
島根県立三瓶自然館 ニュースレター

石見焼を探して北海道へ。流通の状況と
その歴史の調査に取り組む阿部志朗さん
にお話をうかがいます。14:00～15:30

4/23 定員：20名
料金：大人300円
　　　小人100円

月イチガク①
海を旅した石見焼

オンライン視聴も可能

プラネタリウムなどは定
員があります。先着順。料金：入館料

「きっずプラネタリウム」など、小さな
お子さま向けの楽しい1日です。毎月第3
日曜日開催。

サヒメルきっずサンデー
4/17

5/15

　あふれんばかりの春の日射しに誘われて散

策に出かけると、日当たりが良い道ばたや土

手を小さなピンク色の花が彩っていました。

花畑のように密生している場所もあります。近

づいてみると、茎のまわりを取り巻く形の葉と、

その上に伸びた筒状の細長い花。花をつまん

で軽く吸うとほんのりと蜜の甘さが感じられま

す。この蜜の香りに誘われたのか、ハナアブ

がしきりに花をのぞき込みます。

　ホトケノザは人里に多く、町から離れた山

10:00～15:00

5/15ASOBO
スラックラインとハンモック

月イチガク②
砂が鳴る浜の秘密

4～5月のイベント
2022年3月号

野ではあまり目につかない植物です。有史以

前に日本列島に持ち込まれた帰化植物とも考

えられていて、人の近くに多いのはそのため

かも知れません。

　この花が咲いている場所には、よく似たヒ

メオドリコソウが一緒に咲いていることがあり

ます。こちらは明治時代以降に日本に定着し

た帰化植物。今では日本の四季を彩る存在の

ような植物にも、海外からやってきたものが

少なからずあるようです。

春の路傍のホトケノザ

No.171

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 三瓶小豆原埋没林公園：0854-86-9500 三瓶山北の原キャンプ場：0854-86-0152

新型コロナウイルス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、中止する場合があります。変更の場合は、HP等
でお知らせします。また、毎週土曜日の天体観察会は予約制で実施しています。

9:00～12:00

定員：20名
料金：大人300円
　　　小人100円

定員：なし
料金：1名につき
　　　100円

定員：20名

料金：100円

14:00～15:30

5/21

サヒメルの周辺をのんびりと歩きながら
小鳥の声を聞きましょう。基本10種類の
聞きわけに挑戦!!

バードウオッチング講座
さえずりから識別基本10種類

5/8

仁摩サンドミュージアムと共催で鳴砂のメカ
ニズムとその保全について、琴引浜鳴き砂
文化館の田茂井秀明さんいうかがいます。

デイキャンプエリアに設置したスラック
ラインで楽しんだり、ハンモックでおく
つろぎ頂けます。

天体観察会は予約制で実施しています。開催日の前月1日から、当館ホームページの個人向け天体観察会予約カレンダーまたは電話
でご予約をお願いします。空き状況も確認できます。
ゴールデンウイーク天体観察会の場合、4月29日、30日分は3月1日から受付、5月3日、4日分は4月1日から受付しています。
なお、団体向けの天体観察会のご予約は電話でご相談ください。

9:00～15:00

定員：20名

料金：600円

春の男三瓶山の山頂を目指す登山。途中の
林内や山頂で、季節の草花を観察したり、
鳥の声を聞いたりしながら登ります。

春の男三瓶山に登ろう
5/15

20:00～,21:00～

定員：各回60名
料金：大人300円
　　　小人100円

春の夜空にきらめく星をサヒメルの天体
望遠鏡で観察します。各回45分間。ゴールデンウイーク天体観察会

4/29
5/3 4

30

9:30～14:00

定員：親子8組
料金：大人300円
　　　小人100円

自分たちで炊いたごはんでおにぎり弁当
をつくり、北の原へおさんぽにでかけま
す。春をみつけに行きましょう。

さんべの森たんけんたい
～春の森であそぼう～

4/24
幼児を含む家族対象

料金：入館料
さわることができる標本を楽しいお話と
ともに紹介する15分程度の小イベント。
毎月第4日曜日開催。

さわってみよう♪ 
わくわくワゴン

4/24
5/22

オンライン視聴も可能

雨天時は中止です。

小学生以上対象

★天体観察会の予約について（ゴールデンウイーク天体観察会、毎週土曜日の天体観察会共通）

ろぼう

島根県立三瓶自然館サヒメル
■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）
　７/21～8/31は無休。
　　※年末年始、その他、メンテナンス休館あり

三瓶フィールドミュージアムニュース

〒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

＜隔月発行＞

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。



　当館には、直径20mのドーム型スクリーンを持つシ

アター「ビジュアルドーム」があり、プラネタリウムや

大型ドーム映像の上映を行っています。

　この度、ビジュアルドームはこれまで以上の快適性

と安全性を兼ね備えた鑑賞空間に生まれ変わるための

改修工事が行われました。

　開館以来30年間使ってきた座席は、大人の方にとっ

ては少し窮屈に感じられることがあったかもしれませ

ん。今回の改修では、ゆったりと鑑賞できる大きさの

座席に交換され、座席の前後の間隔もきゅうくつさを

感じない広さになりました。

　また、親子で座ることのできるペアシート、車イス

　今春の企画展は、外来生物がテーマです。

　外来生物（Alien species）とは、人間活動にともな

い外国から日本に持ち込まれた生き物です。侵入経

路は様々で、人が意図して持ち込んだものもあれば、

荷物などにまぎれてやってきたものもあります。

　近年生息範囲を広げて農作物などの被害が問題に

なっているアライグマは北米原産の動物で、ペットと

して飼われていたものが逃げ出したことなどの理由で

野生化しました。初夏から夏にかけてコスモスに似た

形で鮮やかな黄色い花を咲かせるオオキンケイギクは

観賞用として、やはり北米から持ち込まれました。

　外来生物が野生化して個体数が増えてしまうと、も

ともとその環境に生息していた在来種を追い出してし

まったり、捕食することで生態系に影響を与えること

が懸念されています。アライグマのように農作物に食

害を及ぼすものや、毒性によって人への直接的な健

康被害が心配されるものもあります。

　外来生物は日本に定着してから長い時間が経過した

種もあれば、現在増えつつあるもの、これから定着す

る可能性があるものなど、さまざまです。これらを今

後どう扱えば良いのでしょう。難しい課題のように思

われます。

　今回の企画展では、島根県にどのような外来生物

が生息しているのか、また、それらによって生じてい

る問題は何かを紹介します。この展示が地域の自然と

の関わり方を考えるきっかけになれば幸いです。

　島根県に生息する外来生物を、学芸員が撮影し

た写真やはく製、模型などで紹介する企画展。お

子さまにも楽しんでいただけるよう、外来生物とよ

く似た在来の生きものの見分けを2択のクイズ形式

で紹介するコーナーもあります。

　中心となる企画展示室では、島根県内の河川、

住宅地、里山など身近な環境ごとにどのような外来

生物がいるのか、県内でどのような外来生物対策

が行われているかなどを紹介します。標本は、哺

乳類ではヌートリア、アライグマ、ドブネズミ、ハ

クビシンなど、鳥類ではソウシチョウやコブハクチョ

ウを展示します。

　この企画展で外来生物について知り、新たな外

来生物が増えないために一人ひとりに何ができる

か一緒に考えてみませんか？

ビジュアルドームがリニューアルします
の方のための専用の座席も設置されました。

　スクリーンも新しくなりました。30年の間に汚れや

ゆがみが発生し、星空や映像の美しさに影響をあたえ

ていましたが、最新の国産スクリーンに一新され、今

までより美しい映像をお楽しみいただけるようになりま

した。

　また、すべての方に安全で安心して観覧していただ

けるよう、聴覚障がいの方が自らの補聴器で番組の音

声を聞くことができるシステムや最新スマートグラスを

用いた字幕表示システムも整備されました。新しくい

なったビジュアルドームでは、3月12日から番組をご覧

頂ける予定です。

あなたのとなりのエイリアン
―島根の外来生物たち―

あなたのとなりのエイリアン
―島根の外来生物たち―

令和4年 三瓶自然館春の企画展

開催期間：3月19日（土）～5月29日（日）
入 館 料：大人600円・小中高生200円
休 館 日： 毎週火曜日（5月3日は開館）

これまで使ってきた座席を撤去した

様子。（12月1日）

専用の足場を組んでスクリーンを解

体している様子。（1月8日）

リニューアル後の上映イメージ図。

アライグマ（北米原産）
島根県西部で農業被害が問題に
なっています。

ヌートリア（南米原産）
世界で２番目に大きいネズミの仲
間。県内の多くの河川に生息。

ハクビシン（東南アジア・中国原産）
近年、島根県東部で確認され、果
樹などへの被害が心配されます。

オオキンケイギク（北米原産）
繁殖力が強く、道路の法面や河川敷
一面を覆うことがあります。

ソウシチョウ（東南アジア原産）
近年、島根県内の森林で増え、ウグ
イスとの競合が懸念されます。

ウシガエル（北米原産）
食用として持ち込まれ、各地の池や
川の下流で繁殖しています。
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アター「ビジュアルドーム」があり、プラネタリウムや

大型ドーム映像の上映を行っています。

　この度、ビジュアルドームはこれまで以上の快適性

と安全性を兼ね備えた鑑賞空間に生まれ変わるための

改修工事が行われました。

　開館以来30年間使ってきた座席は、大人の方にとっ

ては少し窮屈に感じられることがあったかもしれませ

ん。今回の改修では、ゆったりと鑑賞できる大きさの
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種もあれば、現在増えつつあるもの、これから定着す

る可能性があるものなど、さまざまです。これらを今

後どう扱えば良いのでしょう。難しい課題のように思
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した。

　また、すべての方に安全で安心して観覧していただ
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―島根の外来生物たち―

令和4年 三瓶自然館春の企画展

開催期間：3月19日（土）～5月29日（日）
入 館 料：大人600円・小中高生200円
休 館 日： 毎週火曜日（5月3日は開館）

これまで使ってきた座席を撤去した

様子。（12月1日）

専用の足場を組んでスクリーンを解

体している様子。（1月8日）

リニューアル後の上映イメージ図。

アライグマ（北米原産）
島根県西部で農業被害が問題に
なっています。

ヌートリア（南米原産）
世界で２番目に大きいネズミの仲
間。県内の多くの河川に生息。

ハクビシン（東南アジア・中国原産）
近年、島根県東部で確認され、果
樹などへの被害が心配されます。

オオキンケイギク（北米原産）
繁殖力が強く、道路の法面や河川敷
一面を覆うことがあります。

ソウシチョウ（東南アジア原産）
近年、島根県内の森林で増え、ウグ
イスとの競合が懸念されます。
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川の下流で繁殖しています。



島根県立三瓶自然館 ニュースレター

石見焼を探して北海道へ。流通の状況と
その歴史の調査に取り組む阿部志朗さん
にお話をうかがいます。14:00～15:30
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　　　小人100円

月イチガク①
海を旅した石見焼

オンライン視聴も可能

プラネタリウムなどは定
員があります。先着順。料金：入館料

「きっずプラネタリウム」など、小さな
お子さま向けの楽しい1日です。毎月第3
日曜日開催。
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　あふれんばかりの春の日射しに誘われて散

策に出かけると、日当たりが良い道ばたや土

手を小さなピンク色の花が彩っていました。

花畑のように密生している場所もあります。近

づいてみると、茎のまわりを取り巻く形の葉と、

その上に伸びた筒状の細長い花。花をつまん

で軽く吸うとほんのりと蜜の甘さが感じられま

す。この蜜の香りに誘われたのか、ハナアブ

がしきりに花をのぞき込みます。

　ホトケノザは人里に多く、町から離れた山

月イチガク②
砂が鳴る浜の秘密

4～5月のイベント
2022年3月号

野ではあまり目につかない植物です。有史以

前に日本列島に持ち込まれた帰化植物とも考

えられていて、人の近くに多いのはそのため

かも知れません。

　この花が咲いている場所には、よく似たヒ

メオドリコソウが一緒に咲いていることがあり

ます。こちらは明治時代以降に日本に定着し

た帰化植物。今では日本の四季を彩る存在の

ような植物にも、海外からやってきたものが

少なからずあるようです。

春の路傍のホトケノザ

No.171

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 三瓶小豆原埋没林公園：0854-86-9500 三瓶山北の原キャンプ場：0854-86-0152

新型コロナウイルス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、中止する場合があります。変更の場合は、HP等
でお知らせします。また、毎週土曜日の天体観察会は予約制で実施しています。

9:00～12:00

定員：20名
料金：大人300円
　　　小人100円

定員：20名

料金：100円

14:00～15:30

5/21

サヒメルの周辺をのんびりと歩きながら
小鳥の声を聞きましょう。基本10種類の
聞きわけに挑戦!!

バードウオッチング講座
さえずりから識別基本10種類

5/8

仁摩サンドミュージアムと共催で鳴砂のメカ
ニズムとその保全について、琴引浜鳴き砂
文化館の田茂井秀明さんいうかがいます。

天体観察会は予約制で実施しています。開催日の前月1日から、当館ホームページの個人向け天体観察会予約カレンダーまたは電話
でご予約をお願いします。空き状況も確認できます。
ゴールデンウイーク天体観察会の場合、4月29日、30日分は3月1日から受付、5月3日、4日分は4月1日から受付しています。
なお、団体向けの天体観察会のご予約は電話でご相談ください。

9:00～15:00

定員：20名

料金：600円

春の男三瓶山の山頂を目指す登山。途中の
林内や山頂で、季節の草花を観察したり、
鳥の声を聞いたりしながら登ります。

春の男三瓶山に登ろう
5/15

20:00～,21:00～

定員：各回60名
料金：大人300円
　　　小人100円

春の夜空にきらめく星をサヒメルの天体
望遠鏡で観察します。各回45分間。ゴールデンウイーク天体観察会

4/29
5/3 4

30

9:30～14:00

定員：親子8組
料金：大人300円
　　　小人100円

自分たちで炊いたごはんでおにぎり弁当
をつくり、北の原へおさんぽにでかけま
す。春をみつけに行きましょう。

さんべの森たんけんたい
～春の森であそぼう～

4/24
幼児を含む家族対象

料金：入館料
さわることができる標本を楽しいお話と
ともに紹介する15分程度の小イベント。
毎月第4日曜日開催。

さわってみよう♪ 
わくわくワゴン

4/24
5/22

オンライン視聴も可能

10:00～15:00

5/15ASOBO
スラックラインとハンモック

定員：なし
料金：1名につき
　　　100円

デイキャンプエリアに設置したスラック
ラインで楽しんだり、ハンモックでおく
つろぎ頂けます。

雨天時は中止です。

小学生以上対象

★天体観察会の予約について（ゴールデンウイーク天体観察会、毎週土曜日の天体観察会共通）

ろぼう

島根県立三瓶自然館サヒメル
■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）
　７/21～8/31は無休。
　　※年末年始、その他、メンテナンス休館あり

三瓶フィールドミュージアムニュース

〒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

＜隔月発行＞

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。


