学 ぶ喜 び 知る 楽し み！

まつえ市民大学

発

見

島根大学大学院 松本一郎教授から｢街歩きから学ぶ環境フィールド科
学｣と題し、白潟本町･魚町付近を街歩きしながら大地の成り立ちにつ
いて話を聞いた。

山代古墳群を歩く

裁判員制度を学ぶ

マイス
タ ー

松江地方裁判所を訪問して、裁判および裁判員制度について
裁判官からの説明を受けた後、実際の法廷を見学した。

最初にビデオにより裁判の仕組
みについての講習を受け、吉田裁
判官から裁判員制度について、裁
判の流れに沿い説明を受けた。
裁判員制度は、刑事裁判に対す
る国民の信頼を確保する為、国民
から選ばれた裁判員が参加する制
度で、６人の裁判員と３人の裁判
官が共に裁判に立ち会い、被告人
が有罪か無罪か、有罪の場合の刑
について判断するもの。
裁判員になる確率は、平成 年

では約一万一千人に一人という。
島根県では、平成 年に有権者が
約 万人おり、千二百人が候補と
して選ばれるとの説明であった。
吉田裁判官は、この制度施行に
よる利点の一つとして、国民目線
でのさまざまな意見が審理に反映
される点を挙げた。
受講者からの判断基準の質問に
対し、裁判官から「判決は法廷で
取り調べられた証拠をもとに判断
する。裁判員と裁判官の全員が評
議で議論を尽くしても意見が一致
しない場合、多数決で結論を決め
る。この場合、裁判員の意見は、
裁判官と同じ重みを持つことにな
るが、有罪か無罪かを決める場面
における有罪の判断、有罪とする
場合の量刑の判断については、多
数の中に裁判官が一人以上加わっ
ていなければならない」などの説
明があった。
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講義を受けた後、実際の法廷を
見学した。普段立ち入る事のない
法廷内は明るく、広さも他の裁判
所に比較し広いとのこと。
受講者は普段着ることのない法
服を試着し、裁判官席に座り、合
わせて検察席、弁護側や被告席に
座るなどの法廷体験を行った。
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環 境

街 歩 き か ら 学 ぶ

い かこ い
ＴＳＫ新社屋を訪問
昨年８月大橋川沿いに移転し、放送を開始した山陰中央テレビを
訪ねた。高尾常務から「地域と寄り添う放送局」、山根副部長から
「アナウンサーの仕事」などについて話を聞いた。
山陰中央テレビジョン放送 株( )
は、島根県松江市に本社を置き、
島根県と鳥取県を放送対象地域と
するテレビジョン放送の特定地上
基幹放送事業者である。
現在の略称「ＴＳＫ」は、開局
当初の愛称「テレビしまね」から
とり、社名変更後も継続して使用
している。
昨年８月末から放送を開始した
新社屋は、鉄筋 鉄･骨造り３階建て
でアンテナを設置する高さ約 ㍍
のタワーを備えている。広く開放
感ある玄関ホールでは、イベント
や展示会の開催が可能で、屋外も
市民の憩いの場となるように整備
している。さらに、ＬＥＤ照明の
導入など省エネにも配慮している。
高尾常務は「ＴＳＫで制作する
『ヤッホー』や『ＴＳＫみんなの
ニュース』などではいずれも山陰
のニュースや旬の話題を広く深く
掘り下げるため、ローカルジャー
ナリストなども起用している。ま
60

白潟から末次を望んで説明を聞く

｢和久羅山、嵩山に連なる山々は
火山岩地帯。茶臼山付近の噴火に
より、流れ出た溶岩の終着点が嫁
が島｣などの話を聞いた。
受講生からは、｢車をやめ、た
まには古地図を片手に街歩きして
みたい｣との声が聞かれた。

白潟本町のスティックビル付近
の標高は３㍍、北に向かい松江大
橋付近は４㍍だという。標高の高
い位置に橋を架けるのは今も昔も
変わらない知恵である。
中世の松江は、現在の市街地の
大部分が低湿地であり、人の住め
るような場所ではなかった。
番組「ブラタモリ」でも紹介さ
れた魚町の「出世(井戸)小路｣を
東に行った所にも標高の高い地点
がある。ここは宍道湖西側から東
への｢水と風の力｣により高みとなっ
た当時少ない陸地のひとつで、城
下町のできる前から千人位の人が
住み商業を営んでいたという。
山陰合同銀行本店展望室からは､
山代二子塚古墳を登る受講生
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裁判、裁判員制度について裁判官から
説明を聞く

視でおぼろげには内部構造が判
る。将来は科学の進歩により発
掘しなくても鮮明な内部構造が
解明されるかもしれないとの思
いからだとのこと。
最後に訪れた「山代方墳」で
は、今でも古墳の周りに置かれ
ていた埴輪や土器の破片が見つ
かるとのことで、受講生は一斉
に破片探し。見事２つの破片を
採収した。高屋さんは確認して
みると話した。
受講生の一人は「古墳を歩い
てみて、改めて出雲の歴史に誇
りを持った。自分の子や孫がこ
の歴史の価値を認識し、受け継
いでくれるよう伝えて行きたい」
と想いを語った。

法服を着て裁判の感じを体感する。天井の照明は
宍道湖の波をイメージした流線型のカバー

「ヤッホー」などを放送する制作スタジオを見学
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た、災害時の放送は重要な役割で
探 求
あり、詳細なマニュアルを定めて
万全を期すると共に、停電に備え
秋晴れのもと、八雲立つ風土記の丘学芸課長 高屋茂男さんに
て５日間電気を供給できる発電設
解説していただき「大庭鶏塚古墳」「山代二子塚古墳」「山代方
備を設置している」と強調した。
墳」をめぐった。
そして、主催・共催のイベントや、
最初に訪れた「大庭鶏塚古墳」 現状保存されている。その理由は、
アナウンサー出前授業、伝統芸能
助成活動などの社会貢献活動につ は、出雲国造家の祖先の墓ではな 発掘すると元の状態は消滅してし
いかと推測されている。
まう恐れがあるから。現代科学は
いても語った。
次に訪れた「山代二子塚古墳」 進歩しており、現在、レーダー透
続いて、ニュースや天気コーナー
などを担当する現役アナウンサー は、出雲市の「大念寺古墳」 と地
として活躍中の山根副部長から、 理的にも、年代的にも近く、両者
ニュースの構成や役割、基礎的な ともに島根県最大級古墳である。
発声練習と早口言葉などを教わっ しかし、「山代二子塚古墳」が前
方後方墳であるのに対し「大念寺
た。
後半は現場見学。 制｢作スタジ 古墳」は前方後円墳という違いが
オ 報
｣｢道センター 報
｣｢道スタジオ ｣ ある。このことが何を意味するの
主調整室 などを２組に分かれて かはまだ明確でないという。
｢
｣
この「山代二子塚古墳」は、旧
巡り、説明を受けた。どこの部署
日本陸軍練兵場として、射撃訓練
にも最新機器が設置されていた。
受講生からは「今日の講座でＴ の防弾壁として使われた時代があ
ＳＫに親しみがわいた。８チャン るため、一部が破壊されたが展示
ネルのボタンを押す機会が増えそ 館として外観復興されている。但
し、石室部分は未だ発掘はされず
う」との声が聞かれた。
山根副部長より放送現場第一線の話を聞く
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健 康

失明原因の１位は緑内障。定期検診で、
早期発見することが大切と市岡さん

大切な目を守るためになにが必要か。目を守るた
めの心得を市岡眼科の市岡伊久子院長から学んだ。

70

昔ながらの風景に、思い思いの構図を決め
て筆を走らせる。

参加しませんか

サポーター活動

サポーター
の
会

一部は 、災害被災 地への義援 金や
歳末助け合い共同募金に供託。
会で は会員を募 集中。希望 者は
事務局 まで連絡く ださい。あ なた
の参加をお待ちしています。

「まつえ 市民大学サポー ターの会」は、 本紙「いかこ い」の製
作をはじめ、市民大学の各講 座運営の補助や自主研 修、松江水燈
路などの地域活動への参加などを行うボランティア活動の団体。

本会は会員相互の親睦を図り仲
間づくりから活動の輪を広げ、年
間を通じて諸活動を展開している。
今回はその一部を紹介する。
松江水燈路の「行灯づくりの店」
は、今年は天候に恵まれなかった
が、２日間開店。多くの来店者で
賑わい、喜ばれた。
昨年から「撮影研修会」を行っ
ている。昨年は「大社神門通り」
今年は「水木しげるロード」を訪
問。境港市役所の担当者からその
取り組みを伺い、観光客増の秘策
を探った。
自主企画講座では「出雲弁の保
存について」研究者からその取り
組みを学んだ。
受講生から商品を提供してもらっ
て開催しているバザー。売上金の

ティータイム

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）

今年から 高齢運 転者標識 四
(
つ葉マーク を
) 付けた。以来、
運転環境が一変！「あおられる、
追い越しを かけられる、割り込
まれる」ま るで邪魔者扱い。高
齢者の車を 保護する趣旨はいず
こやら▼ 折しも「あおり運転事
故」が連続 報道され、飛び火の
ない事を願 っている▼松江は国
際文化観光 都市、せっかく観光
などで「松 江」を選んで来られ
た方には、 出雲弁のようにあた
りがやわら かく、ゆずり合いの
精神で、心 豊かな交通マナー対
応をしたい ものである。「選ば
れる松江」になるためにも。

毎年２００万人を超える観光客が来る「水木しげ
るロード」その魅力を探りに出かけた

探
求
発
見
マイスター

大切な目を守ろう

ジ オ パ ー ク を 描 く

賑わった松江水燈路「行灯づくりの店」。
今年は外国からの観光客が目立った

毎年９月２５日のおかげ天神の日にバザー
を実施。市民にも恒例化してきた

出 雲 弁 よも や ま話
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視覚障害 にかかわ る症
出雲弁は古代・中世の日本の言葉が時代を超えて残
状では 、緑内障、 糖尿病
り、日本語の祖型とも言われる。松江歴史館の館長 藤
網膜症 、網膜色素 変性症
岡大拙さんから、その特徴を中心に話を聞いた。
などが 失明原因の 半数を
出雲弁は、日常的に若い層はほ 雲文化は醸成された歴史的背景が
占める 。また、視 覚障害
とんど使わなくなっている。
ある。一方、この風土は繊細さ、
者手帳の取得割合が 歳
藤岡さんは出雲弁の衰退要因は、 気遣いなども伴い、茶道につなが
代では ％ 余りに増える
①方言をしゃべるのは、田舎者の る素地にもなった。また、鎖国的
という。
象徴と考えられ、文化水準、知 な政策が、古代・中世の言葉を
高血 糖は様々な 病気の
的レベルの低さを示すものと捉 世紀にまで残し続けることに貢献
原因として知られており、
えられたこと。
することとなった。
視覚障 害でも注目 されて
②マスコミの影響や学校教育で標
この政策を維持継続できたのは、
いる。 眼の網膜に は神経
準語が日常的に耳に入る。
出雲地域が山の幸、海の幸などの
細胞や 毛細血管が 張り巡
③家族の中に都会での生活者が増 資源に恵まれた豊かな土地であり、
らされ ており、糖 尿病は
えたこと。
人や物品の移動が無くても暮らせ
この毛 細血管の健 全性に 影響を受ける。
などが考えられると指摘。しかし、 る濃密な環境によるものであった。
影響を 及ぼし、血 流不足
「目は体の中で唯一毛細血管の
「出雲弁はとても重要な文化。何
出雲弁は、同じ地域に住み続け
状態を見ることができる。日常の
や
出
血
に
至
る
と
見
え
方
に
しろ古代語、中世語、近世語が現 るための方策で、はっきりものを
支障を招く。
生活習慣による予防が大切である
代語と一緒に使われている」と強 言うと角が立ち、争えば集団に居
さら に、外から の光を が、それに加えて、定期的な眼底
調した。
られなくなる。集団内で上手にふ
直接受 ける黄斑部 の網膜 検査をすることで、毛細血管や網
出雲地域では独特の曖昧な意思 るまうためには、物事をはっきり
は、紫 外線、パソ コンや 膜の様子から様々な病気の早期発
表示の風土（生きる上の知恵 が引 言わない曖昧な表現をすることに
スマホ 画面など青 系の光 見につながる」と市岡先生は検査
)
継がれてきたが、これは「あたり より「あたりがやわらかい」とい
の過剰 な刺激によ っても の重要性を呼び掛けた。
がやわらかい」という出雲弁の特 う生活の知恵となった。
徴の一つとして現れている。
言葉（方言）は日常生活に密接
美 術
出雲地域は大和朝廷に制圧され な関係があるため、道具としてだ
た敗北感から、この地域でとられ けでなく、その地域や時代の風習、
た鎖国的な政策によって独自の出 しきたり、知恵などが文化として
ジオパークエリアで、松江の原風景が残る大海崎地区を訪れ、
その中にしのばれる。
講師・松本修宗さんの指導で、遠景や近景の構図の取り方を学び、
このような環境の中で生き 作品作りに取り組んだ。
残った出雲弁は、貴重な文化
い方を特訓した。
遺産であり日本語研究の資料
写生の場所は今も原風景が残る
でもある。その歴史的な意義
大海崎地区の港周辺。ここは出雲
を理解し、方言への偏見をな
国風土記による嶋根郡・朝酌郷、
くする。現在は、保存のため
大井浜の先端にある前原﨑 さ
(き
に、このような新たな意識の
はらのさき 。
) 東には伯耆大山や
風土の醸成が求められている。
中国山脈、これが遠景。港の小さ
出雲弁保存会会長の藤岡さ
な漁船が近景。西の方角は、大橋
んは巧みな発音とイントネー
川の中海大橋が遠景。小さな漁船
ションで笑いを誘いながら解
が近景。そのほかには、漁港の脇
説し「言葉は、小学生までの
を流れる小川を中心に川辺の柿木、
子供の時に習得したものは身
民家があり、遠景には迫ってくる
につく。出雲弁を今後も残し
ような里山などの構図がある。ど
て行くには、小学生への習得
の構図も絵心をくすぐられる。
の配慮が望ましく、学校教育
今回の作品は、家に持ち帰り仕
一週間前に行った「風景画の基礎」
に取り入れ、教えるようにし
講座で、構図の取り方や遠くの山、 上げ、修了式で作品を展示し、皆
ていく取り組みが必要だ」と
水面、松の木などの着色を練習。 さんに見てもらう。受講生の力作
結んだ。
また、水彩画の特徴である水の使 に期待が高まる。
３コースの合同講座として藤岡さんの話を聞いた

