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環

境

県立松江農林高校で 園｢芸」と「キムチ作り」の講座が
開かれ、園芸では同高校の生物生産科 水上俊人先生と波田
地勘六先生から「草花の寄せ植え」について学んだ。
寄せ植えの基本は用土と
肥料そして水。それぞれが
バランス良く保たれている
事が大切。さらに培養土や
肥料などの資材ついて具体
的な説明を受けた。

健 康

美 術

水上さんから「鉢の型や深さは、
植える物の高さや大きさのバラン
スを見て選ぶ。植え方は鑑賞する
方向 一(方向、四方向 に)よって違
う。飾る場所やどの草花を主役と
脇役にするかがポイント」など鉢
植え時の注意点を聞いた後、それ
ぞれが寄せ植えを体験をした。
「寄せ植えは、人の暮らしに潤
いを与える。グリーンライフの一
環として、降り注ぐ陽光と共に日々
身近で、花と緑の生活を楽しんで
欲しい」と水上さんは結んだ。
この講座は「キムチ作り」との
選択受講が組まれており、約半数
の人がこの寄せ植えを体験した。
受講者からは「世界に一つだけ
の鉢植えを完成する事が出来た。
これを機会に趣味として今後も作っ
ていきたい」との感想が聞かれた。

日本刀は 自然の アート

美術 品と し て人 気の 高 い日 本刀 。 自然 科学 サ( イ エ ンス が)
作る 日本 刀の美 につい て、 島根大 学大 学院総 合理 工学 研究 科
教授 大庭卓 也さんから 話を聞いた 。
古くより出雲の地で発展しなが
らも衰退していた「たたら製鉄」。
昭和 年文化庁の援助を受けて復
活し、再び日本刀の原材料玉鋼を
全国の刀匠に供給している。

日本刀の作り方は、玉鋼を何回
も折り返し鍛えていく。鉄の組成
を科学的に分析してみると、焼き
入れ直前にはオーステナイトとい
う結晶になっている。刃の部分に
は薄く、峰の部分には厚く焼き刃
土を塗る。
水につけると薄い刃の側は、急
冷して結晶がマルテンサイトに変
化し、刃物に適した状態となる。
また峰側は、ゆっくり冷えて縮
むことで全体が自然な形に反る。
刃文の部分は、マルテンサイト、
フェライト、パーライトなどの結
晶が混在している。光にかざすと
波打つ文様になって見える。鉄の
結晶による自然のアートである。

古代出雲における仏教受容

探 究

伝 来 当 初、 仏 教 の「 仏 」 は 「蕃 神 あ( だ し く にの か み 」) と
呼 び 神｢道 の｣ 神と 区 別し てい た。 出雲 に おけ る仏 教の 普 及に
つ いて 、出 雲弥 生の森 博物 館 花谷 浩館長 から 話を 聞い た。

共 通
講 座

日本への仏教伝来の時期は諸説 に仏教文化を代表する 飛｢鳥寺 を｣
あるが、いずれも欽明天皇の時代。 建立するまでに 年かかった。
崇仏派（蘇我氏）と排仏派（物
仏教は伝来当初に、異国から入っ
部氏）の抗争で、蘇我入鹿が飛鳥 た「 蕃神」と して国 内の「 神道
国(津神 」)と区分されたが、慈し
みと哀れみに基づく教えを説き、
飛鳥時代に広まった。
出雲への仏教伝来は、奈良を介
して伝えられ、鰐淵寺 出(雲市 ・)
清水寺 安(来市 ・)峰寺 雲(南市 な)
ど次々と建立された。「出雲の寺
院建立は全国より遅いが、出雲国
造や普及に熱心な国司の力で発展
していった」と花谷さんは語った。
受講生からは、はじめて聞く言
葉も多く興味深い講座だったとの
声が聞かれた。

定期演奏会

ティータイム
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受講生の皆さん、
修了おめでとうございます。
修了式を迎え、今年度を振り返ると、
入学式の特別講演で「現代は便 利さの
裏返しの待てない世相」の言葉 に符合
するような社会事 象が目立ちます▼簡
単・早いに代表される便利さは、半面、
その便利さが当り前になって、 更なる
便利さへとエスカレート。ふと 気が付
けば、先を急いで時間に追われ ている
ことも▼このような中「心のゆ とり」
を感じるには、市民大学の受講 はお薦
めです▼本紙「いかこい」では 知識や
講座情報の参考に、可能な範囲 で各講
座の受講内容を掲載しています 。来年
度も市民大学に多くの方々が受 講され
ることを期待しています。
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中海の味復活をめざして

講座の後のお楽しみ、美味しい赤貝ご飯をいただく

13

日 本へ の 仏 教 伝 来 に つ い て 聞く

島根大学管弦楽団第63回定期演奏会が、松江市総合文化センターで
開催された。島根大学教育学部 河添達也教授のメロディー解説と
指揮により４曲を演奏。会場から惜しみない拍手が送られた

好みの花を合わせて寄せ植えをつくる
日本刀の美について解説を受ける
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正月料理の定番といわれた中海の赤貝。最近になって漁獲
量 も年々増えてきた。中 海漁業協同組合 外谷久 人組合長と
能見清治さんから赤貝復活への取り組みについて話を聞いた。

12

山陰地方では「赤貝」と呼ばれ
るサルボウガイ。昭和 年代には、
中海は年間１６００トンの水揚げ
を誇る日本一の産地だったが、水
質の悪化や干拓事業の影響などで
水揚げ量が減少の一途をたどり、
昭和 年を最後に出荷は途絶えた。
その後、赤貝の稚貝が発見され
たことから、赤貝の復活を目指し、
平成 年から島根県水産技術セン
ターや中海漁協などが養殖研究に
取り組んでいる。
当初、稚貝をまく方式（湖底に
放流）がうまくいかなかったため、
平成 年に５段のカゴに稚貝を入
れ、水深３～５ｍに吊り下げる
「かご垂下養殖」を採用したこと
現在は、松江や安来地区など
で生育が安定した。
か所で養殖に取り組んでおり、今
平成 年は１・５トン、平成
季は昨季の７・２トンを上回る８
年は２・７トン、平成 年は４・ トンの水揚げを見込んでいる。
５トンと水揚げ量を伸ばしてきた。
外谷組合長は「中海産の赤貝は、
エサであるプランクトンが豊富な
水深帯に吊り下げて育てるため、
身がしっかり詰まり、味も濃厚な
うえ、砂地で生育していないので
砂かみもなく高品質である」と、
力説した。
「中海 産赤 貝は、 天然 もの に比
べ殻が薄いので、力を入れずそっ
と洗い、鍋に入れるときにも殻の
破片が入らないように手ですくい
入れること」と能見さんから料理
のコツを聞いた。
講座の後のお楽しみは「赤貝ご
飯を味わう！タイム」。ボランティ
アグループ「せんだんの会」 名
の皆さんのお世話で「赤貝ご飯・
味噌汁・漬物・あかもく」をいた
だいた。赤貝ご飯のお代わりをす
る受講生もいて、中海産の味を大
いに堪能した。

島根大学

花 と 緑 の 生 活 を
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中海での赤貝養殖事業について外谷組合長より説明を受ける
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