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揖夜神社・穂掛祭

大 森町 で︑田 舎暮 らし を物 づく り
の 原点 に︑町 の再 生に 取り 組む 石見
銀 山生 活文化 研究 所所 長・ 松場 登美
さ んか ら︑そ の過 程や 暮ら しの 魅力
に つい て話を 聴い た︒
にあるのはもったいない精神︒
足もとの宝を活かし暮らしを考
える事がモットー︒昔の古い物
を捨てるのではなく新しい物に
創り直し︑古い物に再び息を吹
き込む︒これを﹁復古創新﹂と
呼び永遠のテーマだと話す︒
エコロジー︑ロハス︑スロー
ライフなど最近注目される暮ら
し方が再生した家にあると言う︒
店内もお客にとって︑ほっとで
きる空間を心がける︒古民家再
生は個に留まらず町を再生し住
民の意識も変えた︒大森の町に
はお金を払っても買うことが出
来ない歴史や自然︑人情がある︒
何事も﹁心想事成﹂︒思い続
ければ夢は叶う︒世界遺産に登
録された町にふさわしい暮らし
方︑人間のあり様をこれからも
模索し︑発信していきたいと話
を結んだ︒ ︵米井・和田森︶

ニ ア

コ ー

ス

青い 空、青い海！準備が整い 期待が膨らむ 受講生

地引網体験

いよいよ引き上げにかかり参加
者が二手に別れて﹁よいしょ！﹂
﹁よいしょ！﹂と意気を合せる︒
網は重く手ごたえ十分に感じた︒
徐々に引き上げ 分後︑最後にし
ぼりこまれた網の方へ全員がどっ

海の幸を引き寄せる
シ

澄み きった 青空 のも と︑ 大芦
海岸 で地 元の漁 師さ んの 協力 で
地引 網を 体験し た︒ 何が 獲れ る
かと 楽し みに参 加者 全員 が力 を
合せ て網 を引き 寄せ た︒ 自然 と
顔が ほこ ろび童 心に 返っ た︒

マリンゲート島根で︑大芦大敷
網網元の奥村希望さんから︑島根
町で行われていた漁法を聴いた︒
網を２艘の船で引く﹁引き網﹂︑
魚群をぐるっと取り囲み一網打尽
にする﹁巻網﹂︒さらに大掛かり

10

ふ る さ と 発 見 コー ス
８月 に合併され ︑松江市と なっ
た 東出 雲町︒ その 地に 古く から
存 在し た揖夜 神社 を訪 ね︑ 神社
の 由来 や︑﹁ 穂掛 祭﹂ のこ とを
学ん だ︒ 後半は 福祉 センタ ーで ︑
ふ るさ としま ね案 内人 の高 倉正
明 さん より ︑﹁ 黄泉 比良 坂﹂ の

大森と言
えば石見銀
山︒最盛期
の人口は数
万人︒しか
し︑近年過
大 森 の 町 は 日 々 楽 疎化が進み
人口は僅か
しいと松場さん
５００人ほ
ど︒松場さんの本業は服飾デザ
イナー︒自社ブランド﹁群言堂
︵ぐんげんどう︶﹂を手掛ける︒
群言堂の語源は中国語︒みんな
で議論し決めると言う語源が気
に入りブランド名にした︒
その一方で廃墟になった家７
軒を買い取り再生させた︒根底

ふるさ とづくり コース

30

と駆け寄る︒底には︑ ㎝の小魚
を中心に大漁︒アジ︑サバ︑サヨ
リ︑キス︑カワハギ︑ヒラメ︑小
さなサメなど︒また︑魚が獲れな
かった場合も考えて︑持ち帰り用
を事前に準備して下さった心使い
もあり参加者一同感激した︒獲れ
た魚を分配し︑今晩のおかずは南

大漁を信じて力を合わせ網を引く

蛮漬けやてんぷらで決まり︒
きれいに晴れ渡った夏空︑久し
ぶりに童心に帰ったように誰もが
笑顔︒段取りをしてくれた漁師さ
んに感謝し帰路に着いた︒
日(野・和田森︶

何が獲れたか一斉に 覗き 込む 受講生

町づくりいろいろ

小路案内板

町 づくり ︑地域 活動に 取り組 んで いる二 つの事 例を 学び︑
活 動の 思い や取 り組 み内 容を 聴いた ︒

50

は﹁定置網﹂で長さは６００〜８
００㍍にもなる︒大正 年ごろは︑
島根町一体では︑﹁地引網﹂で小
イワシが大量に獲れ︑それから煮
干を作って大いに栄えていた︒漁
船も昭和 年ごろは 艘︑現在で
は３艘となり関係者も高齢化し衰
退してしまった︒さらに魚も獲れ
なくなり︑観光地引網もできなく
なったと奥村さんは語った︒
講義の後︑身支度を整え︑場所
を浜の方へ移動して地引網体験を
した︒小型船に網を載せ沖の方へ
ゆっくり移動しながら網を下ろし
た︒沖合い３００㍍ほどでぐるっ
と周りを取り囲み浜へと引き返す︒

10

36

白 潟地 区は 江戸 時代 には 経済 産業
の 中心 地で 商人 が多 く住 んだ 歴史 の
あ る町 ︒前 白潟 公民 館館 長の 仁田 玲
江 さん から ︑地 域の 活性 化へ の取 り
組 みを 聴い た︒

18

神 話に ついて ︑紙 芝居 を交 え解

ぎ

28

説 を聴 いた︒

ね

市立病院の移転などで衰退し
た白潟の町を活性化するため白
潟公民館は︑町の歴史やくらし
を学ぶ﹁地域楽習﹂や 町内で
の﹁温故知新座談会﹂を開催︒
座談会の主役は豊富な経験や知
識のある地域の高齢者︒座談会
から新しい歴史的事実や資料の
発見につながった︒そこから地
域の人々に生きがいや喜びが共
有化された︒ 活動の中で︑７

つの﹁ま
ち歩きコー
ス﹂や︑
以上残
る小路の
名前やい
われを明
らかにし
た地図を
作成︒町
白潟 の町をあ げての取 歩きに役
り組み事例を聴いた
立つ中央
案内看板
や か所の小路案内看板の設置
につなげた︒歴史の学習では︑
江戸時代の松江藩一大産業で白
潟を中心に作られていたロウソ
クについて地域の小 学校で教え︑
実際に製作体験もした︒
講義の後︑地区の老舗﹁風流
堂﹂を訪問した︒
︵米井︶
50
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境内で禰宜の井上さんから揖夜神社
の歴史を聴く 受講生

国に縁深い社︒黄泉比良坂はお墓
のルーツと言われ︑結界のように
思われているが︑ここは日本の国
の始まりの場所︒生まれることや︑
よみがえることの︑根本のエネル
ギーをもらうところ﹂と高倉さん︒
揖夜神社
に伝わる
﹁穂掛祭﹂
は豊作︑豊
漁を祈願︑
する祭り︒
また﹁一つ
石神幸祭﹂
は︑イザナ
ミとイザナ
紙芝居 で﹁
黄 泉比良坂﹂
ギが一年ぶ
の神話を語る高倉さん
りの再会を
楽しむ祭り︒両方毎年８月 日に
行われる︒中海で﹁一つ石神幸祭﹂
の神事を行い︑その夜︑神霊の宿
る神輿︵みこし︶を陸船︵神幸丸︶
に乗せ﹁穂掛祭﹂が行われる︒揖
屋の町を西から東へ揖夜神社まで
進む︒各町内の山車と鈴なり提灯
が子供のお囃子に合わせ︑前後に
従う︒何代にもわたって町をあげ
て守り継がれてきた幻想的な祭で
ある︒ ︵須田・中島・和田森︶

10

復古創新・足元の宝を見つめて
人と知恵と の縁結び

﹁出雲国風土記﹂に﹁伊布夜社
︵いふやのやしろ︶﹂と記載され
ている揖夜神社︒意宇６社︵熊野︑
八重垣︑六所︑真名井︑神魂︑揖
夜︶の一つとして今も信仰を集め
ている︒
﹁大和朝廷は揖夜神社を重要視
していた︒新羅の脅威を感じてい
た大和朝廷が新羅と関係の深かっ
た意宇の国の動向に注目していた
からと思える︒韓国伊太氐︵イタ
テ︶神社が境内にあることからも
わかる﹂と禰宜の井上真澄さん︒
ご神体を陸船に乗せ、夜店でにぎわう
町内を山車と共に揖夜神社まで進む

﹁来年は古事記編さん１３００
年︒また︑この神社は主祭神がイ
ザナミノミコト︒黄泉︵よみ︶の

穂掛祭

境

コ

ー

ス

シニアい きがい コース
個 人の ニーズ に合 わせ た学 習
スタ イルが 選択で きる放 送大学 ︒
テ レビ ︑ラジ オで 遠隔 教育 を行
う通 信制大 学の学 習体験 をした ︒
現在は全国で約８万３００

関する講義を直接受けた︒３・
を受けて︑講義内容を変更し︑
﹁地球温暖化﹂と﹁原発と環境問
題﹂について聴いた︒温暖化のメ
カニズムや現状︑今後のエネルギー

ニ

ア

コ

ー

ス

長生きする秘訣とは
シ

健康 で長 生き する ため には ！
島大 名誉 教授 ・瀬 戸武 司さ んか

対策︑そして福島で何が起きてい
ら︑ 医学 と精 神の 両面 から の秘
るのか詳しく解説し︑最後に﹁専
訣を 聴い た︒
門家︑政治家まかせでなく︑私た
寿命が延び︑百歳以上の人は４
ち自身が科学的基礎教養を身につ
万人を超えている︒その中で︑自
け︑判断し
立している人は ％︑さらに認知
機 器 を使 い ︑Ｄ Ｖ Ｄの
なければな
視聴体験を行う受講生
症でない人は ％︑施設・病院で
らない﹂と
過ごす人 ％という︒
結んだ︒
一方老化を遅らせるための研究
複雑化する
も画期的に進み︑ＴＶでも話題と
地球環境問
なった︑長寿遺伝子サーチュイン
題や自然災
が食事制限︵カロリー制限︶によっ
害への対応
て︑動脈硬化︑高血圧︑認知症︑
など︑生涯
骨粗しょう症︑等の老化症状を抑
学習の大き
えることがわかった︒昔から言わ
なテーマに
れる腹八分目が健康長寿のもと︒
なりつつあ
瀬戸さんはよりよく生きるため
る︒ 日
( 野 ) に流行っている婚活︑就活のよう

に積極的に地域社会と関わり活動
的に暮らす﹁終活﹂を勧める︒老

人性認知症の９割までが感動の乏
しい惰性的

生活によっ
て引き起こ

されるのだ
という︒

﹁終活﹂す
れば認知症

も予防でき
る︒

また笑いは
細胞が活

で︑愉快に

健 康 で長 生 きの秘 訣 を 性化するの
語 る瀬 戸さん

過ごす人ほど長生きというデータ
も報告されている︒健康な老人で

サ ポー タ ー の 会

ティータイム

mcu@city.matsue.lg.jp

松江市民活動センター
まつえ市民大学事務局
Tel０８５２︵３２︶０８９４
Fax０８５２︵３２︶０８４７
メールアドレス

問い合わせ先

編集担当 ︵まつえ市民 大学 レポーター︶
新規加入者 大田万里子・ 坂本仡

﹁シ ニアい きがい コー ス﹂の ボラ
ンテ ィア活 動︑﹁ ふる さとづ くり
コース﹂の地域活性化に向けたワー
クショップ活動がともに佳境に入っ
てき た▼昨 年のワ ーク ショッ プ
﹁松 江夜曲 ﹂は チー ムが参 加す
るイ ベント となり ︑一 昨年の 水燈
路﹁ 行灯づ くりの 店﹂ は今年 も３
年連 続で開 店する ︒継 続して いる
﹁シ ャッタ ー押し ﹂の 活動は 観光
客に 喜ばれ ている ▼街 づくり は地
元の 行動力 がポイ ント ︒大森 の松
場さ んの言 う足元 の宝 ︑地域 力を
生か した市 民大学 から の発信 ︒今
年は 何が生 まれる か︑ そろそ ろ見
えてきた︒
︵Ｗ︶

の一部、１０,０００円を加え、合計
４２, ３６０円を山陰中央新報社を通

松江気象台

湿度︑気圧︑風向を測定している︒
この観測は日本で か所︑世界で
約９００か所で同時刻に一斉に実
施されているもの︒中国地方では
松江気象台だけが行っている︒
気象台の建物の周りには︑桜︑
０人︑島根県で約６００人が
学んでいるという︒学生は全

科履修生になって学位取得も
できるし︑選科履修生になっ

て︑自分の学びたい科目だけ
を選択することもできる︒セ

ンターでは︑放送の再視聴も
できるし︑ＤＶＤ︑図書の閲

覧︑貸し出しもできる︒受講
生は放送大学の設備を見学し︑

ＤＶＤ視聴体験したり︑実際
に行われている講義をスクリー

ンで体験した︒
見学に先立ち︑放送大学の

春日教授から﹁環境問題﹂に

グ言語は他の言語より短くて簡単︒
このことでより優れたものとなり
世界中に広がっている︒世界で約
人のシステムエンジニアが︑ル
ビーの改良に取り組んでいる︒
ルビーの応用例は人工知能︑遺
伝子構造の解析︑気象情報処理や
ＮＡＳＡでのデータ分析など様々
な最先端の分野にわたる︒楽天
市場や島根県の もルビーで作
成されている︒今後はさまざま
なプログラミング言語の組み合
わせに︑ルビーも混ぜ合わせて
開発することが重要だと野田さ
んは結んだ︒
そして２００９年から︑ルビー
の世界大会がくにびきメッセで
開催され︑今年も１０００人近

いるためには︑よく噛む︵一口
回︶習慣も大切だ︒最後に瀬戸さ

入学式の時に、受講生の皆さまに
ご協力いただきました募金は、総額

地球の変化を追跡
環
松江 気象 台を訪 ね︑ 気象 観測
機器 など 設備を 見学 した ︒そ の
後︑ 田代 照政・ 吉原 範行 さん か
ら︑気象庁の仕事 や︑環境カレッ
椿︑タンポポ︑ススキなどいろい
ろな草木の標準木があり︑季節の
訪れはここから発表される︒鳥も
同様で︑今年は鶯の初鳴きが観測
されなかったとのこと︒
講義では︑地球規模と島根の気
候変動について話があった︒
松江も春夏秋冬いずれの季節も
気温は上昇している︒データ上︑
真夏日日数は横ばいだが︑熱帯夜
は増加傾向で︑冬日は減少傾向に
あると説明された︒年間降水量は
減少傾向だが︑一度に１００㎜以
上の降水量の日数が増加傾向にあ
る︒松江の霧の日は減少し︑植物

ふ るさ と 発 見 コ ー ス
Ｒｕｂ ｙ︵以 下ルビー と呼称 ︶
は コン ピュー タプ ログ ラミ ング
言 語で ︑松江 市在 住の まつ もと
ゆ きひ ろ氏に よっ て１ ９９ ３年
に 開発 された ︒７ 月に 完成 した

会的価値に
ついて講義

から︑ルビー
の特長や社

島大の野
田哲夫教授

の で誕生 石の ルビ ーと 命名 した ︒

ルビーについて語る
野田さん

を受けた︒
特筆すべ
きは︑ルビーに特許制約が無く︑
誰でも無償で使えるということ︒

い研究者達が集結した︒ 松江
から発信したプログラミング言

︵米井︶

して寄付を致しました。皆さまのご
協力ありがとうございました。

７月２５日「まつえ市民大学」
としての募金を手渡す河上会長

43

んは長生きのために﹁老いは忘る
べし︑老いを忘れるべからず﹂と
結んだ︒

東 日本 大 震災 募金

11

語ルビーは︑今や世界中に広がっ
ている︒
山(口︶

で３２,３６０円でした。これに、６
月２５日に実施したバザーの収益金

33

17

20

ジに 合わ せた地 球と 島根 の気 象
変動 につ いて話 しを 聴い た︒

はじめに施設内を見学し︑測定
機器の種類や測定方法の説明を受
けた︒今は全て自動化で降雨量や
降雪量が計測され︑各気象台に集
積される︒観測データを管理する
部屋は意外に狭く︑モニターが並
ぶ中で仕事が進んでいる︒気象庁

は早い春化と遅い秋化傾向にある
という︒今後は︑全国的には米の
品質低下や熱ストレスによる死亡
リスクの増加︑感染症媒介生物の
分布拡大が予想されるという︒
説明した吉原さんは︑﹁温室効
果ガスの緩和策と適応策の両方を
実施して行くことが必要だ﹂と語

自由に利用でき︑改良できる︒
ただし改良したら設計図を必ず

HP

の仕事は︑①気象の予測と観測
②地震︑津波︑火山の対応 ③地
球環境︑気候の対応︒内容は幅広
く︑長期にわたるデータ収集︑分
析︒各国と協力し︑地球規模での
管理を続けているとのこと︒

高層観測気球が発射された瞬間

り︑受講生は自分でできる温暖化
対策をもっと真剣に取り組まなけ

公開することになっている︒
また︑ルビーのプログラミン
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放送大学で生涯学習

16

ればと話していた︒︵備谷・須田︶

NK

刻々と観測機器のデータが送られて
くる制御室。多くのモニターが並ぶ

松江地方気象台。建物の周りには多くの
標準木がある。写真中央は梅の標準木

毎日２回行われる高層観測は︑
気球を発射し上空 ㎞までの気温︑
30

