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危機的な状況にある言語・方言を御存知でしょうか

大島支庁総務企画課地域振興係 主査 世門 昌美
よ かど

「ナキャキューヤ，ウガミンショラン。ドウカ，ウダネンダリョン。」

奄美方言による挨拶ですが，標準語では，「みなさま，こんにちは。よろしく，お願いします」の

意味になります。

奄美に赴任されて，様々な方言を耳にしたと思います。私個人的には，奄美方言で「ハゲ－」

（→標準語：わぁ～！，へぇ～！，あらぁ～！），「～マイ」(→標準語，「～しなければならない」）

大隅半島出身の自分でも，覚えやすく，日常的に使用している言葉です。

方言は，親しみやすく，また，生活に身近な地域文化であり歴史でもありますが，地域によっ

ては，消滅の危機にあることを御存知でしょうか？

平成21年にユネスコが発表した世界の消滅の危機にある言語・方言のうち，日本では８言語・

方言が将来消滅の危機にあると報告されました。また，東日本大震災によって，壊滅的な被害

を受けた被災地の方言も危機的な状況にあります。８言語・方言の中には，奄美方言（奄美大島

・喜界島・徳之島），国頭方言（沖永良部島・与論島・沖縄北部）も含まれています。
くに がみ

文化庁では，消滅の危機にある言

語・方言に関する調査研究成果や取

組状況について，国民に広く知っても

らうため，「危機的な状況にある言語・

方言サミット」を平成26年度は東京都

八丈町で，平成27年度は沖縄県で開

催しています。今回は11月13日に与

論町で開催されたサミットの内容につ

いて紹介したいと思います。

ちなみに，与論町は，２月18日を

「ユンヌフトゥバ（与論方言）の日」とし

て条例で定め，与論町すべての小中

学校でユンヌフトゥバ学習を取り入

れ，方言劇，カルタ，カレンダー作成

等，方言の継承活動が盛んな町で

す。

連

絡

は匿名で行うことも可能です。
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歓迎セレモニーでは，茶花小学校の仲田さんによる「開会宣言」で始まり，舞弦鼓による迫力

ある演舞が披露されました。与論町立那間こども園の園児による島唄・島口による学習発表（写

真左下）は堂々した態度に会場からの拍手が鳴り止みませんでした。

次に，主催者のあいさつ（文化庁・県・与論町）が行われました。右下の写真は鮫島総務企画

部長の奄美方言を交えたあいさつが行われた時のものです。

また，「危機的な状況にある言語・方言の現況」として各地域の調査研究の結果報告や継承

のための取組事例報告等がされました。

なかでも，「手のひらを太陽に」の歌詞を基にした言語・方言の聞き比べは，北海道のアイヌ

語や東京都の八丈方言などを普段聞くことが出来ない言語・方言を耳にすることができ，貴重

な体験をしました。

基調講演は，奄美島唄唄者の朝崎郁恵さんによる「吾きゃシマぬウタ 吾きゃシマぬユムタ」
わ わ

と題しまして，島唄を交えた講演でした。

最後は，これまで与論方言を大切に引き継いで

きた与論町の菊千代さんと，これから方言を引き

継いでいく若い世代による“大会宣言”が行われ，

盛況のうちに大会が終了しました。

方言サミットの様子
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おしごとテーマパーク（わらぶっくわ横丁･土木フェスタinあまみ）を開催しました

大島支庁建設課技術調整係 土木技師 北 学人

平成28年11月20日に名瀬港観光船バースにおい

て，おしごとテーマパーク(わらぶっくわ横丁･土木フェ

スタinあまみ)が開催されました。当日は，あいにくの

雨にもかかわらず，多くの来場者で観光船バースが

にぎわいました。

ちなみに，わらぶっくわの意味は奄美の方言で子ど

も達という意味です。「わらぶ」は子ども，「くわ」とは，

「～達」のような複数形を表す言葉だそうです。
おしごとテーマパーク

このおしごとテーマパークは，様々なはたらく車の

試乗体験や，看護師，自衛隊員などの様々なお仕事

体験を通して，奄美にも多くの魅力的な仕事があるこ

とを子ども達に知ってもらい，将来の奄美市の担い手

となることを目的として開催されています。

わらぶっくわ横丁の様子（おしごと体験ブース）

また，今年は見所も多く，ドクターヘリの離陸，海上救難訓練をドローンで撮影し，ステージ上

で生上映するなど，なかなか目にすることのできないものもありました。

建設業関係では，子ども達に建設業への関心

を持ってもらい，将来の担い手を確保するため，

様々な建設重機の試乗体験や，土木に関する

「○×クイズ」と測量機器を使用した「距離当て

クイズ」を実施しました。

２年前から始まった土木フェスタですが，その

中でも毎年大勢の子ども達でにぎやかなのが，

建設重機の試乗体験です。今年も試乗する子ど

もが多く，楽しそうに重機に試乗していました。
バックホウの試乗体験の様子
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クイズに参加した子ども達は真剣な面持ちでクイ

ズに挑んでくれました。しかし，正解もあれば不正

解もあるのがクイズ。正解した子ども達は大喜びし

ている中，不正解だった子どもの中には真剣に参

加していただけに悔しさで泣き出す子もいました。

測量機器を使った距離当てクイズ

大島支庁建設部では，｢奄美豪雨災害を覚えて

いるかな？｣として，平成22，23年に甚大な災害を

もたらした奄美豪雨災害の被災状況とその後の復

旧状況をパネルにして，建設業の重要性・建設部

の取組等について，紹介しました。

大島支庁建設部のブース

また，土石流の模型実験では土砂の代わりにビ

ー玉を使用して，砂防えん堤の施工前，施工後に

おける施設の効果や，被害の影響等を再現し，子

どもたちに「土砂災害の恐ろしさ」や「避難すること

の大事さ」などを説明しました。小さな子ども達はビ

ー玉に夢中でしたが，熱心に説明を聞いている子

ども達もたくさん見られ，土砂災害に対する意識の

向上を図ることができました。
土石流模型実験の様子

さらに，奄美大島は多くのトンネルを有する島であり，生活を送る上で重要な役割を果たして

いることから，トンネルの模型を展示すると共に，トンネルの施工工程や実際の施工状況を映像

で流し，説明しました。子ども達は初めて見るトンネルの施工映像(発破シーンなど)に興味津々

でした。

トンネル模型の展示の様子 トンネル施工上映の様子
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謎の奇祭「そーめんがぶ～」に参加しました

大島支庁喜界事務所農村整備係 技術主査 中野 輝秋

蝶が優雅に舞飛ぶここ喜界島の中里集落には，大人数でそーめんを奪い合う，なんとも不思

議な光景が100年以上続く伝統行事があります。

一昔前は石積みに隠したそーめんを探しあて，家に持ち帰り無病息災を願い大勢の方に振る

舞ったという説もありますが，最近では櫓や公民館の屋根から投げられたそーめんをみんなで

奪い合う形になっています。

「そーめんがぶ～」は旧暦９月のウヤンコ－「高祖祭」（墓参り）から３日目に行われ，この日に

そーめんを食べると無病息災が約束されると言われています。

島遊びの一つとして豊年祭も兼ねるもので，太鼓の軽快な音に合わせて踊り連が練り歩き，

学校帰りの小学生が続々と集まりまわしを身につけ幼少から大人まで相撲の取り組みを行いつ

つ日が沈むのを待ちます。
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取り組み後の土俵にはいつしか櫓が組まれ，そーめんを運ぶ若者達であふれます。

午後７時前を迎える頃には，大勢の人々が集まりカウントダウンが始まります。

「がぶ～」の合図のもと，櫓と公民館の屋根から投げられたそーめんが夜空を舞い，集まった

人々が我先にと一斉に投げ込まれたそーめんを奪いあう光景に圧倒されます。

軽快な踊りを披露して「こっちに投げて」とアピ

ールする人々。この日だけは，おじぃもおばぁも背

筋をピンと伸ばしそうめんをたぐり寄せますが，目

の前に飛んできたそーめんも高校生の俊敏な動

きにはついていけず奪い去られていきます。

やっとの思いでゲットしたそーめん。でも，

安心はできません。「そーめんがぶ～」には

”口に入れるまでは他人の物を奪っても構わ

ない”というルールがあります。ポケットに忍ば

せたそーめんも油断すれば直ぐに抜かれて持

ち去られますが，これも「がぶ～」の楽しみ方。

警察も黙認のようです。 子どものそーめんを奪おうとする大人げない大人

この日，夜空を舞ったそーめんは約900袋。この地域行事が後世にも伝えられ，集落が繁栄

することを願います。

［参考文献］

喜界町誌

［写真提供］

喜界町観光課

祭りの打ち上げ会はそーめんで！ やっとの思いで獲得した戦利品
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12月の統計情報

１ 鹿児島県毎月統計人口

平成28年11月現在の奄美群島の人口は，108,609人で，前年同月と比べて1,487人減少

しています。

２ 鹿児島県観光動向調査

平成28年10月における調査対象ホテル・旅館78施設の宿泊客数（宿泊延べ人員）は合計

287,770人で，前年同月比0.5％の減少となっています。

奄美地区は，22,211人で，前年同月比1.6％の増加となっています。

３ 大島紬

平成28年11月の生産反数は404反で，前年同月の生産反数431反と比較して6.3％の

減少となっています。

奄美大島 喜界島 徳之島 沖永良部島 与論島

11月１日現在(人) 1,636,873 108,609 60,532 7,095 23,082 12,754 5,146

前年同月(人) 1,647,839 110,096 61,241 7,206 23,470 12,995 5,184

増減数(人) -10,966 -1,487 -709 -111 -388 -241 -38

前年同月比(％) -0.7 -1.4 -1.2 -1.6 -1.7 -1.9 -0.7

県全体 奄美群島

県全体

奄美地区

平成28年10月 前年同月 前年同月比

(単位：人，％）

287,770 289,208 -0.5%
22,211 21,857 +1.6%

反数 男物 女物 泥染 泥藍染 藍染 化学
染料染

草木染 複数
染料染

生産金額
（千円）

反数 生産金額
（千円）

経 緯 絣 371 24 347 204 7 140 20 30,873 3,972 340,765

緯　　絣 33 2 31 2 0 29 2 1,286 390 15,316

計 404 26 378 206 7 169 22 32,159 4,362 356,081

累　　　　計男物女物別 　染　　　　　　　　　　　　　　　　 別
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12月～１月上旬の主な行事予定表

《 発 行 》

大島支庁総務企画部総務企画課

TEL：0997-57-7212

E-mail:oosima-soumu@pref.kagoshima.lg.jp

日　付 担当課 行　　　事 場　　　所

12月26日
総務企画課
健康企画課

奄美ドクターヘリ運行開始式
佐大熊ドクターヘリ格納

庫

総務企画課 消防出初式（龍郷町）
龍郷町体育館・文化セ

ンター

徳之島事務所 消防出初式（天城町） 天城町防災センター

徳之島事務所 消防出初式（伊仙町） 伊仙中学校体育館

1月5日 徳之島事務所 消防出初式（徳之島町）
徳之島町生涯学習セン

ター

総務企画課 消防出初式（瀬戸内町） 吉田海運前漁港

喜界事務所 消防出初式（喜界町） 喜界町総合グラウンド

沖永良部事務所 消防出初式（和泊町） 和泊中学校グラウンド

沖永良部事務所 消防出初式（知名町） 知名町立知名中学校

沖永良部事務所 消防出初式（与論町） 屋内多目的運動場

消防出初式（奄美市） 伊津部小学校グラウンド

消防出初式（大和村） 大和村中学校校庭

消防出初式（宇検村） 宇検村陸上競技場

1月4日

1月6日

1月8日 総務企画課


