学 ぶ喜 び 知る 楽し み！

まつえ市民大学

ジオパーク

いか こ い
体感
環 境

空 間 を 彩 る アート

美 術

インスタレーションという新しい表現方法を、島根大学の新井
知生教授の指導で学習し、作品制作を行った。

松江の酒蔵と末次再発見

発 見

松江での酒造りについて國暉酒造を見学、代表取締役で杜氏
でもある岩橋弘樹さんの話を聞き、
法人まつえ・まちづ
くり塾 堀江一夫 さんの案内で末次町近辺を巡った。

東茶町の國暉酒造で酒造りの歴
史と製造について岩橋さんから話
を聞き、酒蔵内を見学した。
國暉酒造は江戸時代に回船問屋
から始まり、酒造りは明治に入っ
てから開始した。江戸時代に建て
られた國暉酒造の建物は、歴史の
重みと落ち着きのある独特の雰囲
気があり、外にはシンボルのレン
ガ煙突が見える。

硬度がやや高目の北山山系の湧
水を使用している國暉の酒は辛口
とキレがあるのが特徴。
また、酒の出来に直結する麹、
酵母の温度管理は、経験と繊細な
感性による人間の熟練技が必要。
これに勝る管理の方法はないとい
う。
古事記にあるように島根県が日

本酒の発祥の地であることにちな
み、出雲神話でヤマタノオロチを
酔わせた酒「八塩折 や(しおり 」)
を再現製造するなど、國暉酒造で
は技術の継承に加え新たな開発に
向けて積極的に取り組んでいる。
受講生からは「醸造は奥が深く、
多くの人の手を経ていることが分
かり、酒に接する気持ちが変わっ
た」との声が聞かれた。
続いて、堀江さんの案内と説明
で、末次町、西茶町、中茶町を中
心に、文化財や昔の暮らしぶりな
どがわかる場所を巡った。
宍道湖での船舶輸送が盛んであっ
た時期、末次広場付近が幅広い荷
物の集積場の港として栄えていた
こと。保存について運用体制を検
討中の歴史的洋風建物「田野医院」
明(治 年建築 と)大正元年建築の
登録有形文化財である「浅野小児
科医院」の洋風建物。また、若手
による新たなまちづくりで開店し
たカフェ「コチカ (COCHICA)
」や
整備された散策舗道など、日常何
気なく通り過ぎている場所を、説
明を受けながら歩き、地域に根ざ
した先人の知恵や暮らしに触れる
ことができた。
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松江市と出雲市が進める 国｢引きジオパーク構想 。｣島根大学野村
律夫特任教授から、ジオパークと地層からみる島根半島の成り立ち
を 国｢引き神話 の｣舞台で詳しく聞いた。
ジオパークとは、地球 大･地 ジ(
オ と)公園 パ(ーク を)組み合わせた
言葉で「大地の公園」を意味し、
地球を学び、丸ごと楽しむことが
できる場所をいう。
松江市内からバスで美保関町千
酌海岸へ向かう。
海岸線をしばらく移動すると 波｢
食棚 が｣見られる絶好の場所へ到着。
ここは凹凸を繰り返すリアス式
海岸で、砂岩層と泥岩層の互層で
できている。
ここに分布する砂岩には、約１
５００万年前の水の流れた後や、
そこで生活していた生物の動いた
跡、一円玉大のシジミの化石など
を見ることができた。
野村さんは「ここは、水深５～

古事記研究者の三浦佑之千葉大学名誉教授は、古事
記の記述と日本書紀の対比表を示しながら、国譲り神
話の解釈を語った。その違いから当時の権力の情勢が
見えるという。

できあがったものをスティック
従来の彫刻や絵画は一つの作品
として「鑑賞」してもらうという ビルのロビーの天井からつるすと、
意図がある。インスタレーション 照明や外の光に輝く空間が出来上
とは、作品を総体として見る人に がった。
呈示する芸術的空間のこと。観客
には作品の中に入ってその環境を
「体感」してもらう事が目的。空
間全体が作品であるため、その中
の１点１点は作品ではなく作品の
１要素である。
今回の講座は「光の森」という
テーマ。光を通す素材で制作した。
受講生は素材を貼り合わせたり、
長くつないでみたり、膨らませた
透明の袋に入れてみたり、シール
やリボンを張ったりして、光をあ
てた時に反射したり、透過する場
合の輝きなどを想像しながら工夫
をこらしていた。

大橋川沿いに建つ國暉酒造

岩橋さんから酒造りの歴史や苦労を聞いた

ニヌシが勝者タケミカヅチをもて
なしたと解釈すべきと主張。
しかしながら、当時の出雲には
高層神殿はすでにあったと考えら
れる。それが淀江遺跡から出土し
た土器に書かれた模様であり、交
流があったと思われる諏訪大社
(タケミナカタが逃げたところ)の
御柱(おんばしら)であったりする
と述べた。
古事記、日本書紀の後半に語ら
れる大和と出雲の関係も、勢力を
持っていた出雲の神の世界に対す
る大和の視点が関係している。国
譲り神話は、その流れの中に存在
していると話した。
よく国譲り神話として語られる
が、国譲りという言葉は古事記に
も日本書紀にも出てこない。近年
の解釈だと説明した。
アマテラスがタケミカズチを派
遣して葦原の中つ国(地上世界)を
征服する説話の中で、オオクニヌ
シが国を譲る条件として大神殿を
建ててくれと要求し、多藝志の小
濱に神殿を建て御馳走を供えお祝
いしたとの記述には、誰がという
主語が書かれていないと指摘。約
束に従い高天原がが建てたとの解
釈が一般的であるが、三浦さんは、
当時は負けた側が勝者をもてなす
決まりがあったことから、オオク
照明や外からの光を受け、さまざまな表情をみせる

野村さんから地質の構造や特徴を聞く

共 通 講 座

出雲神話を考える
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６００㍍の深海の地層が、隆起す
る際に 度近く立ち上がって出来
たもの。
島根半島には独特な文化・歴史
が育まれ、その一つが『出雲国風
土記』冒頭に記載 された
『国引き神話』である。
この地が朝鮮半島や北陸
一帯と人的・文化的交流
を育んで 古代出雲が発
展したことを表したもの
と考えられている。
古代の人々は目に見え
る風景を神話として今に
伝えている。現在の目に
見える風景を『国引きジ
オパーク』として次世代
へ伝える取り組みを進め
ている」と説明した。
「国引き神話」の舞台
となった場所での講座に、
受講生からは 大｢地が生
んだ国引き神話と、人々
の交流を再認識させられ
た興味深い講座で良かっ
た と｣の声が聞かれた。

浅野医院の建物は玄関の柱にも特徴がある

90

広大な波食棚で島根半島の生まれた時点に思いをはせる
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地域ぐるみの活動で、街を変えるのに１０年かかっ
たと周藤さん

民家を改造した新しい店がつぎつぎ開店し、街を活性化させている
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避難所で使用する仕切り板を組み立てる。中の
広さは約２畳

探 求

10

相撲の起源は出雲
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北垣・小林・須田・中島・野津 洋( ・)
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

取材・編集は、伊藤・片桐・川口

制作担当 （まつえ市民大学サポーター）

ティータイム
秋 は 「松 江 水燈 路」 の 季節 。 サ
ポー ター の会 で実 施し てい る「 行
灯づ くり の店 」も 今年 で９ 年目 に
なり ます ▼８月 に読 売Ｔ Ｖ 系列 の
旅番組『クチコミ新発見！旅ぷら』
で「 行灯 づく りの 店」 の取 材が あ
りました。ゲストが行灯を作製し、
二の 丸の 手作 り行 灯群 に囲 まれ て
撮影 が行 われ まし た▼当 地 では 放
送局 の関 係で 放映 され ませ んが 、
関西 や山 陽の 方で ご覧 にな り、 お
出か けい ただ けれ ば幸 いと 思っ て
います▼今年も「行灯づくりの店」
開店 しま す。 地元 の皆 さん もぜ ひ
土曜 日４日 間（ ９／ 、 ／７ 、
／ 、 ／ ）二 の丸中 櫓前 に
お越し下さい。お待ちしています。
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災害から命を 守るにはどう すれば良いか、 防災・危
機管理アドバイザー林繁幸氏から、避 難方法や避難所 健 康
生活での注意点などを学んだ。
所への 声掛け、避 難済を玄関 に明
記して おく、非常 用品の準備 など
を指摘 。避難所で は、床の塵 を防
ぐには センチ 以上ベッド の高さ
が必要 等々、災害 から身を守 るた
めのア ドバイスが 適時なされ 、防
災意識を大いに高めた。

近年、豪雨災害が各地で発
生している。平成 年７月５
日には島根県西部、福岡県、
大分県と同日に３県で特別警
報が出される事態となり、甚
大な被害をもたらした。
「自然災害は人間の力で 抑
えられないことを前提に、生
き延びる知恵を持つこと、あ
らゆる方法で情報を取り、早
めの対応を取ること、災害関
連死にならない避難所での心
得」などついて災害避難者の
声や避難の問題点を整理し、
災害から命を守る術について
林さんから具体的に解説を受
けた。
続いてグループに分かれ、
ワークショップ方式で避難の
タイミングや避難方法を討議
した。具体的には、時間の経
過とともに次々に入ってくる
情報をもとに、どう考え行動する
かを話し合う。臨場感を持ったイ
メージトレーニングができた。

最後に、実際に避難所で使用す
る段ボールを使った間仕切りづく
りや段ボール箱を集めて造るベッ
ド、紙製簡易トイレの作り方を受
講生全員で試行錯誤しながら組み
立てを行った。。
ワークショップや作業体験の折々
にも、早めの行動の大切さ、隣近
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の起源は出雲とされる。この天覧
の力比べが行われた７月７日は、
水の精霊と相撲を取り、霊を制圧
し、豊作を祈る相撲節となった。
近世の初めには寺社の修理や造
営の費用集めに相撲が行われ、江
戸時代になると公に許された勧進
相撲となっていく。
松江藩では六代、七代藩主の頃
には多くの上位力士を抱え、松江
藩の力士が登場しないと勧進相撲
が成立しなかったという。
松江藩のお抱え力士はお舟屋に
家が与えられ、引退後も扶持（ふ
ち）米が出て優遇された。明治に
なると、現東出雲町出身の陣幕久
五郎が十二代横綱となり、歴代横
綱代位の基礎を作った。
品川さんは「出雲と相撲はこの
ように関わりが深い」と結んだ。
サポーター
の
会

災害から命を守る／避難所体験

温泉町をこうして変えた

10

出雲と相撲の関わりについて、古代から現代までを古代出
雲歴史博物館の学芸企画課長 品川知彦さんから学んだ。

相撲の起源伝承は、古事記では
稲佐の浜でのタケミナカタとタケ
ミカヅチの力比べ、日本書紀での
天皇の命による当麻蹴速（タイマ
ノケハヤ）と出雲の野見宿祢（ノ
ミノスクネ）の力比べがあり、い
ずれも出雲国と関係するので相撲

出雲弁は消えてしまうのか

地域の方言を調査している 島根大学講師 野間純平さん、
県立広島大学名誉教授 友定賢治さん、国立国語研究所副所
長木部暢子さんに今までの取り組み内容を聞いた。

語研究所の木部暢子さんは「調査
した方言のデータを展示し、皆さ
んに実態を理解してもらう機会と
方法を検討している。今後も更な
る調査が必要」と話した。

刻々変化する台風情報を受けて、５分以内で討
議し、即座に次の行動を決める

行司の祖、羽飛（はとび）は野見宿禰と当麻蹴
速の力比べの行司をした。彼も出雲国出身

この取り組みは各地の方言が消
滅しないうちに残すため、地域で
言語や発音の聞き取りなどを行い、
体系的にまとめようというもの。
講座の講演を行った野間純平さ
んは、今まで調査したデータの分
析から「若い人が使わなくなって
いる方言がある。また、発音や言
い回しが標準語に近くなっている
など、今のうちに出雲弁会話の再
現ができる方法の記録保存が必要
だ」と指摘した。
友定さんからは「出雲弁は保存
会活動が行われているが、方言が
消えてしまう前に、お年寄りから
若い人にこの文化的財産を生前贈
与して欲しい」と要望があった。
このプロジェクトを推進する国

方言は形がないので一旦無くなると復元不
可能になる。今が最後の調査時期と警鐘

自主企画講座

今、女性客を中心に人気の玉造温泉。十数年前までは団体客
中心だった温泉街から、いかに転換を図ったか、松江市観光協
会玉造支部の周藤実事務局長から取り組みを聞いた。

玉造温泉は団体客中心の構成になっ マをブレずにやってきた。街が変
ていた。その団体客が 年前まで右 わり、人の心も変わり、にぎわい
肩下がりになっていた。そこで街 の再生に成功した。街に住む人、
ぐるみで危機感を共有し、個人客 街に働く人の思いをひとつに、地
対応へ温泉街全体を転換すべく取 域ブランドの更なる高みを目指す」
と周藤さんは力説した。
説明を受けた後、実際に街に出
て新たに設置したスポットを案内
していただいた。川沿いの古民家
を改造した土産店舗やカフェ、安
く泊まれるゲストハウス。恒例と
なった夏祭り用ステージやキッズ
夜店の会場。そして神話通りと名
付けた神話関連のモニュメントや
神話に関する小冊子の無人販売所
など、客が足を止める多くの仕掛
けがいたる所に配置されている。
まち歩きの最後に、おすそわけ
茶屋で休憩。地域の人が交代で訪
れた人をもてなす。番茶とお茶う
り組みが行われた。その経過につ けの漬物は無料。
いて周藤さんから説明を聞いた。
受講生からは、今回聞いた活動
まず全国に数千も在る温泉地の 内容をヒントにして今後の活動に
中で特色を出すために、「出雲国 活かしたいとの声が聞かれた。
風土記」の一 節からの発想と
女性客にマッ チする温泉とい
うイメージで 「姫神の湯」を
街づくりのテーマとした。
「出雲国風土記」の記述か
ら美容をテー マに美肌化粧水
を作り、宿の 売店ではなく街
中に高級感の ある化粧品店を
出した。そし て、街角の各所
に神話に関連 したオブジェを
置いて記念撮 影のスポットに
した。さらに 玉作湯神社にあ
る「 願い石 」に願を 掛ける
「叶い石」の お守りを生み出
すなど、宿泊 客を街歩きへと
誘客し賑い創出をした。
「『まちづくりは人づくり』
という視点で 変革を行って、
地域の人の意 識が変わった。
この 年間、商標登録したテー

『姫神の湯』

