財政再建と茶の湯文化

写真の構図は、引き算で組
み立てる。撮りたい主題を画
面のどの位置に配置するかよ
く考える。不要なものは画面
の外に出し「訴えたいものだ
けを画面の中に整理し、撮影
する事が大切」と赤山さんは
説明した。
縦写真は奥
行き感や高さ
の表現に向き、
横写真は左右
の広がりや被
写体の幅を表
すのに向いて
いる。
「いいなと
思ったらどん
どんと迷わず
撮る。後から

探 求
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良い写真を選択すればよい」
との指導を受け受講生は「私
の一枚」にレンズを向けた。
現場で、赤山さんは「良い
構図は、写す人の立ち位置で
決まる。感動するものを見定
めて撮影してみよう」と話し、
実際に赤山さ
ん自身が感じ
た構図で撮影
し、受講生に
披露した。
受講生から
は「カメラの
基本的な扱い
方を学び、良
い写真が撮れ
て嬉しい」な
どの声が聞か
れた。

美 術
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まつえ市民大学

15

学ぶ喜び知る楽しみ！

松江藩七代藩主 松平治郷 は(るさと の)功績について、
松江歴史館で学芸専門監 藤間 寛さんから学んだ。

治郷 不(昧 は)、茶の湯文化の振
興で知られるが、破綻状態だった
藩財政の再建にも貢献した。
治郷が 歳で藩主になった時、
藩には約 万両の借財があった。

財政再建のため、稲作の増収、
ロウの製造、鉄の販売、朝鮮人参
の生産や専売事業など「明和の改
革」を実施し、 歳で隠居した。
そして、治郷が 歳を超す頃には
万両を保有できたという。
隠居後は不昧を名乗り「名器は
天下の宝で一人一家の宝であって
はならない」と茶道具の収集と研
究を行う。他家が所蔵する物も調
査し「古今名物類聚 る(いじゅ 」)
を出版、芸術文化振興に力を注い
だ。これは明治政府が国宝制度を
つくるのに役立ったという。 年
間の収集品９２４点には国宝 点、
重要文化財 点が含まれる。
展示会場では、藤間さんから不
昧が主導した楽山焼・布志名焼な
どの変遷について説明があった。
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い か こ い

環 境

治郷(不昧）について語る藤間寛さん

共創のまちづくりを担う

島 根 で 大 地 震 は 起 き る？

50 17

松江城山を会場に「私の松江城を探す」と題して
写真家 赤山シュウさんから写真撮影の基本を教わった。

60 56

カメラの構え方などの基本を教わる

島根大学 向吉秀樹助教と、防災危機管理アドバイザー 林繁幸さん
から、地震のメカニズムや、その備えについて学んだ。

自主防災組織の充実を図ること。
最後に林さんは「安全は与えら
れるものではなく、自らが作りだ
すものである！」と結んだ。
阪神淡路大震災を経験したとい
う受講生は「改めて、日頃からの
災害対応への準備が大事というこ
とを痛感した」と話した。

地震の特徴を説明する 向吉秀樹さん

山陰中央新報社で、長年地域のありさまや社会の
変化を見続け、特別論説委員としてコラムと論説を
担当している大森正己さんから「時代の変化と向き
合う」方法を学んだ。

向吉さんは、地震の定義、震度
とマグニチュード Ｍ( の)違い、断
層の種類など基本的な用語の説明
や「くにびきエリア」の地震の特
徴について解説した。
政府の地震調査委員会の調査結
果から「島根県東部～鳥取県で、
年以内にＭ７以上の地震発生確
率は ％」で油断は禁物と話した。
林さんは「地震を含め災害はい
つどこで発生するかわからない。
備えの基本は『心の備え、物の備
え、地域の備え』である」と強調
した。
心
｢の備え」とは防災知識を豊
富に蓄え、情報を取り込む手段を
考えること。「物の備え」とは何
が一番必要かを考え非常用品を準
備すること。「地域の備え」とは

構図は引き算で

を示し「なぜ？」を問いかけた。
さらに、人やモノ・カネが国境
を越えてグローバル化する世界に
あっては「誤報も急速に拡散する
恐れ」や「ストレートで明快・端
的な表現などの短文の落とし穴」
があることを指摘した。
大森さんは事例をあげ「これか
らの時代を生き抜くためには、急
激な変化に対する物の見方、考え
方を見直すことの必要性を強調し、
何事も、うのみにせずいろいろな
角度から見て、自分の意見を持つ
こと」と話し、変化と向き合うの
は「考えること」と結んだ。
冒頭ＩＴ社会の進展に伴う身近
な変化として、文字を書くことや
雑誌・新聞を読むこと、人に直接
会って会話する機会が減った事例
をあげ、便利さの裏返しで「いつ
でもどこでも」の待てない社会に
なったことや「ものを考える」場
が減っている現状を説明した。
続いて考えることのヒントとし
て、普段見慣れない世界標準の地
図は日本が東の端に位置している。
地図を逆さにして大陸側から見る
と日本列島は目障りな壁。世の中
の出来事も立ち位置、時間軸を変
えると同じものが違って見える事
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「祝辞｣を述べる藤田島根大学副学長
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永田勇蔵 市民大学運営協議会
会長は「松江の文化や産業を学び、
充実した学習時間を過ごして欲し
い。皆さんからのアンケートは、
次年度の講座運営に生かして行き
たい」と挨拶をした。
来賓の藤田達朗島根大学副学長
は「学ぶことは、主体性を持って
自ら学ぶ意欲が鍵になる。まつえ
市民大学では、この自ら学ぶとい
う受講生の意識が根底にあり、理
想的な形にあると考える。少子高
齢化の流れと経済成長後の成熟社
会に向かう現在、我々がどう生き
るかを考え、学びを通じ共に社会
を支える力になるよう、まつえ市
民大学との関係を大切にして行き
たい」と祝辞を述べた。
入学生からは「これからの受講
が楽しみ。今回出会った仲間と共
に、皆勤賞を目指して元気で頑張
りたい」との声があった。
入学生を代表して「誓いの言葉」を述べる野津泰宏さん

まつえ市民大学の入学式が５月 日、プラバホールで行われ
た。今年度から音楽コースを廃止、受講料が若干増額となった
が、定員を超える応募があり、７コースに２７０人が入学した。

まつえ市民大学は今年度も「市
民力」をテーマに、松江市が推進
する「共創のまちづくり」の意識
を高め、参画のきっかけづくりと
なる講座運営を目指している。
学長の代理で出席した早弓康雄
市民部長は「まつえ市民大学は、
平成 年の開設以来、４千人を超
える修了生を輩出し、その存在は
すっかり定着している。現在松江
市は『松江を越える、松江をつく
る』を基本理念に『選ばれるまち
松江』をめざし総合計画を展開中
で、皆さんも修了後は行政と一緒
になって、知恵を出し合いともに
実行する『共創・協働のまちづく
り』に参画されることを期待して
いる」と学長の式辞を述べた。
15

共
講

｢な ぜ ？ ｣を 大 切 に
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29年度入学式

探 究

マイス
タ ー

「松江いわがき を｣特産品に

発 見

年度の講座がスタートした。入学生の

ティータイム

港から約１００ｍ程の港湾内に
ある多古地区の養殖現場を見学。
クレーンで引き揚げたイワガキ
の塊を見るとゴツゴツとしたまる
で岩。周りには海藻や貝がびっし
りと付着していた。
見学後は、昼
食にカキご飯を
試食し、地域の
食材のおいしさ
を実感した。
受講生は「現
場管理の大変さ
を思い浮かべな
がら美味しく食べた。あの努力の
成果を今度は生で食べてみたい」
と話していた。

「松江いわがき」の名称で、ブランド化に取り組む島根町の
イワガキ養殖組合を訪ね、小川喜美夫会長から養殖の概要説明
を受け、養殖現場の見学を行った。
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島根の特産「来待石」

選ばれるまち松江に

島根町の養殖施設は、野井と多
古地区にあり、平成 年から開始。
「松江いわがき」の名称は、官民
で構成する「まつえ農水商工連携
事業」で平成 年に統一ブランド
化し、普及に取り組んでいる。
養殖は、イワガキの稚貝を付着
させたホタテ貝の殻を、隠岐西ノ
島町の島根県水産振興協会から入
手する。この稚貝をロープに４段
から６段に等間隔に繋ぎ直し、水
深約５ｍの海中に垂らす。イワガ
キは、海中のプランクトンを食べ
て３～５年をかけて成長する。
養殖中は、餌をやる必要はない
が、成長までは荒天の日もありの
管理は大変とのこと。
成長したカキは、付着したフジ
ツボや海藻を加工場で除去した後、
さらに殺菌処理し「松江いわがき」
として出荷する。

％ (人 が)、今年初めて市民大学を受講
される。新たな発見や生きがいを見つけて
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覚え込ませた。
田中さんは「体幹ウォーキング
をすることで、腹横筋や骨盤低筋
群、背骨を支える背筋などを使い、
肩甲骨、関節を満遍なく動かすこ
とができる」と強調した。
受講者は「今日の運動は日々の
暮らしで実践できそう」と楽しげ
に話していた。

松江市政策部 経営専門監の田原 弘さんから「松江市は
今、何をしようとしているのか」について「松江市総合計
画」の説明を聞いた。
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石灯ろうや神社の狛犬などで、よく目にする来待石。
採石場跡や加工工場を訪ねて、地場産業について学んだ。

ぎ ょ う か い しつ

ゆ う やく

お と め い し

採石場跡に建
てられた「来待
ストーン」で、
来待石の組成や
特性について古
川寛子学芸員（写真右）から説明
を聞いた。
来待石は、今から１４５０万年
前に火山噴火で出てきた火山灰と
砂状の鉱物が海中に堆積して固まっ
た「凝灰質砂岩」をいう。
落ち着いた風合いで、耐火性に
優れ均質で適度な粘性が有って加
工し易いなどの特徴があり、古く
から、石棺や石碑、階段、灯ろう
などに用いられてきた。
松江藩主は「御止石」として許
可なく藩外に持ち出しを禁じたほ
ど大切にした。松江城をはじめ市
内の至る所に来待石は使用され、
神社の狛犬、袖師地蔵や一畑薬師
の階段などもその一つとして有名。
また、来待石の粉末を焼成して
出来る赤色の釉薬で作られる石州
瓦は塩害や凍害に強く、海に面し
た地域で広く使われている。

野津 秦( ・)日野・森・米井でした。
問い合わせ先
松江市民活動センター
まつえ市民大学事務局
ＴＥＬ ０８５２（３２）０８９３
ＦＡＸ ０８５２（２８）１０７１
メール
m-shidai@mable.ne.jp

北垣・小林・塩田・須田・中島・野津 洋(

取材・編集は、伊藤・片桐・葛上・川口

制作担当 （まつえ市民大学サポーター）

てみよう「なぜ？」と。

れてきたもの、新たな発見を求めて自問し

角度から見る」ことの大切さを説いた。忘

大森さんは「面倒くさがらずに、異なった

があった▼便利さが当たり前の社会の中で、

は宅配業界の労働環境問題のニュース報道

も、どこでも」の便利な社会。その裏側で

はスマホやコンビニに象徴される「いつで

「待てない社会」の一面があると指摘▼今

山陰中央新報社の大森正巳さんは、現状に

楽しく学んで欲しい▼入学式の記念講演で、

88

パーソナルトレーナーの田中禎子さんを迎え、体幹ウォーキン
グのためのコツとウォーミングアップを実践で学んだ。

基本構想は、松江市単独での施
策でなく、県境を越え中海・宍道
湖・大山圏域を一つの地方創生の
拠点と考える。この広域連携で新

松江市の総合計画について説明を聞く
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移 動さ せ なが ら
歩 く等 等 を意 識
す るこ と と指 摘
し た。 そ して 、
こ うし た 内容 を
一 つず つ 確認 し
な がら 、 何度 も
繰 り返 し て体 に
体幹とは、体
の頭部と手足を
除いた部分をい
い、姿勢維持、
手足の動きの土
台、体を曲げた
り、ねじったり
する、体の軸と
なる重要な部位である。
体幹ウォーキングとは、体幹を
意識した全身運動をいい、姿勢が
良くなり、肩こり・腰痛の予防や
ボケ防止などの効果が期待される。
体幹ウォーキングのポイントは、
背筋を伸ばす、いつもより少し目
線を上げて、肩甲骨を動かすよう
に手を後ろに振り、前足に重心を
しいモノ、人の流れを生み出す。
新潟や金沢などと、日本海側を代
表する魅力あふれる拠点をめざす。
経産省の「地域の暮らしやすさ
指標調査」で松江・出雲が全国１
位・２位にもかかわらず、なぜ人
口減少なのか。それは若者の都会
地への転出が大きな理由。働く場
が無いのが原因というが、地元企
業は人手不足の状態が続いている。
田原さんは「多様な地域資源に
恵まれた松江の魅力・価値を発掘
し、発信し、共感する人の輪を広
げ『選ばれるまち松江』をめざす。
選ばれる側ではなく『選ぶ』側の
視点が大切、その視点を持って共
創のまちづくりに参画していただ
きたい」と語った。

海中からクレーンで引き上げられる養殖カキ

体幹を鍛え筋力アップ
健 康

伊藤理事長による石材加工の実技を見学

来待石には ％のゼオライトが
含まれており、土壌や水中・気中
のホルムアルデヒドやアンモニア
を吸着する効果があるといわれて
いる。
続いて訪れた石材加工場で「来
待石灯ろう協同組合」の伊藤勉さ
んから、石材加工の方法や商品市
場の現状について話を聞いた。
伊藤さんは「石灯ろうは一時期
は日本全国へ販売していたが、生
活様式の変化で従来のような大型
の石灯ろうの需要は減少している。
小型の灯ろう
やインテリアの
置物などの商品
開発も手掛けて
いるが、中国や
インドなどから
安い商品が入り
苦戦している。
最近では公共
工事、ビルの床、
壁の建材として
の利用や、大橋
川の拡幅に伴う
護岸工事に来待
石を使っている」
と話した。
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来 待ス トーン の採石 場跡を 見学

)

