
島根県立三瓶自然館 ニュースレター

北木石に代表される笠岡諸島の石の
歴史を紹介。福光石との比較から見
える歴史もあります。14:00～15:30

6/18 定員：20名
料金：大人300円
　　　小人100円

月イチガク③
備中笠岡と
　石見大田の石文化 オンライン視聴も可能

　大田市の東部、山陰本線波根駅と久手駅の

ちょうど中間あたりの線路脇、低い丘を切り

取ったような空間の向こうに海が見える場所が

あります。列車の車窓から眺めていると一瞬

で通り過ぎてしまい、細長い岩が立っているこ

とに気づかないかも知れません。

　丘が切り取られたような部分は「掛戸」、細

長い岩は「掛戸松島」です。掛戸は鎌倉時代

に難工事の末に切り開かれた切り通し水路と

伝わります。水路の先に掛戸松島が立ってい

るのは工事の時の粋な演出なのか、あるいは

月イチガク④
墓場放浪記
～石塔から探る石見の歴史～

6～7月のイベント
2022年5月号

偶然そこにあったのでしょうか。夏至の前後の

時期、大きく北へ寄った夕日が掛戸松島の向

こうに沈む風景は大田市を代表する海岸景観

のひとつです。

　日没の少し前には、岩の上に夕日がさしか

かってロウソクのように見え、その瞬間を待っ

てカメラを構えている人を見かけることも少な

くありません。

　やがて水平線に日が沈み、空の青さが深み

を増すと、水平線に漁り火が点り、天空に星

がまたたきはじめます。

夏の夕日と掛戸松島

No.172

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。

19:00～21:00

定員：20名
料金：大人300円
　　　小人100円

定員：30名

料金：100円

14:00～15:30
7/9

夜の三瓶山で昆虫を観察。トラップ
を使って虫を集めたり、森に入って
夜に活動する昆虫を観察します。

親子でつくろう工作教室
つるのかご

親子でつくろう工作教室
噴水

7/23

墓石から石見の歴史が見える？
石塔の形態と石材からから読み解く
地域史を紹介します。

夏の夜の昆虫観察

9:30～14:00

定員：親子8組
料金：大人300円
　　　小人100円

北の原キャンプ場内でキイチゴを摘
んでジャムを作ります。手作りパン
につけていただきます。

さんべの森たんけんたい
～初夏の森であそぼう～

6/11
幼児を含む家族対象

14:30～16:00

定員：100名

料金：入館料

昆虫好きとしても知られる、解剖学
者である養老孟司先生による講演会
です。

養老孟司先生講演会
6/18

13:30～14:30

10:00～15:00

定員：100名

料金：入館料

アケビ、クズなどのつるでかごを作
ります。

7/3

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
クでおくつろぎいただけます。

ASOBO
スラックラインとハンモック 

6/19

親子でつくろう工作教室
葉脈のみえるしおり 13:30～14:30

定員：親子6組

料金：100円

ヒイラギの葉を処理して葉脈を取り
出し、それをラミネートしてしおり
を作ります。

6/5

オンライン視聴も可能

定員：なし
料金：1名につき
　　　100円

雨天時は中止です。

小学生以上対象

13:30～15:30

定員：100名

料金：入館料

NHK「子ども科学電話相談室」でも
おなじみの田中康平先生に、最新の
恐竜研究の成果をうかがいます。

7/24恐竜講演会
恐竜博士に聞いてみる
超最新恐竜学

13:00～14:30

定員：親子6組

料金：実費

夏にぴったり！　簡単な噴水を作り
ます。

7/31

かけとまつしま

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、当館ホームページまたは電話でご予約ください。

★天体観察会の予約について（毎週土曜日）

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。



　三瓶自然館のプラネタ

リウム番組「郷土の天文

学者・堀田之介の物語」

では、これまであまり知

られていなかった、天文

学者・堀田仁助の生涯と

業績をわかりやすく紹介

しています。ぜひ、ご覧

ください。

（学芸課　矢田猛士）

　みなさんは、津和野藩士の堀田仁助をご存知でしょ

うか。江戸時代、堀田仁助は幕府天文方においてヨー

ロッパの天文学を基にした改暦に貢献し、さらに、伊

能忠敬に先んじて正確な西洋式測量技術を基にした北

日本の地図を作りました。

　1745年、堀田仁助は、津和野藩の船屋敷（現在の

広島県廿日市市）で生まれました。幼いころから熱心

に勉学に励み、その俊才ぶりは、周囲のだれもが認

めるほどだったと伝えられています。19歳の時には藩

主の参勤交代にあわせて、はじめて江戸に出ました。

そして津和野藩の江戸藩邸で働くことになります。

　37歳の時、新しい暦を作るため、仁助は幕府天文

方に呼ばれました。天文方の仲間たちとの15年あまり

の苦労の末、1798年、「寛政暦」ができあがります。

それは、日本ではじめてのヨーロッパの天文学を使っ

て作られた暦でした。

　同じころ、ロシアの南下政策に対抗するため、当時

は蝦夷地と呼ばれていた北海道と本州とを船で結ぶ航

路を開くことが、幕府の重要な仕事になっていました。

陸地の見えないところを進む外洋航路では、天体観測

により方位を定める必要があります。幕府はこのとき、

堀田仁助に白羽の矢を立てました。寛政暦ができあ

がったその翌年、仁助が54歳のときでした。

　幕府の御用船神風丸に乗った仁助は、江戸から現

在の岩手県の宮古までは沿岸を、宮古からは天体観

測によって船の位置を計測しながら進み、約4日かけ

て蝦夷地の厚岸に着きました。江戸の品川沖を発って、

57日目のことでした。その後、仁助たちは、厚岸から

松前まで、沿岸の道なき道を約40日かけて徒歩で移

動しながら測量を行いました。それは、正確な地図を

作るための、命がけの旅でした。江戸に戻った仁助は、

地図を完成させ、幕府に提出します。これは、日本で

はじめて作成された、正確な西洋式測量に基づいた

地図でした。

　蝦夷地をはじめ全国を測量した伊能忠敬も、最初の

地図は、仁助の地図を参考にして作っています。また、

忠敬らの17年におよぶ測量によって作られた日本地図

ができあがると、仁助は幕府の要請で点検し、独自の

解説を加えました。

堀田仁助とプラネタリウム番組の紹介

江戸の津和野藩上屋敷（津和野町教育委員会蔵）

従江都至東海蝦夷地針路之図（津和野町郷土館蔵）

堀田仁助が解説を加えた日本地理測量之図

（太皷谷稲成神社蔵）

　ヌートリアは南米原産のネズミの仲間で、日本へは

第二次世界大戦時を中心に毛皮目的で導入されまし

た。当時は軍用の防寒着を作るため国により飼育が奨

励されていました。戦時中、島根県内でも大田市や川

本町など、県内の多くの地域で養殖されていたことが

わかっています。その後、合成繊維の普及によって、

毛皮の需要が少なくなると養殖施設は無くなっていき

ました。一旦は県内から姿を消したヌートリアたちで

すが、野生化した個体が1990年代より見られるように

なり、今では多くの河川に住み着いています。

　大田市内を流れる三瓶川にも多くの個体がいて、ミ

ゾソバ、カラスノエンドウ、セイヨウカラシナなどの草

花を採食する姿をみることができます。ヌートリアは河

川を中心に分布していますが、時には山越えをして移

動することもあります。現在、山陰で見られるヌートリ

アには岡山県の児島湾など、瀬戸内海側より分布を広

げてきたものと言われています。

（学芸課　安藤誠也）

三瓶川のヌートリア

ミゾソバを食べるヌートリア

三瓶ダム横の車道を歩くヌートリア（このよ
うにして山を越えていく）（赤枠内）

赤枠内を拡大したもの
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小学生以上対象

13:30～15:30

定員：100名

料金：入館料

NHK「子ども科学電話相談室」でも
おなじみの田中康平先生に、最新の
恐竜研究の成果をうかがいます。

7/24恐竜講演会
恐竜博士に聞いてみる
超最新恐竜学

13:00～14:30

定員：親子6組

料金：実費

夏にぴったり！　簡単な噴水を作り
ます。

7/31

かけとまつしま

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、当館ホームページまたは電話でご予約ください。

★天体観察会の予約について（毎週土曜日）

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。


