年に鉄筋２階建ての

現校舎ができ、さらに 1986（昭和 61）年に体育館ができた。また高松市と庵治町の合併によ

り高松市立庵治第二小学校と校名を変更している。 

 しかし島で働く職員数の減少に伴って職員の子供も減り、2017（平成 29）年３月に最後の児

童が卒業して以降、休校になった。校門の脇に「庵治第二中学校地（昭和 22年～昭和 42年）」

と書かれた石柱が建っていた。校庭は雑草が繁り、自転車や軽自動車が放置されたままになっ

ている。 

小学校から病院に戻る途中に療養所で働く職員が住んでいた４階建の鉄筋コンクリートの

住宅が 10 棟以上並ぶ。ごく一部の部屋のベランダに洗濯ものが干してあったので住民はゼロ

ではないのだろうが、兎に角、ひっそりとしていて人が住む気配はない。まるで長崎県の池島

や高島で見たような炭鉱住宅とそっくりである。 

職員住宅の一角に小型の消防車が置かれていた。ナンバープレートはなく、「宿舎自治会１」

と書かれたプレートが掲げられている。自衛消防団があるのだろう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

休校になった高松市立庵治第二小学校の校舎（左）、ほとんど住んでいない職員住宅（右） 

療養所では現在約 170人が働いているが、入所者の減少に伴って働く人も減っており、おま

けに船便が充実したおかげでほとんどの職員が本土側から通うようになっている。その結果、

大島に住む人は 10 人ほどしかいない。つまり宿舎の需要が激減した結果がこうした風景をつ
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くっているわけだ。 

 

病院 

 職員住宅から南の山に登る道がある。山の上に庵治から送られてきた上水道の水を貯めてお

く貯水槽があるようで、車が通れるように舗装されている。しかし、この道は侵入禁止になっ

ていた。その脇にため池があった。かつて島民は水田で米を作っていたからその時の用水確保

のために整備したものだろう。周囲は樹木に覆われているが、水を蓄えた池が見えた。しかし

池に落ちると危険なため「この先危険」と書かれた看板が掲げられていた。 

 旧島民が住んでいた廃屋を通り過ぎると、左側がヘリポートになり、右側に受電棟、清風荘、

カトリック教会の建物が続く。その先に不自由棟が並び、入所者が住む居住エリアになる。居

住エリアの左手には家庭菜園があるところを見ると、元気な入所者は野菜を自給しているよう

だ。ちなみに「ハンセン病問題の解決の促進に関する法律」により、療養に要する費用の全額

を国が負担しているから、入所者の経済的負担は少ない。 

 療養所のほぼ中央部に病院施設が整備されている。管理棟の背後に治療棟、病棟、機能訓練

棟が配置されている。入所者全員がハンセン病の基本治療は既に終了しているので、病院では、

ハンセン病の後遺症（らい菌は末梢神経、皮膚、眼に侵入するのでこうした部分に後遺症が発

症）と一般疾患の治療が中心に行われている。病院には内科、外科、整形外科、形成外科、皮

膚科、眼科、耳鼻咽喉科、歯科の診療科がある。 

 病院の管理棟の脇に昭和天皇の「御在位六十年」を記念した歌碑が置かれていた。昭和天皇

は 1950（昭和 25）年３月に小豆島に行幸されているが、その時に大島沖を通っており、沖か

ら大島を眺めながら詠まれた歌である。歌碑には次に２首が彫られていた。皇室は常にハンセ

ン病患者に寄り添ってきた歴史がある。 

「あな悲し病忘れて旗をふる人の心のいかにと思へば」 

「船ばたにたちて島をばみつつ思ふ病やしなふ人のいかにと」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

入所者が生活する不自由棟（左）、病院の管理棟（右） 

 

13 時 25 分発の第３便に乗って高松港に戻る。大島の滞在時間は約４時間だった。帰りの船

の乗客は私を含めて９人と少ない。船から豊島の写真を撮ろうと思ったが、午前中よりも海上

の靄が濃くなり、島自体が見えなくなった。 


