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昨年のコロナ騒動による中⽌を経て、地域内でも感染拡⼤の不安がぬぐい切れない中でしたが、開催を決⾏！
みごと1年越しのリベンジを果たすことができました。
そのような状況下で、⼀体どれだけお客様が来てくれるだろうか、とドキドキしていましたが、開場と同時に
多くのお客様がドッと詰めかけくれました。遠くは下関や岩国からもお越しいただき、「ほっ」と安堵。
⼊⼝では、⽔道の蛇⼝をひねると「りんごジュース」が流れてくるという「あとうの蛇⼝」でお客様はびっく
り⁉ エントランスホールでは「萩ジオパーク展」。15分の萩ジオパーク紹介映像をどこよりも早く初公開し
ました。

萩ジオパークフェア2021

大 成 功 ！

年に一度の萩ジオパークの祭典
『萩ジオパークフェア2021』が、
3月14日（日）山口市阿東地域
交流センターにて開催されました。

ホールに⼊るとたくさんの体験ブースがあり、カヤックやクロスバイクにVRゴーグルをかぶって乗るという
ブースでは、本物さながらの体験に歓声があがり、⽵紙や⽯灰岩のはんこなどのものづくりでは、みなさん
懸命な表情で楽しんでいました。

徳佐では蛇
⼝を

ひねるとり
んご

ジュースが
出て

くるらしい

あとうの蛇⼝から出てくる
飲み物で歓迎

エントランスでは萩ジオパーク
展

⾚⻘メガネで地形図を覗き込む

カヤックに乗って
何を⾒てるのかな？ 傍からみると異様な

光
景ですね(笑)

⽵紙を使って何を
作っているのかな？

次⾴へ続く



物販も好調で、阿東の新商品が並ぶ物産コーナーは⼤⼈気。お弁当やお菓⼦など午前中で完売するブースもあ
りました。お昼は阿東の⾷材がふんだんのお鍋が振る舞われ、スタートと同時に⾏列が。みなさん美味しそう
に頬張ってました。
会場内は、どのコーナーもお客様との賑やかな交流が⽣まれ、萩ジオパークのいろんな楽しみ⽅が伝えられた
のではないでしょうか。スタッフの皆さん、本当にお疲れ様でした。
お客様からも、「とても楽しかった。遠くから来た甲斐があった」と嬉しい⾔葉も聞くことができました。午
後から⾬が降り出しましたが、1⽇の来場者は総計で484名。コロナの新規感染の情報も今のところはなく、ま
さに⼤成功のフェアとなりました。
さて、来年はいずこで？
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今回は、ご⾃宅からでも楽しんでいた
だけるよう、プログラムのライブ配信
も⾏いました。昨年６⽉以降に取り組
んできたオンラインでのツアーや講座
の経験を活かし、会場⾒学ツアーや2
つのオンラインジオツアー（どこでも
ジオツアーin阿東、４つのジオパーク
をめぐる旅）、ジオガシキッチン教室、
そして特別講演を配信しました。
萩をスタートし、三島村・⻤界カルデ
ラ、室⼾、伊⾖半島の４つのジオパー
クを旅するツアーは、まさにオンライ
ンならでは。ジオガシキッチン教室で
は、全国の⽅々がそれぞれのご⾃宅で
美味しそうな須佐ホルンフェルスを焼
き上げた様⼦がSNSに投稿されるなど、
地元の⽅々だけでなく、全国の⽅々に
楽しんでいただきました。⾒逃した⽅
もまだ⾒ることができますので、ぜひ
お楽しみください！
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「ジオガシキッチン」
での鈴⽊さん（左）

伊⾖半島で景⾊を切り取ってお菓⼦化し、ツ
アー等に活動しているジオガシ旅⾏団代表の鈴
⽊美智⼦さん。「ジオガシキッチン」では4組
10名の参加者が萩ジオパークを代表する⾒ど
ころのひとつ「須佐ホルンフェルス」を作りま
した。わっきー教授による須佐ホルンフェルス
についての解説の後、砂と泥が交互に重なり熱
で焼かれて固くなったというでき⽅そのままに、
ビニール袋の中で材料を混ぜ合わせてできた⽩
いフレーク状の⽣地と⿊いペースト状の⽣地を
型の中に交互に重ねていきます。これをオーブ
ンで焼いて完成。オンラインのZoom参加は1
組だけでしたが、Live配信を⾒て⼀緒に作った
⽅もいらしたようです。皆さん実物に負けない
「須佐ホルンフェルス」ができました。
そして特別講演では、なぜ「お菓⼦」という⾝
近なものをきっかけに⼤地に興味を持っていた
だく活動を⾏なってきたのか、鈴⽊さんの根本
にある考え⽅「デザイン・シンキング」につい
てもお話いただきました。お客様をどう楽しま
せるか、を第⼀に考えて企画すること、修正を
重ねながら、活動を継続することの⼤切さが伝
わりました。私たちのジオパーク活動も地道に、
着実に歩みを進めて⾏きましょう。



全国の仲間とオンラインでガイド技術を磨きました
〜オンラインインタープリテーション研修〜

2⽉28⽇、全国のジオパークのガイドさんたちにお声がけして、総勢約100⼈と⼀緒に、オンラインで
感動が伝わるガイド技術を磨きました。
講師は数年前からお世話になっているプロインタープリターの菊間彰さん。１⽇がかりの研修でしたが、
体験あり、講義あり、ワークありの超充実した時間を過ごすことができました。参加した皆さんは確実
に⼒が付いたのではないでしょうか。何より、北は北海道から南は⿅児島まで、全国のみなさんと⼀緒
に楽しく学べたのが嬉しかったですね。
実は、萩のジオガイドの皆さんはこれに先⽴って前⽇も⼀⽇研修でした。「みなさんには明⽇、実演

オンラインインタープリテーション
実践の様⼦

「みなさんには明⽇、実演していただきます」というお
決まりの無茶ぶり（笑）から始まり、2⽇⽬の前半では
全国の皆さんに世界初であろう「オンラインインタープ
リテーション」の実演をしました。参加者の皆さんの喜
びのコメントや笑顔の嵐が、何よりも成功を物語ってい
ました。
グループワークでは全国の皆さんからも「そんな⼿が
あったか！」という様々な⼯夫が⾶び出し、画⾯越しに
感動を伝える技術が格段に磨き上げられたような気がし
ます。
オンラインでもリアルでも役に⽴つこの⼿法を全国の多
くの皆さんと学べたことは、とても⼤きなことだと思い
ます。これからもより⼤きな感動を伝えていけるよう、
みんなでレベルアップしていきたいですね！

2⽉24⽇に、萩⻄中学校でリモート授業をしま
した。オンラインシステムを使うことで3年⽣
3クラス92名の皆さんに、⼀度に同時に授業す
ることができました。「⾃然環境と⼈間」を
テーマに、萩城下町バーチャルツアー、グ
ループワーク、クイズとてんこ盛り50分。オ
ンラインものは⼀⽅的な情報提供になりがち
ですが、去年の夏から培ってきたノウハウを
⽣かして、⽣徒の皆さん⾃⾝が主体的に活動
できる内容に⼯夫しました。皆さんが楽しそ
うだったのが、何よりもうれしかったです。

学校出前授業福栄⼩中学校
萩市内で初めに⼩中⼀貫校となった福栄⼩中学
校では、毎年、ジオパーク講演会と称して萩ジ
オパークの職員を招聘してくださいます。本年
度は3⽉4⽇（⽊）に⼩学部6年⽣と中学部1年⽣
を対象に、「⽕⼭のつくりと福栄の⼤地」と題
して、福栄の⼤地の成り⽴ちを伊藤事務局員が
お話しました。
前段では⻭科印象材を⽤いた⽕⼭実験を班単位
で⾏い、粘り気による⽕⼭の形の違いを確認し
ました。後半は福栄の⼤地が3つの岩⽯「⽯灰
岩」「花崗岩」「安⼭岩・⽞武岩（溶岩）」で
出来ていることを増野和幸⽀援員が実物を⾒せ
ながら解説し、⼤地の成り⽴ちと福栄地域の暮
らしに触れて、まとめとしました。

オンライン授業萩⻄中学校
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●【オンラインガイドツアー】『どこでもジオツアー』＃11「世界遺産 萩城下町 オンライン散策ツアー」
4月24日（土）10：00～11：30 旅の舞台：萩城下町 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：3,000円（お土産つき） 定員：20名（最少催行2名） 申込：旅行会社HIS オン
ラインツアー 予約サイトからクレジット決済 販売期間：4/5～4/23 主催・問合せ：萩ジオパーク推進協議
会（0838-21-7765）

○ geoとも（萩ジオ友の会）定例会「ジオ探訪」
4月17日（土）9：30～16：00 集合場所：萩マリーナ駐車場 内容：火山の博物館“笠山”へ 参加費：実費
主催：geoとも 問合せ：geoとも 桂（0838-21-7173）、中西（080-8749-9383）

4⽉からも継続実施！〜どこでもジオツアー〜

今年度、萩ジオパークの新たな情報発信拠点施設
として笠⼭⼭頂にある展望台を改修しました。
2階部は。これからカフェ事業者「Tiny＆Big」
（タイニーアンドビック）による内装⼯事が⾏わ
れ、5⽉1⽇にカフェ「⺎⺎」（コツコツ）がオー
プンする予定です。
⺎⺎の内容について、詳しくは次号でお知らせし
ますのでお楽しみに！
3階は、笠⼭と萩六島について壁⼀⾯の超巨⼤なパ
ネルで解説しています。阿武⽕⼭群の⼤家族が私
たちにもたらしてくれた恩恵の数々を実感できる
と思います。
ここは、2階カフェからのテイクアウトで飲⾷も絶
景と共に楽しめるカウンターテーブルを備え、ま
た、ジオガイドツアーの拠点として、団体でも楽
しめるよう汎⽤性の⾼いこしらえとなっています。
カフェより⼀⾜早く中を公開する予定ですので、
是⾮覗いてみてくださいね。

4月の予定

笠⼭⼭頂展望台改修整備⼯事が完了
5⽉1⽇には2階のカフェがオープン！

海側にはカウンターテーブル。ここから眺める⽇本
海は最⾼です

可動式のベンチは⽤途に応じてレイアウト変更が可能

昨年6⽉からスタートした萩ジオパークオン
ラインツアー「どこでもジオツアー」ですが、
2⽉の笠⼭、3⽉の萩ジオパークフェア2021
での阿東・徳佐盆地に続き、4⽉以降も毎⽉1
回の開催を予定しています。
4⽉は「萩城下町」を舞台に、24⽇（⼟）10
時出発に向け、準備を進めています。ジオ⽬
線のまち歩きを画⾯を通して楽しむ企画、ま
だまだ活動⾃粛を求められ、旅⾏の出来ない
お知り合いを誘って参加してみませんか。

2・3⽉に⾏われたオンライン
ツアーの模様



原作：わっきー教授　画：白玉だんご

大地も魅力も上昇中第46話 第47話室戸に来たぜよ！
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さあ、半⽥くんたちは、九州からついに四国
までやってきました。

この地域には地震災害だけではなく、台⾵な
どの気象災害も襲ってきます。台⾵を防ぐため
に植えたウバメガシを使って、名産の⼟佐備⻑
炭を作っている地元の⼈々のたくましさには感
⼼します。
平安時代初期に弘法⼤師が開眼したとされる
御厨⼈窟(みろくど)からは、空と海しかみえな
かったので、「空海」の法名を得たと⾔われて
います。徳島県霊⼭寺からスタートする四国⼋
⼗⼋箇所お遍路旅は、徳島側から⻑い旅を経て、
室⼾半島で反転して、⾼知市へ向けて北上を開
始する場所でもあります。きっと半⽥君たちは、
お遍路には⾒向きもせず、室⼾ドルフィンセン
ターに⾏っちゃうんでしょうね〜。

このジオパークの⽬⽟は、なんといっても
「付加体」です。「付加体」は、海のプレート
が陸地の下に沈み込むときに出来る地層の集ま
りです。四国沖の南海トラフという所では、現
在も「付加体」が出来つつあります。南海トラ
フは深さが、4000mくらいありますから、室⼾
岬の「付加体」は、海底で出来てから4000m以
上も隆起して陸地になったことが分かります。
このような地盤の隆起は、海岸に発達する海岸
段丘からも⾒て取れます。海岸段丘はてっぺん
が平らですが、これはかつてここが海底⾯だっ
たからです。隆起の原動⼒は地震です。南海ト
ラフでは、巨⼤地震が⼼配されていますが、こ
の地域では、何度も巨⼤地震が繰り返され、少
しずつ地盤が隆起してきて、現在の室⼾ジオ
パークが出来上がりました。ちなみに、半⽥君
たち萩ジオパークやおとなり秋吉台の⽯灰岩も、
こうした「付加体」の仲間になります。

室⼾岬のダービタイト層
（室⼾ユネスコ世界ジオパーク公式HPより）

室⼾の海岸段丘 奥にうっすら⾒えるのが室⼾岬

御厨⼈窟からの景⾊（室⼾市HPより）

今回訪れたのは⾼
知県南東部の「室⼾
ユネスコ世界ジオ
パーク」で、萩ジオ
パーク専⾨員の⽩井
孝明さんや、萩ジオ
パーク推進協議会顧
問の柚洞⼀央さんが、
かつて専⾨員として
活躍されていました。


