共 通
講 座
で聴衆を引き込んでいった。
何気ない所に眼を向け、耳を傾
けるのが醍醐味であるという旅の
達人でもある。松江に魅せられて
何回も来松し、米子空港から大根
島を通る時に、地元の人は何の感
慨も持たない廃船にドラマを見た。
必死に手をつないでいるような廃
船の姿から立ち昇る妖気を感じ、
語りかけてくるストーリーを受け
止め、時の流れと人の運命を織り
上げた新作
「時のものが
たり」に著し
た。その著書
は、我々に大
切なものを見
失うことのな
いようにと語
りかけている。
（川瀬・油谷
日野 ）

松 江 の風 景 に 魅 せ ら れ て

「時代屋の女房」で直木賞受賞
の作家・村松友視さんの講演会
が、プラバホールで開かれた。
「上海仕込みの東京生まれで清
水港育ち」がキャッチフレーズの
村松さん。実母は死んだと聞かさ
れて育った生い立ちが、自分の物
の見方、考え方に影響している。
真実と嘘の間に横たわる、あり
もしないことがフィクションであ
りイメージであり、幻想であり虚
構であり、夢でありロマンである。
そのロマンを求めるのが自分の文
学であり人間のおもしろがり方で
あると、軽妙な語り口とユーモア

踏み出そう第一歩

シ ニ ア カ レ ッ ジ Ⅱ

ボランティア講座の第１回は
「仲間づくり」。新しい「私」
を探すワークショップを和気あ
いあいと行なった。

楽

カ

レ ッ ジ

「今、受講にあたり、ワクワク
している人はボランティアとして
の第一歩をすでに踏み出している。
大切なことは主体的に関わること」
と松江ボランティアセ
ンターの山本所長は積
極的な行動を求めた。
「今ここに 人居れ
ば、一人一人がそれぞ
れの人の良いところを
言ってあげる。そうす
れば自分にも の良い
ところが返ってくる」
そして「自分の個性と
可能性を発見し、それ
を社会のニーズと結び

音

爽やかな 風のいちに ち
緑に 囲まれ た来 待スト ー
ン夢 工房・ 来待 窯で、 陶
芸家 の三島 耕二 さんの 指
導で オカリ ナづ くりを 体
験した。

つける。そうすれば社会から必要
とされる新しい自分が発見できる」
と、新しい「私」探しと、「社会」
を結ぶボランティア活動の考え方
を述べた。
ハート形の色紙を使ったグルー
プ学習では、グループごとに意見
を出し合い作品を作った。山本さ
んは同じ形でも人により思考や感
じ方が違う、行動（話し合い）し
なければ共感や問題意識の共有は
出来ないと説いた。
ボランティアは「縁」のつなが
り。出会いを
大切にし、社
会の中で役立
つ存在として
認識され、そ
して、その社
会で責任ある
自分を認識す
る事が必要だ
と結んだ。
（川本・
和田森）

長年学校で美術講師をしてこら
れた三島さんのユーモア溢れる語
り口で、確認の順番待ちの間も退
屈することなく、はたして音が出
るのか期待と不安に胸が揺れる。
手直し後、焼く前の一応の完成品
で、「キラキラ星」をそれらしく
（？）合奏して拍手。
思ったより苦労した陶芸体験で
あったが、焼き上がったオカリナ
でどんな音色が出せるのか、後日
行なわれるオカリナ演奏の講座が
楽しみ
川(瀬・川本）

色紙をどう並べるか、にぎやかに意見
が飛び交う

平成二十一年度「まつえ市民大学」が開校し５１３名が
入学した。今年度は『学びのまち松江』として昨年以上に
パワーアップをした講座が企画されている。
入学式後、記念講演が松江郷土館長・安部登さんにより
「ホーランエンヤの由来と祭事」と題して行われた。

楽しく学んで地域貢献！自分が主役の市民大学！
新緑まぶしい５月。今年も入学
式には戸惑いがちな新しい顔、元
気な笑顔のいつもの顔が、 代か
ら 代まで幅広くそろった。

「自分づくり、仲間作り、地域づ
くりをモットーに幅広い年代の人
と交流し、学んだ成果を、地域活
動などを通じて、社会へ貢献でき
るように努力する」と宣誓した。
新入生は「自分の健康に活かす
ためにしっかり勉強したい」「第
二の人生をよりステップアップさ
せたい」などと、それぞれの意気
込みを語った。

環境など、存続して行く上での危
機感と課題を指摘した。そして、
３６０年続いてきた松江独特の文
化遺産を次の時代に引き継ぐため
に、市民一人一人が役割を考えよ
うと熱く語った。（川瀬・和田森）

まず三島さんが「オカリ
ナ創りは陶芸の中でも難し
い部類です。皆さんの今日
の体験だけでは音が出ない。
私が一つずつチェックして
音が出るようにします」と
笑いながら言われ、一同ド
キッとしてホッ！
いよいよ作業に入る。二
つの石膏型に粘土を貼り付け、そ
れを合わせて全体重をかけ接着さ
せ、笛の形を作る。歌口を開け、
まず空気道部から音を出す。次に
音階の穴を開け、音の出方を三島
さんが一人一人のものを丹念に確
認した。

実際に作ってみせる講師の三島耕二
さん。受講生は音が出るように と真
剣そのもの

中海に浮かぶ廃船

伝 統 文 化 を いかにして後 世 に引 き 継 ぐ か

とつとっても地区ごとに異なり、
それぞれに特徴がある。主役の剣
櫂は江戸時代の娯楽である歌舞伎
（上半身）と相撲（下半身）の衣
装で勇壮に踊る。マニュアルも無
く人から人へ伝承されてきた。そ
こにある五大地の人々の伝統を守
る風土や、必ず伝え続けるという
心意気がこの祭りを支えている。
安部さんは、この祭りが直面し
ている過疎化や資金面、取り巻く

!

入 学 式
記念講演
「松江城山稲荷神社式年神幸祭」
（ホーランエンヤ）は「豊来栄弥」、
「宝来遠弥」とも表し、五穀豊穣
を祈念する 年に一度、水の都松
江に繰り広げられる水上絵巻。日
本三大船神事に数えられている。
くしくも前日、渡御祭が行なわれ
９日間の祭りが始まった中での講
演会。ホーランエンヤの意味や由
来、祭事など、祭りがより身近に
なる話を、安部さんが映像をまじ
え楽しく詳細に語った。

１００隻を超える船渡御祭の花
形は五大地（馬潟・矢田・大井・
福富・大海崎）が繰り出す「櫂伝
馬船」。お囃子、踊り、船飾りひ

優雅な采振り（右）
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「嘘と本当のあいだ」
と題して講演する
村松さん
主役の勇壮な剣櫂（左）と

20

新入生を代表して、幅広く学習し、地域社会へ貢
献したいと述べる佐藤ひばりさん

１００年に一度の大不況と言わ
れる中で、「強いものが生き残る
のではなく、変化に対応できたも
のだけが生き残れる」とダーウィ
ンの言葉を引用し、それぞれのラ
イフステージで必要となる学習を
自ら学ぶという意識を持ち、学ん
だことが地域で生かせる行動をし
て欲しいと、学長の式辞を永田運
営委員長が代読した。
来賓の福島教育長は「一年後に
は達成感に満ちた、はつらつとし
た笑顔を期待しています」と張り
のある声で激励した。
入学生を代表して「だんだん応
援コース」の佐藤ひばりさんが、

12

59

平成２１年度
第１号
発行NO．２１
ホーランエンヤ
は松 江 の 宝と
語る安部館長

80

ふるさと

発 見・ 探 求 コ ー ス

「雲太」はここにそびえてい
た。出雲大社での巨大柱の発見
は、神話と歴史的事実をまた近
いものにした。
「古代・出雲大社の謎にせまる」
と題し、出雲大社での巨大柱発掘
について学ぶ講座があった。ＮＨ
Ｋ松江放送局 周年企画として製
作された、発掘と巨大神殿をいか
にして建立したかの技術的考察は、
２００１年「ＮＨＫスペシャル」

大いに興味をそそられた。

ロマン広がる出雲王国
出雲王国は無かったのではない
か？出雲神話は架空ではないか？
という考えが一変したのが神庭荒
神谷と加茂岩倉の大量の青銅器発
見であったが、十六丈（ ｍ）の
出雲大社についてはまだ推測の域
を出なかった。ところが残ってい
る資料とピッタリ重なる位置から
の巨大柱の出土である。石原さん
は地下水に守られていたため奇跡
的に残っていたと発掘時を振り返っ
た。更に祭祀用と思える鋳造品の
釿（ちょうな）が出土したり、柱
にベンガラの赤が残っていたりと
聞き、祈りの地に建つ、鮮やかな
朱色の古代神殿が頭に浮かぶ。

今回の巨大柱の発掘で、考古学
的に現実味が増してきた出雲王国。
古代出雲の姿が一つ一つ立証され
る中で、出雲大社本殿はいま 年
ぶりの休息に入っている。

だんだん応援コース
講座運営のコーディネー
ターは、何をどうすればい
いのか。有限会社Ｗｉｌｌ
さんいん・代表取締役・長
谷川陽子さんから「講座運
営のノウハウ」と題して講
演を聴いた。
コーディネーターの必要な
要素として、情報収集力、対
応力、想像力の３つを挙げた。
コーディネーターは、いか
に多くの情報を持っているか
である。「人」の集まる所に情報

環

境

カ

レ

ッ

ジ
元ＪＩＣＡ・青年海外協力隊
で中米コスタリカに派遣された
藤原佑子さんの指導で「海外か
ら見た日本の環境～みんなの地
球」と題してワークショップを
行った。
自然豊か
な中米のコ
スタリカ。
派遣され
たところは、コーヒー栽培が主の
農村で、コーヒー工場の産業廃棄
物は川に垂れ流し、生ゴミもその
辺に棄てるのが習慣など、環境施
策の発展途上国と説明を受けた。
そこで、「派遣された村の環境問
題をボランティア活動で解決でき
るのか」というのがワークショッ
プのテーマで、４～５人のグルー

がある。その場で情報を発信する
と、また新情報が入ってくる。さ
らに「人」が好きであることも最
大の要素であると力説した。
突発的なことでも対応できる経
験や、単なる調整だけではなく、
想像力を働かせ新しいものを組み
合わせてプロデュースすることが
大切と説いた。
具体的な講座運営の成功例、失
敗例も交え、経験に裏打ちされた
話には説得力がある。講座当日は、
気配りの心、おもてなしの心を大
切に、講師にも参加者にも高満足
度の講座を目指す。テクニックよ
り熱い思いを持てと強調。
機関銃のように情報の小箱が開
き、たくさん、ヒントの種をまい
てくれる講師に、受講生は、すぐ
にでも役立てたい内容だと真剣な
表情でメモを取っていた。
（福島・日野）

自 分 に出 来 ることは？

組みで 地球
環境を 救う
ことが でき
る。と 活動
の拡大 を呼
びかけ た。
日
( 野・
和田森）

援助の 前の
地なら しで
あり、ちょっ
とした 取り

と比較しながら、聴き入っていた。
海外ボランティアは、本格的な

動では、小学校での環境授業や有
機農法で給食の野菜作り、村の清
掃活動を実践したと報告があり、
受講生は自分たちの討議した内容

プに分かれ、何をすべきか問題解
決の手法に従い真剣に討議した。
藤原さんからは、ＪＩＣＡの活

あなたの力で地球環境が救えます

講座運営に は役割分
担と タ イム チャー トが
必要と長谷川さん

姿を現した心御柱
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（濱・備谷・日野・和田森）

私達が松江をつくる

ふる さ とカ レ ッジ 探 求 コー ス

「松江・私たちの街づくり」
と題して、松江市のタウンマネー
ジャー久保里砂子さんから、ど
うしたら街を元気に出来るかに
ついて話しがあった 。

康 コー ス

久保さんは、
東京の早稲田
商店街での活
動事例として、
街 づくりは生 活者 が 空き缶のリサ
主体と語る久保さん イクルにゲー
ムを取り入れたり、鉄腕アトムの
絵が入ったアトム通貨（地域商品
券）などを紹介した。その中で街
が動くキーワードは、楽しいこと
と儲かることだと学習したと体験
を語った。そして街づくりは、生
活者が自分を起点にした発想と行

ス ポ ー ツ 健 康 カ レ ッ ジ健

「元気に長生き！松江の
健康大発見」と題した鳥取
大学医学部・尾崎米厚准教
授の講義があった。

全 員 が骨 密 度 を測 定

（川瀬・濱）

単位で守る
取り組みが
大切」と結
んだ。

題が提起される。
解決策として、「健康は一人で
は守れない。交流、ネットワーク
など、地域

根の女性が１位となる。しか
し、癌、肺疾患、大動脈解離
などによる死亡率は全国平均
より高く、女性の要介護期間
が約６年と全国平均より長い
ことなど、医療費を絡めた問

２００７年の平均寿命統計
では、沖縄を抜いてついに島

長寿日本一は島根の女性

で放映された。最初に松江放送局・
宮村章宏さんの話を聴き、そのビ
デオを見た。その後、発掘に携わっ
た出雲市文化財課・石原聡さんか
ら発掘当時の状況について講演が
あった。

古代出雲の技術力
巨大柱は直径１メートル以上の
杉の大木３本を金輪（鉄の輪）で
縛り一つにし、それが９箇所に建っ

ていたと言われている。ビデオで
の技術的考察では、巨大柱を立ち
上げる方法や固定する技術、３本
を一体化する楔（くさび）形の釘
（くぎ）などが紹介された。また
ＣＧシュミレーションでは鳥取西
部地震でも倒壊しないという巨大
神殿。古代出雲に高度な技術が存
在していたことが明らかになった。
ところがビデオでは柱は３本を一
体化したものを立てたと推測して
いたが、以降の発掘の結果、１本
づつ立ててから３本を縛り付けた
可能性もあるという報告があり、

藤原佑子さん

発掘は参拝者か
ら見える所。
質問攻めに 苦労
したと石 原 さん

(出雲大社資料より）
古代出雲の謎とロマンを今も語り続ける
出雲大社本殿
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動が大切で、行政に頼らず自分で
考えて行動することだと説いた。

松江で取り組んだ、天神町の
「遊航」（ゆこう＝卒業祝いの船
遊覧）などの紹介の後、受講生に
アンケートが取られた。

「あなたの好きな松江」と題して
①お気に入りの場所は？
②いいところだと思う瞬間は？
③松江で好きなものは？

結果は、やはり宍道湖周辺、松
江城周辺を中心とした答えが多かっ
た。松江には気持ちが癒される場
所や時がたくさんあることを皆感

じていることは確かである。大切
なことは、宍道湖の夕日でもｍｙ
夕日を持つことだとアドバイス。

（佐藤・和田森）

あらためて松江の良さを再認識
するとともに、これから行なう
「街づくりワークショップ」講座
での活動に大いに参考になった。

編集後記

「市民大学・入学おめでとう」と言
われると、青春を取り戻した気分に
なります。初心を忘れず一年間の活
動を通じて心身ともに活性化してい
きましょう。
今年は「ホーランエンヤ」が行わ
れました。「いかこい」もこれに負
けない記憶に残る活動をしたいと思
います。各号には講座の中より、伝
統行事、祭り、のテーマを組み入れ
て発行していきます。

油谷京子・阿武貴子・小笠原澄子

まつえ市民大学レポーター）
編集担当 （

河上栄子・川瀬喜美子・川本道子

弘子

佐藤ひばり・須田敬子・谷口佳夫

野津敏子・服部弘子・濱

日野道生 備
･谷 豊・米井美弥子
勝男・山田一之助・和田森洋一

森

松江市民活動センター

問い合わせ先

まつえ市民大学事務局

Tel０８５２（３２）０８９４

Fax０８５２（３２）１１９１
メールアドレス

mcu@city.matsue.lg.jp

