10〜11月のイベント
13:30〜14:30

富山湾の海底に眠る魚津埋没林、2万年
前の森と人の暮らしの痕跡が残る富沢
遺跡の専門家を招いて開催。

定員：100名
料金：無料

10/10
~11/4

秋の北の原に迷路が出現。秋の草花や
虫を観察しながらゴールを目指しまし
ょう。

定員：なし
料金：無料

10/10

日常生活やアウトドアシーンで応用で
きるロープワークを紹介する初心者向
けの講座です。

定員：10名
料金：500円

竹を切ったり削ったりして作品を作りま
す。

定員：6家族
料金：小人100円

10/18

生命の神秘を体感できる映画「LIFE〜い
のち〜」の特別上映を行います。

料金：入館料

さんべの森たんけんたい
〜秋の森であそぶ〜

10/25

どんぐりや落ち葉などを使って秋ならで
はの遊びを楽しみます。お昼にはパンを
焼いて食べましょう。

定員：親子5組
料金：大人300円
幼児を含む家族対象
小人100円

サヒメル科学探検隊③

10/25
10:00〜16:00

島根大学の先生と一緒に野外で活動。森
の二酸化炭素濃度を測定し、森の役割を
学ぼう！

定員：15名
料金：600円

11/7

ライターや着火材に頼らない火のつけ方
を体験する初心者向けの講座です。

定員：10名
料金：1000円

三隅火力発電所（浜田市）に出かけて見
学。電気を作るための仕組みと環境との
関わりを学びます。

定員：15名
料金：600円

いつも頑張っているあなたへ贈る、大人
のための寝ちゃってもいいプラネタリウ
ム。

定員：60名
料金：入館料

埋もれ木サミット

ススキの迷路

ロープで遊ぼう

親子で作ろう工作教室

竹の工作

きっずサンデースペシャル

森も呼吸する？
二酸化炭素を調べよう！
はじめての火起こし教室
サヒメル科学探検隊④

行って学ぼう
火力発電所見学

10/3

10:00〜11:00

10/11
13:00〜14:30

10:00〜14:00

10:00〜11:00

11/15
10:00〜16:00

熟睡プラ寝たリウム

11/23

森のアニメをつくろう

11/23

木の実や落ち葉を使ったり、自分で描い
たイラストを使ってアニメーションの制
作を体験します。

定員：10名
料金：入館料

11/28

江戸時代の前半の一時期、銀山領内に置
かれた吉永藩の名残を訪ねて、大田市川
合町を歩きます。

定員：20名
料金：無料

月イチガク

吉永陣屋と銅山

未定

13:30〜16:30

13:30〜16:30

三瓶小豆原埋没林公園：0854-86-9500

室ノ内池に映る紅葉の男三瓶山

三瓶山北の原キャンプ場：0854-86-0152

感染症への対策として、臨時閉館や展示やイベントを一部制限、中止する場合が想定されます。感染防止へのご理解、
ご協力賜りますようお願いします。
なお、対応の内容は適宜ホームページでお知らせします。

■開館時間
9:30〜17:00
■休館日
毎週火曜日
（火曜日が祝日の場合は翌平日）
※年末年始、その他、
メンテナンス休館あり

島根県立三瓶自然館 ニュースレター

小学校4〜6年生対象

新型コロナウイルス感染症への対応について

島根県立三瓶自然館サヒメル

2020年9月号

小学校4〜6年生対象

このマークがあるイベントは、1ヶ月前から実施する施設ごとに電話で予約を受付します。

三瓶自然館：0854-86-0500

No.162

会場はあすてらす

三瓶フィールドミュージアムニュース ＜隔月発行＞
〒694-0003 島根県大田市三瓶町多根1121-8
TEL 0854-86-0500/FAX 0854-86-0501
＜エコサポしまね＞ 〒690-0887

島根県松江市殿町8-3

TEL 0852-67-3262

しまね自然と環境財団は、三瓶自然館等の指定管理者です。
エコサポしまね（松江事務所）
では、地球温暖化対策等の事業を行っています。

風が止まり湖面のさざ波が静まると紅葉に

リフトで手軽に登ることができる大平山からは

色づいた男三瓶山が映し出されました。峰々

室ノ内を一望でき、女三瓶山から男三瓶山へ

に囲まれた室ノ内の底にある室ノ内池の景色

と続く斜面が日差しに照らされると紅葉がひと

です。池の端から周囲を見渡すと、峰々が壁

きわ映え、盛りの時には燃ゆるかのようです。

のようにぐるりを取り囲んでいます。室ノ内は

大平山から室ノ内に下りる山道を行くと、紅葉

そこから外へつながる谷がひとつもない閉ざ

に包まれる空間が待っています。

されたくぼ地で、火山の噴火口ならではの地
形です。
室ノ内には赤や黄に色づく木が多く、三瓶
山では最も鮮やかな紅葉が見られる場所です。

紅葉が盛りを迎えるのは、例年、10月末か
ら11月初旬にかけての頃。その年の天候によっ
て色づき具合が違い、年ごとの表情を見せて
くれます。

つかなければ成虫になることができません。そして一

寄生虫の世界

度くっつくと離れることができません。二匹の” 仲” を
引き裂くと、両方とも死んでしまいます。

〜あなたにめぐり逢うまで〜

死ぬまで一緒、ここだけ見ればまるでラブロマンス
のようなので、寄生虫の専門家には「ロマンチックな
寄生虫」と表現する人もいます。
このように寄生虫にはそれぞれのライフサイクルが
フタゴムシのイメージ図。 大きさは5mm前後。

あります。実に奇妙で不思議で、愛しさすら感じる生
き物ではないでしょうか。ソーシャルディスタンス、

Ⓒひらのあすみ

ロマンチックな？ 寄生生物
まるでチョウのような姿をした「フタゴムシ」という
寄生虫がいます。主にコイなどのエラに住み着いて繁

“寄生虫” について皆さんはどんなイメージをお持ち
でしょうか。きっと良いイメージをお持ちの方は少な
いと思います。

しゅくしゅ

寄生虫（寄生生物）は、「宿主」と呼ばれる他の生

旅する寄生生物

殖します。実はこの姿、1匹ではなく2匹が合体したも

回虫のようにひとつの宿主で生きる寄生虫もいれ
ば、食物連鎖を利用し、複数の宿主をめぐる寄生虫も
いでしょうか。人間が生のサバやイカを食べた時に、

活します。互いにメリットがある
「共生」に対して、寄

激しい腹痛を引き起こす原因となる生物です。
アニサキスは複数の宿主を移動します。最終目的の
宿主（終宿主）はクジラやイルカで、そこにたどり着く

人の体にも・・・
寄生虫には、マラリアや赤痢などの病気を引き起こ
す単細胞の「原虫」のように、顕微鏡を使って初めて
見ることのできる小さなものから、皮膚に食いつき吸
血するダニのような節足動物まで多種多様なものがあ
ります。

ため、エサとなるオキアミやイカ・サバなどの内臓に
寄生します。この時にはまだ幼虫で、クジラなどの終

かに回虫という寄生虫を持っている人が少なくなかっ
たと言います。野菜などに付着した回虫の卵が人に摂

してえげつない生き方の寄生虫たち。
最終目的の“恋しい” 宿主に巡り逢うまで、様々な工
夫を凝らし、たくましく生き抜く姿を、パネル展「寄生
虫の世界〜あなたにめぐり逢うまで〜」で紹介します。

寄生虫の世界

〜あなたにめぐり逢うまで〜
意外と身近な寄生生物の生態をナツメ社出版の
「えげつないいきもの図鑑」のイラストパネルで紹介

10/31

11/29

入館料：大人400円／小中高生200円
※通常の入館料でご覧頂けます。

休館日：火曜日

宿主に寄生できると成虫になることができます。
生きている幼虫を人間が食べてしまうと胃や腸に食
い込みます。そのため、アニサキス症と呼ばれる激痛
が発生します。

多くの生物は、この“寄生虫“に悩まされています。
人間も例外ではありません。昭和の中頃までは、おな

フタゴムシは幼虫の時にペアを見つけ、二匹がくっ

ディスタンス、一見不器用で、ある意味一途で…、そ

います。代表的なものといえば「アニサキス」ではな

物の体の中や皮膚などにすみついて、養分を奪って生
生はメリットが一方的で、宿主へ害を与える関係です。

のなのです。

キープディスタンスと叫ばれる2020年。あまりにノー

みんなでさわろう♪わくわくワゴン

イルカなどが
サバを補食

イルカやクジラの体内で
成虫になり産卵
排泄される

取されると、小腸の中で孵化します。そこから回虫は
体内をはい回ります。幼虫は血管や腹腔内を通って肝
臓に入り、さらに肺に移動して脱皮します。その後、
気管をのぼり、のどから食道・胃を経て再び小腸に戻

サバの体内で
幼虫が成長

り､そこで交尾をし、卵を産むのです。まさに体の中を
“回る虫” です。回虫が大量に住み着いたり、重要な
臓器に迷い込んだりすると病状が重くなります。なぜ
こんなに体の中を旅するのか、その行動の理由はまだ
よく分かっていないそうです。
現在国内では、衛生環境が改善したため回虫によ
る被害はほとんどありませんが、近年は海外からの輸
入食品などの増加により回虫が増えることが懸念され
ています。

排泄された卵を
オキアミが捕食
オキアミの体内で
幼虫が成長

どんなお話が聞けるかな？
「テンピーを知ろう」プログラム実演の様子

オキアミをサバ
などが捕食

リニューアルしたサヒメルには、さまざまな展示物

乗せて展示室に登場し、10〜15分ほどお話しする
「み

があります。さわれる物やきれいな物、不思議な物な

んなでさわろう♪わくわくワゴン」の活動が、この秋

ど･･･盛りだくさん！それらの展示物や標本についてお

からスタートします。展示室でワゴンを見かけたら、

話が聞けると、さらに楽しくなると思いませんか？

ぜひ、お集まりください！

そこで、ちょっとオモシロい標本を、当館のボランティ
アスタッフ
「三瓶自然館インタープリター」がワゴンに

でも、ワゴンの登場する日や時間は決まっていませ
んので、出会えたらラッキーです♪

つかなければ成虫になることができません。そして一

寄生虫の世界

度くっつくと離れることができません。二匹の” 仲” を
引き裂くと、両方とも死んでしまいます。

〜あなたにめぐり逢うまで〜

死ぬまで一緒、ここだけ見ればまるでラブロマンス
のようなので、寄生虫の専門家には「ロマンチックな
寄生虫」と表現する人もいます。
このように寄生虫にはそれぞれのライフサイクルが
フタゴムシのイメージ図。 大きさは5mm前後。

あります。実に奇妙で不思議で、愛しさすら感じる生
き物ではないでしょうか。ソーシャルディスタンス、

Ⓒひらのあすみ

ロマンチックな？ 寄生生物
まるでチョウのような姿をした「フタゴムシ」という
寄生虫がいます。主にコイなどのエラに住み着いて繁

“寄生虫” について皆さんはどんなイメージをお持ち
でしょうか。きっと良いイメージをお持ちの方は少な
いと思います。

しゅくしゅ

寄生虫（寄生生物）は、「宿主」と呼ばれる他の生

旅する寄生生物

殖します。実はこの姿、1匹ではなく2匹が合体したも

回虫のようにひとつの宿主で生きる寄生虫もいれ
ば、食物連鎖を利用し、複数の宿主をめぐる寄生虫も
いでしょうか。人間が生のサバやイカを食べた時に、

活します。互いにメリットがある
「共生」に対して、寄

激しい腹痛を引き起こす原因となる生物です。
アニサキスは複数の宿主を移動します。最終目的の
宿主（終宿主）はクジラやイルカで、そこにたどり着く

人の体にも・・・
寄生虫には、マラリアや赤痢などの病気を引き起こ
す単細胞の「原虫」のように、顕微鏡を使って初めて
見ることのできる小さなものから、皮膚に食いつき吸
血するダニのような節足動物まで多種多様なものがあ
ります。

ため、エサとなるオキアミやイカ・サバなどの内臓に
寄生します。この時にはまだ幼虫で、クジラなどの終

かに回虫という寄生虫を持っている人が少なくなかっ
たと言います。野菜などに付着した回虫の卵が人に摂

してえげつない生き方の寄生虫たち。
最終目的の“恋しい” 宿主に巡り逢うまで、様々な工
夫を凝らし、たくましく生き抜く姿を、パネル展「寄生
虫の世界〜あなたにめぐり逢うまで〜」で紹介します。

寄生虫の世界

〜あなたにめぐり逢うまで〜
意外と身近な寄生生物の生態をナツメ社出版の
「えげつないいきもの図鑑」のイラストパネルで紹介

10/31

11/29

入館料：大人400円／小中高生200円
※通常の入館料でご覧頂けます。

休館日：火曜日

宿主に寄生できると成虫になることができます。
生きている幼虫を人間が食べてしまうと胃や腸に食
い込みます。そのため、アニサキス症と呼ばれる激痛
が発生します。

多くの生物は、この“寄生虫“に悩まされています。
人間も例外ではありません。昭和の中頃までは、おな

フタゴムシは幼虫の時にペアを見つけ、二匹がくっ

ディスタンス、一見不器用で、ある意味一途で…、そ

います。代表的なものといえば「アニサキス」ではな

物の体の中や皮膚などにすみついて、養分を奪って生
生はメリットが一方的で、宿主へ害を与える関係です。

のなのです。

キープディスタンスと叫ばれる2020年。あまりにノー

みんなでさわろう♪わくわくワゴン

イルカなどが
サバを補食

イルカやクジラの体内で
成虫になり産卵
排泄される

取されると、小腸の中で孵化します。そこから回虫は
体内をはい回ります。幼虫は血管や腹腔内を通って肝
臓に入り、さらに肺に移動して脱皮します。その後、
気管をのぼり、のどから食道・胃を経て再び小腸に戻

サバの体内で
幼虫が成長

り､そこで交尾をし、卵を産むのです。まさに体の中を
“回る虫” です。回虫が大量に住み着いたり、重要な
臓器に迷い込んだりすると病状が重くなります。なぜ
こんなに体の中を旅するのか、その行動の理由はまだ
よく分かっていないそうです。
現在国内では、衛生環境が改善したため回虫によ
る被害はほとんどありませんが、近年は海外からの輸
入食品などの増加により回虫が増えることが懸念され
ています。

排泄された卵を
オキアミが捕食
オキアミの体内で
幼虫が成長

どんなお話が聞けるかな？
「テンピーを知ろう」プログラム実演の様子

オキアミをサバ
などが捕食

リニューアルしたサヒメルには、さまざまな展示物

乗せて展示室に登場し、10〜15分ほどお話しする
「み

があります。さわれる物やきれいな物、不思議な物な

んなでさわろう♪わくわくワゴン」の活動が、この秋

ど･･･盛りだくさん！それらの展示物や標本についてお

からスタートします。展示室でワゴンを見かけたら、

話が聞けると、さらに楽しくなると思いませんか？

ぜひ、お集まりください！

そこで、ちょっとオモシロい標本を、当館のボランティ
アスタッフ
「三瓶自然館インタープリター」がワゴンに

でも、ワゴンの登場する日や時間は決まっていませ
んので、出会えたらラッキーです♪

10〜11月のイベント
13:30〜14:30

富山湾の海底に眠る魚津埋没林、2万年
前の森と人の暮らしの痕跡が残る富沢
遺跡の専門家を招いて開催。

定員：100名
料金：無料

10/10
~11/4

秋の北の原に迷路が出現。秋の草花や
虫を観察しながらゴールを目指しまし
ょう。

定員：なし
料金：無料

10/10

日常生活やアウトドアシーンで応用で
きるロープワークを紹介する初心者向
けの講座です。

定員：10名
料金：500円

竹を切ったり削ったりして作品を作りま
す。

定員：6家族
料金：小人100円

10/18

生命の神秘を体感できる映画「LIFE〜い
のち〜」の特別上映を行います。
上映は中止です。

料金：入館料

さんべの森たんけんたい
〜秋の森であそぶ〜

10/25

どんぐりや落ち葉などを使って秋ならで
はの遊びを楽しみます。お昼にはパンを
焼いて食べましょう。

定員：親子5組
料金：大人300円
幼児を含む家族対象
小人100円

サヒメル科学探検隊③

10/25
10:00〜16:00

島根大学の先生と一緒に野外で活動。森
の二酸化炭素濃度を測定し、森の役割を
学ぼう！

定員：15名
料金：600円

11/7

ライターや着火材に頼らない火のつけ方
を体験する初心者向けの講座です。

定員：10名
料金：1000円

三隅火力発電所（浜田市）に出かけて見
学。電気を作るための仕組みと環境との
関わりを学びます。

定員：15名
料金：600円

いつも頑張っているあなたへ贈る、大人
のための寝ちゃってもいいプラネタリウ
ム。

定員：60名
料金：入館料

埋もれ木サミット

ススキの迷路

ロープで遊ぼう

親子で作ろう工作教室

竹の工作

きっずサンデースペシャル

森も呼吸する？
二酸化炭素を調べよう！
はじめての火起こし教室
サヒメル科学探検隊④

行って学ぼう
火力発電所見学

10/3

10:00〜11:00

10/11
13:00〜14:30

10:00〜14:00

10:00〜11:00

11/15
10:00〜16:00

熟睡プラ寝たリウム

11/23

森のアニメをつくろう

11/23

木の実や落ち葉を使ったり、自分で描い
たイラストを使ってアニメーションの制
作を体験します。

定員：10名
料金：入館料

11/28

江戸時代の前半の一時期、銀山領内に置
かれた吉永藩の名残を訪ねて、大田市川
合町を歩きます。

定員：20名
料金：無料

月イチガク

吉永陣屋と銅山

未定

13:30〜16:30

13:30〜16:30

三瓶小豆原埋没林公園：0854-86-9500

室ノ内池に映る紅葉の男三瓶山

三瓶山北の原キャンプ場：0854-86-0152

感染症への対策として、臨時閉館や展示やイベントを一部制限、中止する場合が想定されます。感染防止へのご理解、
ご協力賜りますようお願いします。
なお、対応の内容は適宜ホームページでお知らせします。

■開館時間
9:30〜17:00
■休館日
毎週火曜日
（火曜日が祝日の場合は翌平日）
※年末年始、その他、
メンテナンス休館あり

島根県立三瓶自然館 ニュースレター
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新型コロナウイルス感染症への対応について

島根県立三瓶自然館サヒメル

2020年9月号

小学校4〜6年生対象

このマークがあるイベントは、1ヶ月前から実施する施設ごとに電話で予約を受付します。

三瓶自然館：0854-86-0500
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会場はあすてらす

三瓶フィールドミュージアムニュース ＜隔月発行＞
〒694-0003 島根県大田市三瓶町多根1121-8
TEL 0854-86-0500/FAX 0854-86-0501
＜エコサポしまね＞ 〒690-0887

島根県松江市殿町8-3

TEL 0852-67-3262

しまね自然と環境財団は、三瓶自然館等の指定管理者です。
エコサポしまね（松江事務所）
では、地球温暖化対策等の事業を行っています。

風が止まり湖面のさざ波が静まると紅葉に

リフトで手軽に登ることができる大平山からは

色づいた男三瓶山が映し出されました。峰々

室ノ内を一望でき、女三瓶山から男三瓶山へ

に囲まれた室ノ内の底にある室ノ内池の景色

と続く斜面が日差しに照らされると紅葉がひと

です。池の端から周囲を見渡すと、峰々が壁

きわ映え、盛りの時には燃ゆるかのようです。

のようにぐるりを取り囲んでいます。室ノ内は

大平山から室ノ内に下りる山道を行くと、紅葉

そこから外へつながる谷がひとつもない閉ざ

に包まれる空間が待っています。

されたくぼ地で、火山の噴火口ならではの地
形です。
室ノ内には赤や黄に色づく木が多く、三瓶
山では最も鮮やかな紅葉が見られる場所です。

紅葉が盛りを迎えるのは、例年、10月末か
ら11月初旬にかけての頃。その年の天候によっ
て色づき具合が違い、年ごとの表情を見せて
くれます。

