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10⽉31⽇、ジオツアー「萩焼作家さんに会いに⾏こう」を実施しました。
萩で暮らす⼈々に出会って⼤地と向き合って⽣きる⼼に触れる「〇〇さんに会いに
⾏こう」シリーズの⼀環です。400年の歴史がある窯元「坂⾼麗左衛⾨窯」の若き
作家・坂悠太さんに会いに⾏きました。

｣

萩の地で代々試⾏錯誤を重ねて⽣み出されてきた技術と、それを
受け継ぎさらに⾼めようと熱⼼に取り組む坂さんの姿に、⼼打た
れる参加者も多かったのではないでしょうか。専⾨員からも、萩
焼の重要な要素である粘⼟は、萩の⼤地をつくった１億年前の超
巨⼤⽕⼭活動と深い関わりがあるという解説があり、⼤地と⼈の
つながりの奇跡も感じていただけたことと思います。
坂さんには４年ほど前から萩ジオパークの講座やツアーの受け⼊
れをしていただいています。そんな中でご⾃⾝も改めて粘⼟に関
⼼を持ち、400年前に使われていたという地元の⼟を使って器を
焼いてみたそうです。そんな⼀品も⾶び出す展開で、最後まで⼤
盛り上がりのツアーとなりました。

坂さんが地元の⼟で
焼いたという茶碗

五島列島ジオパーク構想から視察に来ました
11⽉20⽇に、⻑崎県の五島市から五島列島ジオパーク
構想の職員お⼆⼈が視察に来られました。五島列島ジオ
パーク構想は、昨年に⼀度、JGN加盟を申請しましたが
残念ながら⾒送りとなり、再度の申請に向けて取り組ん
でいるところです。萩ジオパークの取り組みについて熱
⼼に話を聞かれた後は、萩城下町と笠⼭を舞台にしたガ
イドツアーを体験されました。⾮常に勉強になったし、
何より楽しかったと、満⾜されて帰られました。
▶城下町のガイドツアーに参加する五島列島GP構想の2⼈
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12月の予定 - Information ○ geoとも（萩ジオ友の会）定例会「ジオ探訪」 12月12日（土）9：30〜16：00 集合場所：中央公園
内容：川上地域探訪 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』＃08「しましま模様の秘密探索会」 旅の舞台：萩市
須佐 12月19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: 2,000円〜 申込：現地旅行予約サイト「VELTRA」ベルトラオンライン・アカデミー
（https://ﬁle.veltra.com/jp/promotion/onlineacademy/）からクレジット・コンビニ・ATM決済 主催・問合
せ：萩ジオパーク推進協議会（0838-21-7765）
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