ふ る さ と カ レ ッ ジ ・発 見
出雲 風土 記に 、神 名火 山の
ふ もと に座 する と記 され た佐
太神社。最盛期には年間 の祭
礼が行われていたという。脈々
と 伝え られ てい る神 事と とも
に 、三 殿並 列の 荘厳 な社 が存
在感を放つ 。
神 事 に使 う 茣 蓙 を 舞 い清 める

共 通
講 座
た言葉が書となり独自の世界を作
り出す。それは、分かりやすくひ
らがな中心で、誰でも読める字体、
見る人に素直に感じてもらえると
いう特徴を持つ。
挫折の繰り返しという中から生
まれた言葉が 歳で認められ、今
や世代を超えて読み継がれている。
歳の生涯は決して長い人生では
なかったが、『一生勉強・一生青
春』を自らの旗印とした、積極的
な人生だったろうと、一人氏は
「みつをの弟と間違えられます」
とユーモアを交えながら話した。
参加者は、自分の生き方を思い
ながら、『しあわせはいつもじぶ
んのこころがきめる』という言葉
に感慨深そうに頷いていた。
受講生の中には、講演を聞いて
銀座の相田みつを記念館へ出かけ
た方もいた。
（川瀬・日野・和田森）
れ、たわわに実った葡萄を前に、
安部さんのワインにかける熱い思
いに耳を傾けた。自然に逆らわず、
安心して食べられるものを作りた
いとの思いが伝わってくる。
また，ワインやジュースの試飲、
豆腐やパン、チーズの試食。どれ
も屋外でたしなむワインによく合
い、ぜいたくなひと時を堪能した。
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「
いのち」
を見つめつづけた心の言葉

「父、相田みつをの書と言葉」
と題して、おだやかな言葉の裏
にある父の壮絶な人生を、長男、
相田一人（かずひと）氏が市民
約７○○人を前に講演した。
相田みつをのメッセージは、厳
しい視点からの自分への言い聞か
せであり、励ましでもある。
『雨の日には雨の中を、風の日に
は風の中を』と、全身であるがま
まを受け止める生きざまは、『に
んげんだもの』という言葉に凝縮
された書として万人の心を打つ。
相田みつをの作品は、思いを詩
にぶつけて表現し、それを凝縮し

シ ニ ア カ レ ッ ジ Ⅱ
収穫の秋を迎え、自然豊かな
木次町の「食の杜」を訪ね、ワ
イナリー奥出雲葡萄園の管理者、
安部紀夫さんから「食べること
は、生きること」と食の原点を
学んだ。

芸 術 文 化 カ レ ッ ジ ・美 術

現在、市内あちこちの
水彩クラブで講師をされ
ている福田（若槻）良子
氏を講師に、水彩画の体
験講座が開催された。

机の上は、カンナ、ひま
わり、百日草、なでしこ、
茄子、トマト、ピーマン、
ゴーヤなど夏の花や野菜が
いっぱい。受講生は、描き

だ ん だ ん 応 援 コー ス

サポーターを目指す受講生が、
宍道町上来待の古民家カフェ
「山花」（さんか）を訪れ、講
師・森勝男さんの指導によ
り初めての取材を体験した。

たい花、描きやすそうな野菜、好
きな野の花、絵心くすぐる画材を
求めてあっちへ行ったりこっちへ
行ったり。
「好きなところから描いて良いで
すよ。にぎやかに並べて」と先生
はエネルギッシュにテーブルを回
りながら指導した。その結果、み
んなしっかりしたスケッチができ
あがった。
次の彩色は、自然の色の透き通っ
た美しさ、花の色、葉っぱの色、
つやつやした茄子の色、これらを
表現するには、どの色を組み合わ
せたら目的の色になるのか。試行
錯誤しながらの挑戦が続く。混色
して表現するのは水彩の妙。難し
いが面白い。
今回、彩色するのに和筆を用い
た。たっぷり色づけをする時はみ
もちろん、細い線も描ける優れも
の。作品にサインを入れて完成。
みんな夢中で取り組み、あっとい
う間に過ぎた時間だった。
（服部・和田森）

講師の森勝男さんは取材のノウ
ハウ全般と、取材記事の書き方の
話を行なった。「です、ます」と
「である」の使い分けや特徴を説
明。また、写真はアップで表情が
見えると有効に使えると述べた。

を通じて友達ができる」と体験を語る。

早速近所の人にインタビューす
る受講生もいた。水谷さんの話や、
「山花」の取材結果は各グループ
ごとに後日まとめを行い、発表会
が行なわれた。
（佐藤・備谷・米井）

受講生の質問に答える森講師。「取材

受講生は、まず神社にお参りを
し、社務所で朝山宮司から佐太神
社の話を聴いた。この社は三殿並
立の大社造が特徴だが、そのほか
に出雲大社と同じく神在祭を行な
９月 日に行われ、御神座を新し
くして神霊の永遠性を願った。
その際、七座神事（面を付けな
い舞い）が執り行われ、新しく敷
く茣蓙（ござ）が舞い清められる。
翌 日に例祭が行なわれ、式三番
と神能が演舞される。この３つの
神事舞（七座神事・式三番・神能）
が佐陀神能と呼ばれるものである。
能の要素を取り入れた神楽であり、
出雲流神楽の源流と言われている。
佐陀神能は、来年、ユネスコの世
界歴史民族文化財リストに登録さ
れる予定である。
宮司の話を聞いた受講生は「こ
こまで深くは知らなかった」と改
めて知る地域文化の奥深さに感心
しきりだった。しかし、この神事
への人出は多くない。国際的に認
められる伝統行事を永く継続して
いく努力がいま地域に求められて
いる。（小笠原・日野・和田森）

」訪 問

取材実践「

この色を創るには、何色を混ぜたらい
いのか？指導を受ける受講生

「山花」は奥飛騨からＩター
ンされた陶芸家の水谷夫妻が、
古民家を生かしたカフェをオー
プンし話題になっている店。
手作りにこだわり自分たちで改
装、陶芸作品にあふれた居心地
のいい室内に仕上がっている。
オーナー水谷さんから話を聞
いた。日々感動が少なくなった
代に、新しい挑戦の場を求め
たと水谷さん。「店の名前は、
山の放浪の民にちなんで名付け
た。何事も『素材を生かす』こと
がモットーにしている」と語る。
器はもとより、料理、ケーキも手
作り。受講生もしばしコーヒータ
イムを楽しんだ。
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帰りのバスでは土産話に花が咲
き「これはお父さんへのどぶろく
よ！」と微笑む受講生の姿があっ
た。 （阿武・加藤・川本・佐藤）

あっという間に、みんなのお腹へ！

「父、相田みつを」を
語る、長男・相田一人
さん

「食の杜」は平成９年、ダム水
没予定の古民家を移築。あるがま
まに暮らし、おいしくて安心な食
を産みだそうと仲間で作った食の
コミュニティである。ワイナリー
奥出雲葡萄園はその中核で、低農
薬、有機農法でシャルドネ（ヨー
ロッパ種の白葡萄）を始めとした
葡萄を栽培。国産にこだわった本
格ワインを年間４万本生産してい
る 。さらに、食を育てる奥出雲の
風土が人と自然や地域とのつなが
りをも生み出している。
受講生は愛らしいロバに迎えら

テーブルに並んだ試食品。

平成２１年度
第２号
発行NO．２２
面に１６個の目（８つの頭）と
衣装の模様（ウ ロコ）で、ヤ
マタノオ ロチを表現。資料館
でニラミをきかしていた

24

25

75

社務所で朝山宮司から佐太神社の話を
聴く。この後、松江市鹿島歴史民俗資
料館で佐陀神能特別展を見学した

う。また、御座替（ござがえ）祭
のときには佐陀神能が奉納される。
宮司は、神社の成り立ちや神事の
内容を諭すように語った。
出雲大社の神在祭と違うのは、
神々の母神であるイザナミノミコ
トが旧暦 月に亡くなったことを
しのんで、八百万（やおよろず）
の神が墓参りの親孝行に集まるこ
とである。この神事は神在祭の中
でも最も古く、また一切言葉を発
せず、音曲もないことから「お忌
（い）みさん」と呼ばれている。
御座替祭は１年ごとの遷座祭で、
10

あなたを狙う悪質商法
買おう」これで契約成立。契約書
類の有無ではない。
クーリングオフも、自分の意思
で決めた物は適用外。不意打ち契
約以外は出来ないなど、思い込み
の間違いを指摘されて驚く。いわ
ゆる通販などは、自分でカタログ
を見て決めているので対象外。

健 康 の秘 訣は 食 事か ら
スポーツ健康カレッジ・健康
食欲の秋。あなたの１日の食
事の取り方は大丈夫？、バラン
スの良い食事とは、それは自分
で知ることから始まります。

場合約９年あり、この間は要介護
年数だと言われる。そのため食事・

栄養の管理は自分ですること。そ
れには自分の食事の取り方を知る
ことから始まる。
各自、昨日１日に摂取した全て

の食材を栄養素別に分類、摂取量
を分類表に記入し、栄養素別の摂
取量を分析・検討した。そして、
目標量と対比して自分の摂取量を

確認し、どの食品群が多いか少な
いかを確かめた。
摂取量が多くても少なくても、

身体に弊害が出る。結果は 便｢ に
｣
現れるので、よく観察して主食 ･
主菜 副･菜を「バランス良く取る
ことが大切です」と指導を受けた。

また、受講生は理想的な塩分薄
味の 味｢噌汁 を｣試食。我が家の濃
管理栄養士の森井佳枝先生によ
度との差を確かめ、食事の大切さ
る 健康ごはん 自分の食生活診断
｢
｣
を再認識した講義だった。
と題して講義が行なわれた。
（中島・渡部）
平均寿命と健康寿命の差は女性の

地図と比較してもほとんど差がな

い。「１回目の山陰測量時には
『おこり』にかかって、しばらく
松江で養生していた。２回目はな
ぜか多くの神社を訪ねている。そ

んな測量日記も面白い」と乾さん。
忠敬は 歳で隠居し、 歳で江
戸に出て、 歳の高橋至時（よし
とき）に師事し天文学を学び 年

環

境

カ

レ

ッ

ジ

「地球温暖
化最新の動き
と私たちの暮
らし」と題し
て島大・上園
昌武教授が話した。２１００年ま
でに、２～４・５℃上昇が予想さ
れる。われわれの生活は、２℃の
上昇で大きく変わる。大雨や大干
ばつ。微妙なバランスの上に成り
立っている農業は大きく変化し、
２１００年には日本の米は最大
％減の予測も。気象面では、台風
の発生場所が四国沖まで上昇する
などが報告された。
物質の豊かさによる使い捨て社
会の見直しを、経済活動の面から
指摘。「歴史的責任を踏まえて、
先進国は対応しなければならない」
と結んだ。
（野津・和田森）

ティータイム

mcu@city.matsue.lg.jp

Fax０８５２（３２）１１９１
メールアドレス

Tel０８５２（３２）０８９４

まつえ市民大学事務局

松江市民活動センター

問い合わせ先

伹見靖啓・服部弘子・日野道生
渡部時子・和田森洋一

小笠原澄子・柏原康則・須田敬子

まつえ市民大学レポーター）
編集担当 （

「地球の温暖化」が話題になりかな
り久しい。上園教授の話では、温暖
化で農業が大打撃。台風などの災害
も深刻になると指摘。わが家でも、
小さなことでもと今年もグリーンの
カーテンでゴーヤを育てた。
しかし、葉の茂りや実付きが悪く
失敗。みなさんはどうでしたでしょ
うか。原因不明であるがどうしても
異常気象に結びつけたくなる。極力
エアコンの使用を減らすために、来
年も再チャレンジをしようと思って
いる。

上園昌武教授

シ ニ ア カ レ ッ ジ Ⅰ
分かっているようで分かっ
ていない悪質商法！聞いてみ
れば認識の甘さにがくぜん。
その実態と対処法に「目から
ウロコ」と受講生はいち様に
感想を語った。
通販などは返品可能かどうか、事
前に記載を確認することが重要。
高齢者の三大不安（健康・孤独・
お金）をあおって契約させる訪問
販売や電話勧誘は、はっきりと断
る勇気が必要。ことわり方は、
「要りません！、帰って下さい！」
などが有効。「結構です！」はダ
メ。これ以外にも多くある。架空
請求は無視する。裁判所からの呼
び出しは「特別送達」の封書、ハ
ガキが来ることはない。海外宝く
じ、未公開株売買なども注意が必
要だ。最後に神田さんは、消費・
生活相談室が市役所にあるので、
もっと活用して欲しいと語った。
（川瀬・和田森 ）

シニアⅠ・ふるさと探求
江戸時代に日本地図を完成さ
せた伊能忠敬が、松江の地も訪
れ測量を行った。乾隆明講師よ
り、当時の測量の様子を文献か
ら紐解きながら苦労話を聴いた。
乾さんは、伊能忠敬を選んだ理
由を「市民大学は第一線を終え、
第二の人生に学びを求めている人
が多いと聞き、隠居してから勉強
して測量を始め、大事業を成し遂
げた伊能忠敬に似ている」と受講
生を励ました。
忠敬は生涯４０００万歩以上を
歩き、３７５３日測量をした。特

にわたり測量を行なった。私たち

が新しい目標を持ち、行動する勇
気を与えてもらった講座であった。
（和田森）
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「あなたは大丈夫？悪質商法あ
れこれ」と題して、松江市消費・
生活相談員の神田郁子さんに、ク
イズや受講生による寸劇を交えて
講義を受けた。
「日本人に共通することは、契約
というものに慣れていないこと」
とまず指摘した。身の回りにはた
くさんの契約があり、最も身近な
ものが買い物。契約の基本は原則
として口約束で成立すること。
「これいかがですか」「いいわ、

し、一年中どの時期でも開花させ
ることを可能にした。冷蔵中の水
やりはミストを充満させ対応。苗

きは約１００㍍伸びている。見学
は入り口付近のみ。
不思議なことにこの環境でも生
物がいる。この洞窟だけに生息す

ふるさとカレッジ・探求
ボタン、薬用ニンジン栽培な
どで有名な大根島。今回は、ボ
タンの抑制栽培の実際や、 万
年前に火山の噴火で誕生した洞
窟に潜入。数メートル降りた場
所に驚きの世界が！

にはまだ葉がないので光は不要。
今、この技術で大根島では、一年
中ボタンが咲いている。
溶岩洞窟

センターへ移り、ボタンの栽培に
ついて話を聞いた。
ここでは、ボタンの苗を大型冷
蔵倉庫で温度管理する技術を確立

ボタン栽培
大塚山にあるグリーンステラに
て、桑垣専門企画員の案内で温室
植物を観賞。その後、花卉（かき）

るまだ 匹しか取れていないイワ
タメクラチビゴミムシ（体長３㍉
㍍）キョウトメクラヨコエビ（体
長５㍉㍍）など、目が退化した生

する森井さん

に海岸線を測量し日本全体を明ら
かにした。遠くの目標を定め常に
位置の修正をした。出雲地域で目
標となったのが、三瓶山、隠岐、
大山だという。現在の衛星測定の

17

明する乾さん

50

古地図で伊能忠敬の足跡を説

をする門脇さん

島根県自然観察指導員・門脇和
也さんと、島大大学院生・新部一
太郎さんの案内で溶岩洞窟「竜渓
洞」を見学した。

各自で作成する分類表の説明を

冊子で勉強し、だ
まされない ように
気をつけよう！
「竜渓洞」の入り口で、溶岩の説明

物や５億年も前から進化していな
い生き物がいる。門脇さんは、大
根島には貴重な自然環境が残って
おり、興味を持って島に来て欲し
いと語った。
（川瀬・日野）
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倉庫。鉢の土は凍り付いていた

49

30

受講生代表が寸劇で、悪質商法（訪問販
売）の手口を熱演。臨場感のある演技で
あった

入り口から懐中電灯を手に数メー
トル階段を降りると。そこは異次
元の真っ暗な空間。洞窟の中で光
を照らすと噴火口が確認でき、溶
岩流出の跡がはっきり見え、奥行

ボタンの苗を管理する大型冷蔵

