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11月の予定 - Information ○ geoとも（萩ジオ友の会）定例会「ジオ探訪」 11月21日（土）9：30〜16：00 集合場所：道の駅ハピネ
スふくえ 内容：むつみ地域探訪 参加費：実費 主催：geoとも 問合せ：geoとも西嶋（0838-26-6123）
●【オンラインガイドツアー】『どこでもジオツアー』＃07「冬の日本海 海中溶岩さんぽ」 11月28日（土）
10：00〜11：30 内容：オンライン会議ツール「Zoom」を使って行うオンラインツアー。 参加費：3,500円
（プレミアムプラン､10名）、2,000円（ベーシックプラン、50名） 申込：チケット通販サイト
「PassMarket」からクレジット決済 販売期間：11月9日（月）〜24日（火） 主催：萩ジオパーク推進協議
会 問合せ：萩ジオパーク推進協議会（0838-21-7765）

四コマ漫画「がんばれ半⽥くん」も、いよいよ
新シリーズに突⼊しました。第１話から第37話ま
では、萩ジオパークの様々なジオサイトを巡り、
半⽥君とその仲間たちの楽しいやりとりをお送り
してきました。新シリーズでは、半⽥君たちが萩
を⾶び出し、⽇本各地のジオパークをめぐる旅の
話を中⼼にお送りします。

岩⼿県岩泉町にある⿓泉洞（©岩⼿県観光協会）

最初に登場するのは、東北地⽅の三陸ジオパー
クです。⻘森県⼋⼾市から岩⼿県を経由して宮城
県気仙沼市まで3県にまたがる広⼤な地域に及ん
でいます。萩ジオパークから三陸ジオパークに⾏
くには、バス→新幹線、そしてローカル鉄道の三
陸鉄道に乗ります。ここまでで、約11時間もかか
ります。あの三陸鉄道です。覚えていますか？ 朝
ドラ『あまちゃん』。私は、毎朝かぶりついて⾒
ていましたねぇ〜。
さて、三陸ジオパークでは、古⽣代から新⽣代ま
での様々な地層や岩⽯が観察でき、ジオサイトも
多彩なため、そのうちのいくつかをセレクトして、
ご紹介します。
第38話では、安家洞と⿓泉洞という東北を代
表する鍾乳洞が出てきます。安家洞は、岩⼿県岩
泉町にある鍾乳洞で、⽇本⼀⻑い鍾乳洞
(23.702km)と⾔われています。ちなみに⽇本で⼆
番⽬は、⼭⼝県の秋吉洞ですよ。⼀般に公開され
ているのは、⼊り⼝から700ｍまでの範囲ですが、
⽯筍・鍾乳⽯・千枚⽫（秋芳洞の百枚⽫と似て
る）など、多くの⾒所があります。⿓泉洞は、⼭
⼝県の秋芳洞、⾼知の⿓河洞とともに⽇本三⼤鍾
乳洞の⼀つとされ、 ⻘く澄んだ地底湖などで、訪
れる⼈を魅了しています。観光客の多くは、⿓泉
洞を好んで訪れるようですが、案内者が安家洞鈴
之助さんなので、半⽥君たちは、⿓泉洞ではなく、
安家洞に連れて⾏かれます。ちなみにこの案内者
は、⾚胴鈴之助という漫画に由来していますが、

1954年から1960年まで連載されていたので、相
当⾼齢の⽅しか知らないはずです。ははは…はぁ。
安家洞も⿓泉洞も、⻑さ50km幅4kmほどの安
家⽯灰岩の中に発達した鍾乳洞です。萩ジオパー
クの半⽥地区や蔵⽬喜地区の⽯灰岩は、古⽣代後
期の⽯炭紀からペルム紀の⽯灰岩ですが、安家⽯
灰岩は三畳紀に出来た⽯灰岩です。つまり半⽥君
よりも数千万年若い⽯灰岩なのです。安家⽯灰岩
は、萩の⽯灰岩と同じように海底⽕⼭の上の珊瑚
礁だったものが後に付加体取り込まれたものです。
⽇本の三畳紀の⽯灰岩の多くは、秩⽗累帯の三宝
⼭帯に含まれており、安家⽯灰岩を含む付加体は、
三宝⼭帯の付加体との関係が推定されます。
第39話には、⼤沢海岸の⿂⻯が出てきます。こ
の⿂⻯も三畳紀に⽣きていました。この⿂⻯は世
界最古の⿂⻯で、ウタツギョリュウと呼ばれてい
ます。⿂⻯を含む⼤沢層は、南部北上帯に所属し
ていて、この⿂⻯は⼤陸沿岸の海を泳いでいまし
た。琥珀を含む久慈層群は、後期⽩亜紀の地層で、
萩ジオパークの佐々並カルデラと同じ時代に出来
ました。琥珀の産地としては国内随⼀で、⼈の頭
くらいの⼤きなものも産出しています。

歌津⿂⻯（ウタツサウルス、Wikipediaより）

