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「薩摩硫黄島のメンドン」提供：三島村
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　南の島々の夏が移ろう時、悪霊を散じ人々に安寧と平安、幸福をもたらすため、年
に一度限り異界から忽然と顕れる約束の神々、それが仮面来訪神である。

　仮面来訪神は日本全国に存在するが、その内10の行事は、国の重要無形民俗文化
財であり、かつ2018年ユネスコの無形文化遺産に登録された。
　ボゼもメンドンも、また南の島々の異形の神々も、自らの島の人々が平安に暮らせ
るよう、これからも年に一度、異界と人間界を往復し続けることだろう。
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　『悪石島のボゼ』は、盆も終わろうとする旧暦7月16日の夕間暮れ、「テラ」より出で盆の呼
び太鼓にいざなわれ、集落の盆踊りに乱入し観衆を追いかけ、手にするボゼマラの先端の赤
泥を人々に擦り付けることにより、邪気を祓い幸いを授ける。

　『薩摩硫黄島のメンドン』は、旧暦8月1日硫黄島八朔太鼓踊りの最中に、硫黄権現（熊野神
社）拝殿奥より突如顕れ、手にした神木スッベン木で、集まった人々を容赦なく叩いて回り悪
霊を祓う。翌2日、神々は太鼓踊りの先頭に立ち島内を巡り、やがて海に向かって邪気を祓
い、島の人々に安寧をもたらし、「叩き出し」を終える。

「悪石島のボゼ」 「薩摩硫黄島のメンドン」

題字 宮里 一葉 悪石島のボゼ　薩摩硫黄島のメンドン
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3・4



1

令和2年度通常総会が、6月26日（金）に開催されました。今回は新型コロナウイルスの影響もあり、基本会
場をSR事務局とし、オンラインでの総会となりました。
オンライン及び会場での参加者と委任状提出者の社労士会員合計74人により、会の運営に関して議論い

たしました。
審議の結果、議案第1号から第2号まで、すべての議案が原案通り承認されました。
通常総会の審議事項は下記のとおりです。

（1）第１号議案
　	 平成31年度事業報告及び
	 一般会計決算報告承認に関する件（監査報告）
（2）第２号議案
	 令和2年度事業計画（案）及び
	 一般会計収入支出予算（案）審議に関する件
（3）その他

令和２年度	通常総会開催

テーマ：『労働保険年度更新（個別）について』
講　師：社会保険労務士  南郷 英俊 氏（当センター会員）

オンラインでの研修会や総会を行うにあたり、スムーズな参加
のための導入研修の位置づけとして開催しました。18：00からの
開催にもかかわらず、参加者が30名を超え、会員のオンライン研
修への関心の高さがうかがえました。

オンライン研修会開催（令和2年6月18日）

テーマ：法改正により対応が求められる「パワハラ予防措置」の具体的提案法
	 ～来春に向け準備が必要なハラスメント予防規定策定、相談窓口運営、研修の実施等のポイント～
講　師：向井 蘭 弁護士（杜若経営法律事務所）

講師の向井先生は東京から、参加者は鹿児島県内から50名
ほどの人数となりました。参加者は18日に一度オンラインでの研
修を受講したこともあり、入室もスムーズでした。質問はチャットで
受け付けて、講師がそれを見て回答するというオンラインならで
はの形式で、直接顔を合わせずとも充実した内容となりました。
参加者からは「お話が具体的でわかりやすく、とても参考に

なった」「会場移動がないため、時間を有効に使える」等、好評
でした。

オンライン研修会開催（令和2年6月26日）

山野会長とオンライン総会画面

南郷英俊会員

向井蘭弁護士
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　鹿児島県婦人会館にて、会員社労士対象に次の内容で研修会を行いました。処遇改善加算について
は、講師として熊本の上田事務所からお越しいただき、詳しく説明をしていただきました。参加者から大変有
意義なセミナーだったと好評でした。
＜内容＞
1 ．「求人新システムについて」 講師  鹿児島公共職業安定所 産業雇用情報官  藤井 博之 氏
2 ．「雇用保険の電子申請について」 講師  鹿児島公共職業安定所 電子申請アドバイザー  大塚 徳光 氏
3 ．「保育園・こども園の処遇改善加算とキャリアパス」
 講師  社会保険労務士法人上田事務所 副所長  大野 佳子 氏			
4．「介護職員処遇改善加算とキャリアパス」
 講師  社会保険労務士法人上田事務所 所長  上田 吉勝 氏

SR研修会開催（令和元年12月19日）

SR研修会開催（令和2年2月14日）

令和2年2月18日	鹿児島建設新聞掲載　

令和元年11月24日（日）に「同一労働同一賃金の運用」をテーマに研修会を開催しました。当日の参
加費及びDVD収益を、台風19号被災地支援及び首里城火災の復興支援の為の義援金として、皆様
よりお預かりいたしました。

SRチャリティー研修会の開催

皆様よりお預かりした義援金は、当センターの募金も含め、令和元年12月16日に、
当センターより寄付をいたしました。ご協力いただき、ありがとうございました。
＜内訳＞	・研修参加費：30,000円　　　　
	 ・DVD収益：48,000円　　　			
	 ・当センター募金：22,000円　
	 　　合計　　　100,000円

〇令和元年台風第19号災害義援金
　70,000円
〇首里城火災に対する支援金
　30,000円

鹿児島市のよかセンターにて、「働きやすい職場環境の実現へ」をテーマに掲げ、事業所及び社会保険労
務士参加のセミナーを開催いたしました。
『同一労働同一賃金の実務』を当センターの社労士会員である園田忠文氏、『最近の労働災害の動向と防
止策について』を鹿児島働き方改革推進支援センター長の山﨑秀一氏より講話をしていただきました。
セミナー終了後には、社会保険労務士による無料相談会を実施し、

自社の労務管理等について熱心にご相談されていらっしゃいました。

園田忠文会員



　令和元年12月より「鹿児島SR農業者労災センター」が特定農作業の一人親方会員4名で事業を開
始いたしました。一人親方会員である4名が在住する三島村を紹介します！

●三島村の概要
三島村は、薩摩半島南端の長崎鼻から南南西約40kmに位置する、竹島・硫黄島・黒島の3島から成

る村です。鹿児島県の中でも一番人口が少ない村で人口は384名(令和2年6月1日時点)です。
竹島は、島全体がリュウキュウチク(大名竹)に覆われており、起伏の少ない平坦な島です。島には
広大な放牧地が広がっており、牛がのんびりと草を食んでいます。
硫黄島は、海底火山である鬼界カルデラの中央火口丘にあたり、絶え間なく噴出する天然温泉が
魅力的です。野生のクジャクが闊歩し、俊寛ゆかりの地であることも知られています。
黒島は、植生が豊かで島全体に大自然が広がっています。島の至る所に牛の放牧場があり、村一番
の飼養頭数を誇っています。島周辺には絶好のフィッシングポイントが散在し、島内外から釣りマニ
アがやってきます。
村の主な特産品は、大名たけのこ、椿油、かめりあそーぷ、黒島ミカン、島内産の焼酎等がありま
す。平成30年、島内に国内発の公設焼酎工場ができ、島内産で生産された青果用さつまいものベニ
オトメを使って作られる焼酎を年間約8,000本生産しています。
現在では、村独自の定住促進対策に力を入れており、県内外からたくさんのIUターン者が移住して
います。また、しおかぜ留学制度(山村留学制度)も充実しており、県内外からやって来た子供たちも
自然豊かな島で豊かな心を育んでいます。
令和2年新船フェリーみしまが就航し、島に新たな活気を生みだしています。

■■農業一人親方 三島村レポート

　村の主な基幹産業は畜産業で、周年放牧を主体とした肉用子牛生産（黒毛和種）を行って
います。村の人口を大幅に上回る約６００頭（繁殖雌牛約４００頭、子牛２００頭）の黒毛和牛
が飼養されています。牛は島内の至るところに放牧されており、豊かな自然と合わせて壮大
な景観を保っています。

村の主な産業

～豊かな自然の中で、島らしい子牛生産を目指して～
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５月１日から新酒発売！！

記事の問合せ先 ：三島村役場 経済課 代表電話０９９－２２２－３１４１
焼酎みしま村・メンドン販売店（他フェリーみしま内でも販売しています）
無垢の藏 ０９９１３－３－２３４５ 米盛酒店 ０９９１３－３－２２６６
杉山酒店 ０９９１３－３－２０６６ (株)いおう ０９０－５９２６－９６４９

　村は、公共事業等を活用し、共同利用畜舎・飼料畑・採草放牧地等の整備や貸付牛制度の充
実を図り、畜産農家を手厚く支援しています。島外からの新規就農者等もゼロから畜産を始
められるよう地域と行政一帯となって取り組んでいます。現在、村内産子牛は本土と遜色な
い価格で取引され、農家の経営安定化につながっています。
　また今後は、農家の自立支援を継続的に行っていくため、家畜共済制度の加入促進や農業
者の労災保険特別加入の加入促進等を行っていく予定です。
　令和２年度からは、放牧体系と最先端のスマート農業技術を組み合わせた取り組みも計画
しています。最先端技術を取り入れながらも、最大限島らしさを活かした子牛生産ができる
よう今後も取り組んでいきます。

村の畜産支援策

　平成２０年に島にUターンし、就農しました。元々建築業に携わっていたこともあ
り、労災保険の加入の大切さは分かっていました。日頃、機械作業や家畜を扱う上で
常に安全確認は行っていますが、今回この制度を知り、加入するに至りました。
　今後、若い農家へも制度の重要性を伝えていこうと思います。

労災保険特別加入
農家のコメント

特 集

島の放牧風景
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いつき保育園（株式会社L．P．H） 〒895‐0074
鹿児島県薩摩川内市原田町25‐20

TEL	0996‐26‐1717　FAX	0996‐20‐0001
ホームページ	https://itsuki-hoikuen.jp/index.php

経営理念	「すべてのものに愛と平和と幸福を」
　保育理念	「子ども一人ひとりに寄り添い、のびのびとした環境で、生きる力を育む」
　保育方針　１.「やってみたいな」を大切にします。
	 ２.とにかく「よく遊び」、「よく食べ」、「よく寝て」こころとからだをつくります。
	 ３.子ども一人ひとりの状況と、発達過程に応じて、身近な保育をします。

■園の紹介		（園長　領家	将公）
　当園は、０～２歳児までを対象とした内閣府所管の企業主導型保育施設です。企業主導型保育施
設とは、企業が作る保育園で、定員については、保育園と企業様が利用契約を結ぶ企業枠と、その他
保育を必要とし、園と保護者が直接利用契約を結ぶ地域枠があります。
　これまで、本業の社会保険労務士として仕事をしている中で、働く女性社員の、妊娠、出産、育児と
いったライフステージにおいて、代替要員や、保育園が決まらずなかなか職場復帰ができないといった
問題や、人材不足による企業様の負担を見聞きしてまいりました。そこで、働く保護者様、雇用する企業
様の一助になりたいという想いから、令和元年１１月１日に当園を開園いたしました。定員１２名の小規模
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【体調不良児】
　通常保育中に体調を崩した園児を、保護者様のお迎えまで
の間、お預かりいたします。また、保護者様の同意が得られた
場合は、提携している小児科にて園の方で受診することも
できます。

【病児・病後児保育】
　通常保育の園児はもちろんのこと、小学校卒業まで
間にあるお子様を対象として、病気中や、回復期にある
お子様のお預かりをいたします。
（事前の登録が必要です）

【地域交流】
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交流会などを行います。

※詳細は、当園のホームページをご覧ください。
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　平成29年1月1日から、65歳以上の労働者も雇用保険の適用対象となっていますが、令和元

年度までは、経過措置として、64歳以上の高年齢労働者＊については雇用保険料が免除される

こととなっていました。

　しかし、令和2年4月1日からは、この経過措置が終了し、64歳以上の高年齢労働者に支払わ

れる賃金も雇用保険料の算定対象となります。令和２年４月分の給与計算からは、高年齢労働者

からも雇用保険料を控除しないといけませんので、お忘れのないようにご注意ください。

＊保険年度の初日（4月1日）において満64歳以上である労働者であって、雇用保険の被保険者

法改正・制度改正など

●高年齢者の雇用保険料の徴収免除期間の終了について

労働保険料等の納付猶予の特例について
新型コロナウイルス感染症の影響により、納付が難しい方へ

これまでは、労働保険事務組合において、「隣接する都道府県に主たる事務所がある事業主」

が、全委託事業主の20％以内であることが定められていましたが、令和2年4月1日からは、事

業主の利便性の確保の観点から、上記の制限がなくなり、労働保険事務組合（の主たる事務所）

が所在する都道府県以外の事業主についても、労働保険事務組合に労働保険事務を委託できる

ようになりました。

●労働保険事務組合に委託する事業主の所在地に制限がなくなります

すでに個別加入している事業主が、年度更新後に新たに労働保険事務組合に委託し特別加入

が生じる場合、従前は個別加入を年度末まで残しつつ、事務組合への委託を行い、特別加入分の

み保険料の申告・納付を行っていました(同一の保険年度に2つの労働保険番号が併存)。

令和2年度からは上記取り扱いが変更になり、事務組合への委託を行うと同時に個別加入を

確定精算し、当該年度からの委託年月日から生じるすべての労働保険料等について労働保険事

務組合で概算申告・納付等を行うこととなりました。

●個別加入→事務組合委託（年度更新後）の場合の取扱変更

★令和元年度確定保険料　→　昭和30年4月1日以前に生まれた方は免除

★令和２年度概算保険料　→　年齢にかかわらず、雇用保険料の支払対象

個別

＜従前＞ ＜今後＞

期中　～ 3/31　4/1 ～ 期中　～ 3/31　4/1 ～

委託 委託

個別

委託 委託

猶予の要件

　新型コロナウイルス感染症の影響により、事業に係る収入に相当の減少があった事業主の方

は、申請により、労働保険料等の納付を１年間猶予することができます。この納付猶予の特例が

適用されると、担保の提供は不要となり、延滞金もかかりません。

以下のいずれも満たす事業主の方が対象となります。

①　新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1ヵ月以上)に

おいて、事業に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること

②　①により、一時に納付を行うことが困難であること＊

＊「一時に納付を行うことが困難」かどうかの判断については、少なくとも向こう半年間の事業資金を考慮に
入れるなど、申請される方の置かれた状況に配慮し適切に対応します。

③　申請書が提出されていること

猶予の対象となる労働保険料等

令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する労働保険料等

申請方法

納期限までに所轄の都道府県労働局へ申請書・添付書類＊等を提出（郵送可）

＊本年と昨年の収支状況が記載された元帳や売上帳などの帳簿
　手元資金の有り高が分かる現金出納帳や預金通帳など
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　鹿児島県内の労働災害の発生状況は、休業4日以上の被災者数が2,010人であり、表1のとおり、事故の

型では、全産業では「転倒」が特に多く442人(22%)となっています。業種別でも建設業以外では「転倒」が

特に多く、第3次産業では3分1に及んでいます。従来から最多は「墜落・転落」でしたが、平成28年から「転

倒」に代わっております。

　さらに、高齢者の労働災害の事故の型でも、「転

倒」が多く、傷病名では転倒して床面に手をついたこ

とによる「腕の橈骨遠位端骨折」が特に多く、休業期

間は3ケ月から6ケ月となることが多くなります。骨

粗鬆症や老眼を含む運動能力の低下などが影響して

いるものと思われます。　

　以上のことより、職場において労働災害を防止す

るのは、高齢労働者を中心に転倒災害を防止するこ

とが肝要です。

　厚生労働省と労働災害防止団体は、平成28年1月

からは、「STOP!転倒災害プロジェクト」として、休業

4日以上の死傷災害の2割以上を占める転倒災害の

防止に重点的に取り組んでおります。

　転倒災害防止の要点は次のとおりです。

労働災害防止（転倒災害）労働安全衛生②
シリーズ 社会保険労務士　山﨑 秀一

■表１　令和元年 全産業事故の型別労働災害発生状況(休業4日以上)

転倒災害防止対策のポイント

4S

▲

転倒災害を防止することで、安心して作業が行えるようになり、作業効率も上がります。
　できるところから少しずつ取り組んでいきましょう。

転倒しにくい作業方法
「あせらない 急ぐときほど 落ち着いて」（整理・整頓・清掃・清潔） その他の対策

・歩行場所に物を放置しない
・床面の汚れ（水、油、粉など）を
 取り除く
・床面の凹凸、
 階段などの解消

・床が滑りやすい素材である。
・床に水や油が飛散している。
・ビニールや紙など、滑りや
 すい異物が床に落ちている。

・床の凹凸や段差がある。
・床に荷物や商品などが
 放置されている。

大きな荷物を抱えるなど、
足元が見えない状態で作業
している。

〈主な原因〉 〈主な原因〉 〈主な原因〉

・時間に余裕を持って行動
・滑りやすい場所では
 小さな歩幅で歩行
・足元が見えにくい
 状態で作業しない

・作業に適した靴の着用
・職場の危険マップの作成による
 危険情報の共有
・転倒危険場所に
 ステッカーなどで
 注意喚起

４Ｓ活動
４ＳのＳとは

必要な物と不要な物を分けて、不要な物を処分すること
①整理…

進め方 ① 不要な物の廃棄基準、判断がつかない物の要不要を判断する責任者を決める。
 ② 4Sゾーン（区域）ごとに、所属従業員全員が掃除し、不要な物を廃棄する（定期的に行う）。
 ③ 施設長が定期的に巡回して整理の状況をチェックする。
 ④ チェック結果により改善し、必要に応じ廃棄基準を見直す。

②整頓…
必要な時に必要な物をすぐ取り出せるように、分かりやすく安全な状態で配置すること

進め方 ① 現状を把握する（置く物、置き場所、置き方、使用時の移動距離）。
 ② 置く物の種類、置き場所、必要数量を決定する（種類・量とも絞り、移動距離を短くすること）。
 ③ 場所ごとの管理担当者を決める。
 ④ 取り出しやすく、しまいやすい置き方を決める。
 ⑤ 定期的にチェックし、必要に応じ改善する。

特に転倒災害防止に有効なのが「4S活動」です。
「転倒災害・転落災害」などに効果のある日常の活動として、4S活動があります。

▲

転倒災害は、大きく3種類に分けられます。
　皆さまの職場にも、似たような危険はありませんか？

③清掃…
身の回りをきれいにして、衣服や廊下のゴミや汚れを取り除くこと

〈作業スペースや通路が汚れていたり、濡れていると滑りやすく
なるので、清掃を励行しましょう〉

④清潔…
整理・整頓・清掃を繰り返し、衛生的で、快適な職場環境を
維持すること

⑤しつけ…
決められたことを決められたとおりに実行できるよう、習慣づけること

　転倒災害は日常的に発生しうる労働災害です。「４S活動」等を職場の全員で実践し、潜在危険を把握し、対策を
講じ、お互いに注意しあうことによって労働災害が発生しない職場を作っていただきたいと存じます。ご安全に。

　事故の型分類で「転倒」とは、「人がほぼ同一平面上でころぶ場合をいい、つまずきまたはすべりにより倒

れた場合をいう。」と定義しております。

　「転倒」災害の起因物(事故の原因となった物)は、「通路」が最も多く半数を占めており、特殊な状態で発

生するものではありません。

　また、年齢別労働災害発生状況は表2のとおり、60歳以上が全業種で31%と最も多く、これも平成28年

から最多となり、同様の状況が続いています。人手不足や年金支給の影響で高齢者の就労が増えているこ

とが原因であり、労働環境の構造的な問題であると思われ、全国より1年早く表れた傾向です。

■表２　令和元年 全産業年齢別労働災害発生状況(休業4日以上)

22.0％

割合

鹿児島労働局

人数事故の型業種 順
位

全産業
18.3％
13.7％
11.9％
7.0％

442
367
276
240
140

転倒
墜落・転落
動作の反動・無理な動作
はさまれ・巻き込まれ
切れ・こすれ

1
2
3
4
5

11.1％

割合
鹿児島労働局

人数年齢業種

全産業
15.5％
17.5％
23.4％
31.0％

223
312
351
471
623

20歳～29歳
1.5％30～19歳

30歳～39歳
40歳～49歳
50歳～59歳
60歳～

転倒災害の種類と主な原因

つまずき 踏み外し滑り

転倒注意

腕の橈骨遠位端骨折

さらに５Sとして 
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 小さな歩幅で歩行
・足元が見えにくい
 状態で作業しない

・作業に適した靴の着用
・職場の危険マップの作成による
 危険情報の共有
・転倒危険場所に
 ステッカーなどで
 注意喚起

４Ｓ活動
４ＳのＳとは

必要な物と不要な物を分けて、不要な物を処分すること
①整理…

進め方 ① 不要な物の廃棄基準、判断がつかない物の要不要を判断する責任者を決める。
 ② 4Sゾーン（区域）ごとに、所属従業員全員が掃除し、不要な物を廃棄する（定期的に行う）。
 ③ 施設長が定期的に巡回して整理の状況をチェックする。
 ④ チェック結果により改善し、必要に応じ廃棄基準を見直す。

②整頓…
必要な時に必要な物をすぐ取り出せるように、分かりやすく安全な状態で配置すること

進め方 ① 現状を把握する（置く物、置き場所、置き方、使用時の移動距離）。
 ② 置く物の種類、置き場所、必要数量を決定する（種類・量とも絞り、移動距離を短くすること）。
 ③ 場所ごとの管理担当者を決める。
 ④ 取り出しやすく、しまいやすい置き方を決める。
 ⑤ 定期的にチェックし、必要に応じ改善する。

特に転倒災害防止に有効なのが「4S活動」です。
「転倒災害・転落災害」などに効果のある日常の活動として、4S活動があります。

▲

転倒災害は、大きく3種類に分けられます。
　皆さまの職場にも、似たような危険はありませんか？

③清掃…
身の回りをきれいにして、衣服や廊下のゴミや汚れを取り除くこと

〈作業スペースや通路が汚れていたり、濡れていると滑りやすく
なるので、清掃を励行しましょう〉

④清潔…
整理・整頓・清掃を繰り返し、衛生的で、快適な職場環境を
維持すること

⑤しつけ…
決められたことを決められたとおりに実行できるよう、習慣づけること

　転倒災害は日常的に発生しうる労働災害です。「４S活動」等を職場の全員で実践し、潜在危険を把握し、対策を
講じ、お互いに注意しあうことによって労働災害が発生しない職場を作っていただきたいと存じます。ご安全に。

　事故の型分類で「転倒」とは、「人がほぼ同一平面上でころぶ場合をいい、つまずきまたはすべりにより倒

れた場合をいう。」と定義しております。

　「転倒」災害の起因物(事故の原因となった物)は、「通路」が最も多く半数を占めており、特殊な状態で発

生するものではありません。

　また、年齢別労働災害発生状況は表2のとおり、60歳以上が全業種で31%と最も多く、これも平成28年

から最多となり、同様の状況が続いています。人手不足や年金支給の影響で高齢者の就労が増えているこ

とが原因であり、労働環境の構造的な問題であると思われ、全国より1年早く表れた傾向です。

■表２　令和元年 全産業年齢別労働災害発生状況(休業4日以上)

22.0％

割合

鹿児島労働局

人数事故の型業種 順
位

全産業
18.3％
13.7％
11.9％
7.0％

442
367
276
240
140

転倒
墜落・転落
動作の反動・無理な動作
はさまれ・巻き込まれ
切れ・こすれ

1
2
3
4
5

11.1％

割合
鹿児島労働局

人数年齢業種

全産業
15.5％
17.5％
23.4％
31.0％

223
312
351
471
623

20歳～29歳
1.5％30～19歳

30歳～39歳
40歳～49歳
50歳～59歳
60歳～

転倒災害の種類と主な原因

つまずき 踏み外し滑り

転倒注意

腕の橈骨遠位端骨折

さらに５Sとして 
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「薩摩硫黄島のメンドン」提供：三島村
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　南の島々の夏が移ろう時、悪霊を散じ人々に安寧と平安、幸福をもたらすため、年
に一度限り異界から忽然と顕れる約束の神々、それが仮面来訪神である。

　仮面来訪神は日本全国に存在するが、その内10の行事は、国の重要無形民俗文化
財であり、かつ2018年ユネスコの無形文化遺産に登録された。
　ボゼもメンドンも、また南の島々の異形の神々も、自らの島の人々が平安に暮らせ
るよう、これからも年に一度、異界と人間界を往復し続けることだろう。
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　『悪石島のボゼ』は、盆も終わろうとする旧暦7月16日の夕間暮れ、「テラ」より出で盆の呼
び太鼓にいざなわれ、集落の盆踊りに乱入し観衆を追いかけ、手にするボゼマラの先端の赤
泥を人々に擦り付けることにより、邪気を祓い幸いを授ける。

　『薩摩硫黄島のメンドン』は、旧暦8月1日硫黄島八朔太鼓踊りの最中に、硫黄権現（熊野神
社）拝殿奥より突如顕れ、手にした神木スッベン木で、集まった人々を容赦なく叩いて回り悪
霊を祓う。翌2日、神々は太鼓踊りの先頭に立ち島内を巡り、やがて海に向かって邪気を祓
い、島の人々に安寧をもたらし、「叩き出し」を終える。

「悪石島のボゼ」 「薩摩硫黄島のメンドン」

題字 宮里 一葉 悪石島のボゼ　薩摩硫黄島のメンドン
あくせきじま さつまいおうじま

仮面来訪神　夏の段
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