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まっえ市民大学

映圃に興味を持っ
１週間前に現地に入っていたこと

調査から見えた戦国の山城

探求

今︑ロケ地を決めるとき←年前

また︑周囲の山々の頂には︑尼

を忘れないと安川さん︒

ビューした﹁アル
にはその地に入る︒地元の人と仲

戦国時代に築か

子十砦と言われる勝山城︑三笠山

たのは︑映圃館デ

プスの少女ハイジ﹂
良くなり︑信頼を得ないと映圃作

た多くの山城に

ハ雲立つ風土記の丘副所長高屋茂男さんから松江固辺に
散荘する山域について︑測国謂査から得た新事実を聴いた︒

の犬圃面に興奮し

りはできない︒映圃の終わりに流

城︑十神山城などの砦群が築かれ

れるエンドロールには︑地元協力

︑山頂に申心的

﹁白い船﹂を見

者の名前を一人も落とさない︑な

の吉川氏や開ケ原の戦の後に入城

▽入勢力として威容を誇っていた︒

ど映圃製作での裏話を聴いた︒

がったところに往居や兪鰍が立ち

した堀尾氏が整備・強化したもの

役割の本丸︵主

て坤らぬ間に朕し︑

コロナ禍で放快中止している

並ぶ曲輪が多数ある︒防御の前紳

で︑石垣や瓦葺厘根の建物の存往

現在の盲田城跡は︑毛利家家臣

鎔織監悟を知る︒

﹁高津川﹂は目々の目常を淡々と

である曲輪には堀切︑竪堀︑上塁︑

が催認できる︒実際の尼子時代の

の性格が分かってくると高屋さん

査して図面化するとそれぞれの城

れていない︒

し︑その遺構からは石垣は発見さ

は説明した︒

山陰・山陽ハか国の守護だった

厄子氏の居城月山盲田城も同様の

栴迫で築かれており︑防御態勢は

強固であった︒
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流庭園

描きましょう︒水彩圃の７〜８割

︶があり一段下

芸能事務所に勤

描いているが︑共感できる部分が

切岸︵崖︶などが設けられている︒

／﹄

の海外︵ハイチ︶

誰にもきっと見つかるので︑ぜひ

居城は︑月山の北側本丸跡に存往

務当特︑錦織監悟

ロケ﹁ミラクルバ

これらの遺構を側量し︑珀形を調

Ｗ

見てほしいと結んだ︒

･湊・

学ぶ喜び知る楽しみ！

会長仲野竟

たのがきっかけ︒

錦織監督の最新作「高津川」

ナナ﹂で緒形拳さ
んのキャスティン
グに携わった︒
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このとき︑緒形
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豪農屋敷の庭園を描く几々術

IL

言ご亦が影剛匹引副．訃和副爪がレ

その後︑受講生は思い思いの場

をもつ豪農屋散﹁陣山の郷﹂で︑環境デザイ↓ノー松本修宗さ
んの指導を受けて水彩画を描いた︒
松汪市岡本町にある豪農屋敷

眺望を描く人︑石組みの庭全体や

所を選んで写生︒宍道湖を背景の
民家で︑宍道湖や秋鹿の半野を望

茶室︑灯篭を中心に描く人もいた︒

﹁陣山の郷﹂は︑築２００年の占

む高台にあり︑眺望がとても良い

松本さんは︑屋敷の庭園の作風

は下絵で決まります︒丁寧に描き

松本さんから﹁しっかり下絵を

が出雪流庭園であり︑その特徴と

ましょう﹂と︑一人ひとり修正点

場所に位毀している︒

して斜面に岩を配置し︑巨石︑飛

の指扉を受けた︒
昼食後は青空と雲が程よく現れ︑

び石︑短冊石︑生け垣などが巧み
に配朧されていると説明した︒
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﹁まつえ㈲民犬学﹂も年問屈し開

来年は＝ロナ禍も沈静化し︒

くことを順っております︒

講座内容を十分に堪能していただ

に制約がありますが︑各コースの

には︑＝ロナ禍でいろいろと活勁

夫していますので︑人学した皆様

してＪＩスの特色を出ぜるよう工

そニで各ＪＩスの講座を組み匯

スの講座数も半分となります︒

コロナ禍の﹁まつえ市民大学﹂開校

﹁まつえ淑民犬学﹂を開校する
にあたり︑コロナ禍の廠しい社会
状況においても︑１６３名もの多
数の市民の皆様に入学していただ
校するスタイルに戻るｙ﹄とを期待
していますが︑ｙ﹄れまでの世界的
な感染の披害や恐怖によって︑私
たちの暮らしは犬きく変容し︑社
会生活や経済活勁の変革が求めら
れてきています︒

今後の﹁まつえ市民犬学﹂は︑
従来の地域の様々な諜題や地域の
文化等について学び活勁するとと
もに︑アフクーコロナの社会生活

桧の具は薄い芭から水たっぷりで
置くように塗るなどの表現方法の

また︑飛び石の高さが５〜９011
上⁚四くしてあり︑積雪の時でも飛

指導を受けた︒

山城は︑戦国の武将たちの攻防に

隈城︵国屋町︶がある︒ｙ﹄れらの

毛利氏が物資輸送の拠点とした荒

皇塵の凱点とした真巾城言吉町︑

尼子俯矢が山中鹿之助らと富田城

が白鹿城攻めの折に陣を敷いたり︑

代町︶がある︒さらに︑古川広家

羅山城︵朝酌町︶︑茶臼山城︵山

の移勣を監視したと思われる和矢

白鹿城を分断するために人や物資

︵ハ雲町︶や︑毛利軍が盲田城と

われる白鹿城︵法吉町︶︑熊野城

盲田城川辺には︑厄子十旗と言
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き︑心より感謝申し上げます︒
思えば︑四月には新型コロナウィ
ルス感染症の感染予防のため︑巾
民犬学は人学式を中止し︑開校を
一度は旨念した経拉もあり︑﹁今
年度は開校できないかもしれない﹂
と危惧していました︒
その後︑六月に入り全国的にコ
ロナ感染が少し落ちついてきたこ
ともあり︑巾民犬学と松汪市とが
開校にむけて協議を重ね︑＝ロナ
感染予防対策を十分に施して実施
することになり圭した︒
人学煮も四月当初の人学希望煮
に新規募集の人学者を加えていま
す︒圭た︑各コースとも受諧環境
が犬きく変化したにもかかわらず︑
多数の人学者を迎えており︑鏝少
人数が﹁芸術文化美術ＪＩス﹂で
１５名︑鏝多人数は﹁ふるさと探

の課題についても学ぶ機会を提供

び石の天端が見えるように工丈さ

i
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運営協譜会

求コース﹂で３７名であり︑全体

し︑市民の皆様が安心・安全な暮
らしを実現できるよう支援し︑新

作品はステイックビルで展示す

'￨

人きく機能したと学んだ︒

本丸跡

尼子時代の月山富田城

争

か

で１６３名の受講者でスタートす
ることとなりました︒

れていると︑興味深い話も聞くこ

るので︑次回の講座までに仕上げ
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しい市民大学の学びの姿を模索し

護縁株式会社プロデューサー安川唯史
さんから映画製作の裏話を聴いた。

とが出来た︒
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まつえ市民大学

また︑今回は年度後半の期間で
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映圃制作の裏話
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美保関東部はおおむね砂岩層で

栴成されるが︑惣津海岸以西は泥

微化石から有孔虫を調査すると︑

一

ニ○○○万年前の大地 環境

断層などを観察することにより︑

１７５０万年前のものと分かる︒

朝酌の促戸・古代の賑わい 発 見

岩︑流紋岩の地層と違いがある︒

２０００万年前

２０００万年前の状態から︑いか

また︑美保関灯台の門壁は地元

これらの海岸の地質に含まれる

ューラシア犬陸の

に変化して今に至ったのかを椎測

言根半島・宍道湖中海ジオパーク専門員野村律夫さんか
ら言根半言東部の大地の特徴と成り立ちを聴いた︒

と︑犬井浜では頂恵器などが作ら

東縁は︑湖沼域に

一 古代文化センターの野々村安浩さんから︑古代の朝酌周辺
一の賑わいと大橋川の変遷について聴いた︒
促戸とは海峡の
れ︑製品が国内に流通したことも
相まって各地から商人が集まり︑

狭まった所︒
朝酌の促戸は︑

産出の砂岩が使われ︑表面に模様

一
一
一

当時の繁栄を示すように︑この
００〜１０００ｍの深海に沈んだ︒

し七う 美術

だと野村さんは結んだ︒

習って︑未来に繋げることが犬切

過程を学び︑歴史を残した先人に

地域の貴重な自然から大地の形成

暖気候を椎測させる槙物群など︑

化石や波食棚など︑また太古の温

島根半島の海岸で目にする流木

態が目の当りにできる︒

来た模様が現れたもので当時の状

２０００万年前に砂が堆積して出

作用により柔らかい部分が削られ︑

がある︒これは門壁の表面が風化

できると野村さんは熟く語った︒

一さく︑潮の干満によって宍道湖は
地域では多くの古墳︑遺跡が発見
その後更に分裂が進み︑目本海が

桧手紙とは︑上手に桧を描くこ

取る人を思い浮かべて描くことが

チ︑筋トレがあり︑目常生活の中

くと汪角さんは話した︒

持ちを伝える文章も自然に思いつ

に逆さ文宇を書き︑竹串で文字が

ストレス抵抗力などがある︒体力

や介護不要となり健康に暮らせる

あり︑鍛えることで寝たきり防止

たっぷり吸わせた筆で︑１分開に

次に線や文字を書く練習︑墨を

ちは作晶に満足げであった︒

しいねと言いながらも︑受講生た

﹁ヘタでいい﹂と言われても難

印を押して出来上がった︒

最後に文章を書き︑作った落款

残しがあるくらいが良い︒

曰本絃手紙協会公認講師江角和子さんの指導で﹁へタで
もいい﹂﹁へタがいい﹂と絃手紙を描く楽しさを体験した︒

を楽

犬河が注ぎ込み犬

量の砂が堆積する大地であった︒

犬陸から分裂した際︑後の島根半

１６００万年前︑その湖沼域が

のは︑意宇郡と嶋根郡の境界にあ
島の一部になる法田や惣津海岸地

この地域が交通の要衝になった

の交易が盛んになり賑わった︒

自然に﹇市﹈ができ︑広い地域と

つながる川︵現往の大橋川︶が狭
まり︑今より浅く堆積物による砂
浜が延びて岩礁や小島もあった︒
たることも要因の一つである︒

一汽水湖となり流域一帯は水産資源
されている︒島根県古代出雲歴史

域は犬きな沈降現象が起こり︑５

一が豊富で数えきれないほどの魚が
出来︑目本列島が形成された︒

島根半島東部は︑その時の断面
が残っており︑目本海の形成を知

型があると野々村さんは説明した︒
官道の﹇渡﹈付近の西側では

る上で貴重な大地である︒
美保関地区の植生︑生物︑塊頁︑

﹇矢田の渡し﹈が現在も運航︑犬
橋川流域は拡幅工事中である︒

９・ 健康
松江フィットネス協会会長パーソナルトレーナー田中禎
子さんから﹁健幸生活を応援・中高年の体力づくり﹂と題し
て︑健康で幸せに暮らす体力づくりの指導を受けた︒
﹁体力﹂とは︑生 履けますか︑階段では手すりが必
運動能力が衰えているということ︒

大切である︒そうすれば相手に気

とではなく︑手紙であるから受け

動能力のこと︒こ

運動には︑有酸素運動︑ストレッ

命活動に必要な運 要ですか﹂など心当たりがあれば

れはトレーニング

で︑散歩や階段の上がり降り︑相

によって鍛えられ

るもので︑行動体力と防衛体力に

僕スクワットなどを継続実践する

−
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分かれる︒行動体力とは︑筋力︑

ことで衰えを防げる︒

はじめに落款印作り︑消しゴム
瞬発力︑スタミナ︑持久力など︒

を保つには︑健康でなければなら

と話し︑﹇コロナで運動不足になっ

10四の速度でゆっくりと書く︒
練習が終わると本甫木の葉や︑

消えるまで押し込むと印が出来る︒

ない︒﹇運勣﹈ ﹇栄養﹈ ﹁睡眠﹂

ていませんか︑さあ今目から運勤

果物など︑桧のモチーフの輸郭を

また︑筋肉量の70％が下半身に

のバランスをとることが犬切であ

を始めましょう﹈と締めくくった︒

防衛体力とは︑桓常性︑適応性︑

ると田中さんは話した︒

く描き︑顔彩で色を付ける︒塗り

はがきからはみ出すくらいに犬き
り防止運動を熱心に見学した︒

ぷ伍りの水燈路

ティータイム

今年は︑新型コロナウィルス感染

係各位の努力により後期からの開講

症の影響で開講が危ぶまれたが︑関

となった︒感謝 ・▼日本の政権が変

わり︑オリンピック開催が１年延期

となり︑また︑アメリカ大統領選挙

等︑例年になく変化が大きく記億に

残る年となった▼コロナ禍の中で新

生活習慣は︑ソーシャルディスタン

ス︑ステイホーム︑マスクなど行勤

規制へと変化した︒何とか下火になっ

てほしいもの▼日本はデジタル化の

マホデビューしたが︑乾燥した指先

遅れが指摘されている︒ようやくス

で苦戦中︒使いこなせるかどうか？

変化についていきたい︒

取材・編巣拒当

制作担当︵まつえ市民大学サポーター︶

伊藤・大久保・片桐・梶川・牝垣・

出雲・野津︵洋︶・野津︵泰︶・野津︵明︶

演田︵啓︶・箱石・日野・広汪・森

松汪市市民活動センター

問い合わせ先

０８５２︵３２︶０８９３

まつえ市民大学事務局

０８５２︵２８︶１０７１

ヨー呂ごに？に曰ごご犀呂に・右

10月3日（土）来年の開催を願ってサポーターも参加
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博物館には朝酌の﹇市﹈の復元模

一宍道湖と中海の水位差は30ｍと小

−

受講生は模範ストレッチや肩こ
﹁最近︑すべったりつまずいた
りしませんか︑片足立ちで靴下が

iiii

一

一獲れていた︒
南には出雲国府があり︑道は北
へ朝酌の渡船場を通って千酌から
一隠岐国府に続く官道があり︑朝酌
一は東西南牝の交通の要衝であった︒

﹁朝酌﹂の名は︑熊野犬社の朝
御饌︵あさみけ︶︑朝夕の食事を
準備する部族が居所を定めたこと
によるもので︑国府や熊野犬社と
の関係は深かった︒
様々な魚類が豊富に獲れること

日本海形成初期の地層が見える
美保関惣津海岸

二

一一
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絵
手
紙

東西に目本海まで

中央が 現在の渡船埴、古代は右端辺りが官道の「渡」

絵ははみ出すくらいにと江角講師

