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平成 30 年認定に向けた、今後のスケジュールについて
昨年、日本ジオパーク認定申請を行い、審査の結果認定見送りとなりましたが、その際課題の一つとして「協議会が
何を目指して活動していくのか、協議会としての方向性は、明確でなかった」ことが示されました。
ジオパークでは、しっかりした運営組織と、活動の方向性を示した計画があることが求められます。このため、萩ジ
オパーク構想としての基本計画・実施計画を策定することにいたしました。
平成 30 年の認定申請に向けて、昨年 12 月から開催してまいりました、ジオカフェ、地域会議その他の場でいただい
た地域の課題やジオパークとして取り組むべき方向についての意見をもとに、改めて各地域の皆様から具体的な取組み
等について意見をいただいた上で素案を作成し、
部会、
総会でお諮りして計画を決定する方向で進めてまいりますので、
ご協力をよろしくお願いいたします。
（事務局長 福島康行）

ご覧になりましたか？ CATV “萩ジオさんぽ” 9/4（月）
9 月 4 日（月）に萩ケーブルテレビ自主制作番組「萩ジオさんぽ～下を向いて歩こう～」の第 2 回が放送され
ました。6 月に放送された初回のお題は、
「萩は水浸しのまち？」でした。今回は「水と共に生きるまち」
。今回
も山口県立萩高等学校新聞部の 1 年生 2 人が、ケーブルテレビの原田キャスターとともに謎解きに参加してくれ
ました。収録日 8 月 25 日（金）の朝方は雨が降り、
「本当に撮影するの？」と話していましたが、夏休み終了直
前で、日程がとれず、強行。雨上がりで強い日差しの下、汗だくでの撮影となりました。阿武川と人の手で作ら
れた藍場川、水をうまく生活に取り入れた先人の知恵を体験することができました。
次はどこを散歩するのでしょうか。みなさまからのご推薦をお待ちしています。

〔熱心に説明を聞く高校生たち〕

〔先人の知恵を目の前にしての撮影〕

萩ジオマスター講座が始まりました

9/26（火）

9 月 26 日（火）から、萩ジオマスター講座が始ま
りました。来年 1 月までの間、全 12 回の連続講座で
す。第 1 回は 60 名をこえる、様々な年代や職業の方々
に申込みをいただき、これまでにない盛り上がりを感
じています。
初回での内容は、講座の趣旨や仕組みに関するガイ
ダンスを行った後、高知県の室戸ユネスコ世界ジオパ
ークからお招きをしたジオガイドの北村久子さんに、
ご講演をいただきました。北村さんが所属している室
戸市観光ガイドの会は、一般市民の有志で構成され、
ジオパーク認定をきっかけに結成されたガイド団体
です。市民の手で地域を盛り上げようという多岐にわ
たる活動の紹介や、普通の主婦でジオパークに興味も
なかった北村さん自身が、活動に関わるようになった
経緯などのお話を聞きました。これからジオパークを
目指す私たちにとって、とても参考になる有意義な時
間になったのではないでしょうか。
萩ジオマスター講座は「萩の大地と人とのつながりを楽しもう」をテーマにしています。足元の大地を生んだ
地球活動と日ごろ見慣れた景色や食べ物、習慣などが結びついた時の面白さ、他所へ出かけた時に出会った見慣
れない風景の理由が分かった時の感動の深さは、何物にも代えがたい喜びです。
途中からのご参加も大歓迎です。みんなでジオパークの楽しみ方や面白さを存分に学びましょう。
なお、以下の講座は有料で、定員・申込み開始日が決まっています。開始日以降の平日 9:00～17:00 の間に、
事務局（0838-21-7765）へお電話ください。

〔〝ジオマイスター〟とは〕

講座番号

テーマ

〔北村さん自身の熱い思いが・・・〕

日時
11/18（土）9:00～12:00

選択②

萩焼はなぜ美しい

選択③

萩の農作物はなぜ美味しい 11/19（日）9:30～12:30

選択④

萩の酒はなぜ美味しい

選択⑤

萩の魚はなぜ美味しい

講師
坂 悠太（坂高麗左衛門窯）
樋口尚樹（ジオ支援員）

定員・受付開始日
20 名・10/30

千石台出荷組合

20 名・10/31

11/23（木）10:00～16:00

阿武の鶴酒造 岩崎酒造

20 名・11/6

12/2（土）10:00～13:00

山口 泉（萩しーまーと）ほか

15 名・11/13

第 1 回 〝大地を感じるヨガ〟を開催しました 8/27(日)
8 月 27 日（日）7：00 から、
『第 1 回 大地を感じるヨガ』を、陶芸の村公
園で開催しました。30～80 代の女性、18 人の参加がありました。陶芸の村公
園の交流広場からは、萩三角州・指月山・相島が眺望できます。前方に広がる
景色をつくる大地の成り立ちについて、推進協議会事務局の伊藤さんからお話
を聞き、その後、ヨガをスタートしました。講師は、本場インドでヨガを学ば
れた平山英子さん。平山さんご自身の考案による、三角州ポーズ、指月山のポ
ーズ、萩沖に浮かぶ島のポーズも行いました。実際にその場で、見て学び、身
体で表現することができ、私自身もとても勉強になりました。
ご協力いただいたア
ンケートでは、
「朝の空気
の気持ち良さを感じた」
、
「広い空間で身体を動か
したことは初めて」など
の声を聞きました。参加
者の皆さん、ジオパーク
推進協議会の皆さん、あ
りがとうございました。
（萩のジオパークって
なんじゃろう会：磯野淳子） 〔第 2 回 10/12 は平蕨台にて〕

〔第 3 回 10/14 は須佐にて〕

ジオ・カメラ散歩
阿武町にて。
岩の中に水
玉模様が。10
月 7 日のジ
オマスター
講座の下見
中に発見。

相島の段々畑。9 月のジオカフェでは
「相島のスイカ栽培」が話題に。水や
りは植え付け時のみだとか？！

長門峡梨の栽培が始まった大正期に植えら
れた二十世紀。城山百年梨と呼ばれ、まだし
っかり実を付けていました。

紫福八十
八カ所巡
り中に蓮
田を発見。
この先の
田には大
水の時、
川があふ
れたこと
もあった
そう。

ジオガシ旅行団 鈴木美智子代表によるジオパーク講演会開催 8/23（水）
去る 8 月 23 日（水）
、萩市民館においてジオパーク講演会「ジオガシ
でジオパークを楽しもう！」が開催されました。講師の『ジオガシ旅行
団』代表 鈴木美智子さんは、風景やストーリーを切り取ってお菓子化
し、現地へ誘う体験型お土産ツール『ジオ菓子』で全国展開されていま
す。もともと広告代理店でデザイナーだった鈴木さんは、地元南伊豆の
千畳敷の美しさに感動し、さらにジオガイドから「景色の美しさにはそ
の景色全てに理由がある。
」との説明を聞き、
「ちょっとした知識をもっ
て、景色から大地の成り立ちを読み解くと、他の所に行ってもその土地
の風景に興味を持てるようになった。こんなに面白いことをみんなに伝
え、一緒に楽しみたい」という思いから、ジオ菓子づくりを始めたきっ
〔工夫された各地のジオ菓子〕
かけを話されました。景色がすばらしいだけでは、一般の人にはなか
なか来てもらえない。そこで、どうすれば理解してもらえるかということから、ジオ菓子が誕生しました。特徴は風景
を模したお菓子とその写真、景色の解説（日本語・英語）
、そして現地の地図がパッケージになっていることです。柱状
節理のジオ菓子はリアルに再現され、本物と見分けがつかないほど。味についてもこだわり、美味しく作られています。
参加者からは、
「萩でもジオ菓子を作って販売できたら良い」
、
「パッケージも素敵で興味をひく」
等の感想がありました。

10 月の予定

○ 第 19 回弥富そばの花まつり 10 月 1 日（日）9：30～15：00 会場：弥富
グラウンド 内容：弥富十割蕎麦や地元物産販売、萩ジオパーク構想紹介コー
ナーや竹紙ワークショップコーナーも。 主催：弥富むらおこし会 問合せ：

弥富公民館(08387-8-2044)
○ 青少年のための科学の祭典第 17 回萩大会 10 月 1 日（日）10：00～15：00 会場：萩市立明倫小学校体育
館 内容：子どもたちを対象とした科学体験ブース、萩市小中学生科学作品展 問合せ：萩市学校教育課
（0838-25-3558）
○ 萩ジオマスター講座（第 3 回）10 月 7 日（土）10：30～16：00 会場：
【座学】阿武町町民センター、
【現地】
遠岳山北東方海岸、木与ほか 参加費：無料、内容：萩の大地の成り立ちⅡ（白亜紀の火成活動）
萩ジオマスター講座（第 4 回）10 月 10 日（火）19：00～20：30 会場：サンライフ萩 参加費：無料、内
容：萩に関わる地球の歴史
萩ジオマスター講座（第 5 回）10 月 15 日（日）10：30～16：00 会場：
【座学】須佐公民館、
【現地】須佐
湾周辺、高山ほか 参加費：無料、内容：萩の大地の成り立ちⅢ（日本海の誕生と火成活動）
主催：萩ジオパーク構想推進協議会 問合せ・申込み：萩市ジオパーク推進課（0838-21-7765）
※第 3 回、第 5 回は、萩ジオマスターの認定を受けるためには受講は必須です。
○ 大地を感じるヨガ（第 2 回） 10 月 12 日（木）10：00～14：00 会場：福栄夢るーらる雲海、
（第 3 回） 10
月 14 日（土）10：00～12:30 会場：須佐エコロジーキャンプ場 内容：前ページ記事参照 対象：どなたでも、
先着 20 名 参加費：1500 円 主催：萩のジオパークってなんじゃろう会 申込み・問合せ：萩市ジオパーク構
想推進協議会 (0838-21-7765)
○ 日本一おもしろい火山体験ツアーin 笠山をみんなでつくろう「越ヶ浜地区学習会」 10 月 17 日（火）19：
00～20：30 会場：越ヶ浜介護予防センター 内容：越ヶ浜地区の成り立ちと、大地とともに生きた先人の知恵
を探る（テーマ：神仏） 主催：萩ジオパーク構想推進協議会 問合せ：萩市ジオパーク推進課(0838-21-7765)
○ 萩ジオカフェ 10 月 19 日（木）14：00～15：30 会場：萩・明倫学舎復元教室、18：30～20：00 会場：
萩市中央公民館講座室（萩市民館）
、参加費：100 円、申込み：萩ジオパーク構想推進協議会（0838-21-7765）
※ジオパークってよくわからない人、ジオパークで何かやりたいことがある人、大集合！
○ ジオフェス★「Mine 秋吉台ジオフェス×人 ～ジオをみんなで楽しもう！ ～」10 月 21 日（土）10：00～17：
00 会場：カルスター 内容：ジオマルシェ、ジオツアー（要予約）
、ジオ体験コーナー（萩ジオパーク構想も
参加）など。 主催：Mine 秋吉台ジオパーク推進協議会 問合せ：Mine 秋吉台ジオパーク推進協議会事務局
(0837-63-0055)
○ 第 8 回日本ジオパーク全国大会 2017 男鹿半島・大潟大会 10 月 25 日（水）～27 日（金） 会場：秋田県
男鹿市ほか 内容：後日報告会を予定しています。

