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これ新種？
〜発見しました！ ピンク色〜
指導員 爲延 邦俊
「珍しいのがあります。」森指導員が教えてくれました。見るとそれは秋にな
るとどこでも見かける彼岸花でした。

主催事業「秋の五目釣り体験」を終えて

あぁ、彼岸花か、と思いましたがでも少し変なのです。少し時期外れです。それ
に色が変です。鮮やかなピンクなのです。彼岸花って血のような真っ赤ですよ

〜11 月 17 日、18 日の 2 日間の大会〜
指導員 森誉史

ね！
地下に何か埋まっているのか？犬島固有の新種なのか？

12 家族 31 名の参加者の皆さんの行いがよかったから

単に私が知らないだけなのか？

なのか、両日とも晴天となり無事に開催できました。

友達にも投げかけてみたところ、わかりました！

初心者だけどこれを機に釣りを趣味にしたい方や子ど
もにせがまれての参加者に、まずは初心者講習です。説

残念ながら犬島特有の新種ではありませんでした。でも、彼

明後、いよいよ釣る時刻 13 時がやってきます。スタート

岸花でもありません。草姿は彼岸花に見えますが別属で、南

の掛け声とともに一斉に釣り場へ行き、竿を伸ばして

アフリカを原産国とするネリネと言い、10 月下旬から 11 月

次々に海へ。数分後に「きた！」の声で上がったのはメバルです。一匹釣れ始め

に咲きます。花弁は光が当たると細かいラメを散りばめたよ

ると周りでも徐々に釣れだしました。ハゼやベラ、アナゴにグレなどたくさんで

うにキラキラと輝くため、別名をダイヤモンドリリーと言わ

す。一日目の釣りが 17 時に終わり、自然の家へ戻ってくると計測が待っていま

れ、赤、白、ピンク、紫、オレンジ、そしてその複色がある、

す。種類、大きさ、数の 3 種目を各場所で計測してホワイトボードに中間釣果を

園芸品種だそうです。

書き出すと、参加者同士がお互いの釣果を称えたり情報交換をしたりしていまし

島内数ケ所のお庭、畑で見ることができます。 綺麗ですよ！

た。(小さい魚はリリースしています。)

犬丸のあしあと

2 日目も各ポイントへ移動し、釣りを始めます。
昨晩の釣果を参考に、より大きい魚、たくさん数
が釣れる魚などを目当てに必死です。そして 2 日
目の釣りも終わり、閉所式でいよいよ最終釣果発
表です。各部門 1 位の記録ですが、種類部門はキ
ス･グレ･セイゴ･ハゼ･フグ･ベラ･アイナメの 7 種類、大きさ部門はギンポの 27.
2cm、数部門では 32 匹(ルール上)という結果になりました。
今回、残念ながらメダルを貰えなかったご家族も、この悔しさをバネに、ぜひ
来年の釣りイベントに参加して下さい。そして釣った魚は美味しく食べて下さい。

●「波の花」が見られました
冬型の気圧配置となり、強い西風が吹いた 10 月 28 日および 29 日、犬島自然
の家の前の海面にホイップクリームのような泡のかたまりが現れました。
北陸地方など、日本海側の冬の風物詩として知られ
る「波の花」のようです。瀬戸内の犬島でも見ること
ができるのですね。
海水中のプランクトンと冬の季節風によってでき
るといわれています。

（指導員 髙畠）
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冬の星空観望 12 月 8 日（土）
・9 日（日）
〜逆さ三日月形をした金星にびっくり〜
指導員 髙畠 徹
はた

岡山商科大学附属高校教頭の畠先生を講師にお招きし、犬島自然の家主催事業
「冬の星空観望」を実施しました。

感 謝 の 集 い 12 月 4 日(火)

1 日目の夜は、県北に雪を降らせた雲が断続
的に飛来し、残念ながら十分な星空を見ること

〜餅つき･豚汁･ふるまい餅、そして、つながるということ〜
所長

成本 智幸

ができませんでした。それでも、雲間から今年

今年もまた餅つき会をしました。餅は豊かさ

の夏、地球に大接近して話題となった火星、太

の象徴でしょうか、この時ばかりは、皆いい顔

陽系最遠の惑星である海王星などを天体観測

です。会話も弾みます。

室の４０㎝望遠鏡で楽しむことができました。

犬島自然の家では、ずっと一人暮らしの方に

また、雲で観望ができない時間帯は、畠先生から天体講習室でパソコンを使っ

ふるまい餅を配っていたそうです。3 年前から

て、宇宙の広がりについて説明をしていただいたり、来年１月６日にある部分日

は、餅つき会として感謝・交流の集いをして、

食について、岡山での見え方のシミュレーションを見せていただいたりしました。
２日目の朝は、２０㎝屈折望遠鏡を使って、

ふるまい餅を配っています。犬島自然の家は、
生涯学習(社会教育)施設であることは勿論ですが、人口減少が進む犬島(岡山市唯

太陽の安全な観察方法を教えていただいたり、

一の有人島)の地域の方々と深くつながる存在でなければならないと考えていま

４０㎝望遠鏡で金星を観察したりしました。
太陽活動が穏やかな時期で、黒点が見えなか

す。島の人たちと同じ時間を共有することが、信頼や尊敬を培う第一歩です。

ったのは残念でしたが、青空の中、三日月を上

師走の穏やかな日和に、大勢の参加者です。協力的です。ロビーでは、男性陣・
町内会長、杵の音に迫力があります、さすが。 返し(杵どり) 、うまい。食堂で

下左右逆にしたような形に欠けて見える金星に、

は、女性陣、餅を切り、餅を丸めながら話がつきません。厨房は、総指揮官達、

参加者から驚きの声が上がっていました。

餅米の蒸しと豚汁準備、なかなか手際がいい。
会食では、豚汁に餅を入れて食べました。
何杯お代わりしたでしょう。満足です。そ
して、ふるまい餅として、参加できなかっ
た方やお世話になっている方に届けました。
地域に深く根差した社会教育施設「犬島
自然の家」であるべきと願っています。

たかばしら

犬丸のあしあと ●鷹 柱 が見えました
11 月 23 日の夕方、犬島自然の家の上空におびただ
しい数のトビが集まって、輪を描いていました。
トビなど鷹のなかまが、上昇気流のさかんなところ
に集まる現象を鷹柱といい、秋によく見られる現象だ
そうです。写真を撮影すると、右上に飛行機が紛れ込
んでいました。

（指導員 髙畠）
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犬島の海洋生物 第五話「牡蠣」
指導員 森 誉史
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主催事業「犬島クラフトと焼き芋体験 」を終えて

犬島周辺にも養殖場がある「牡蠣」
。主に食用で食べられているのは、日本海側
は「岩牡蠣」
、瀬戸内海側は「真牡蠣」が多いと言われております。牡蠣は古くか
ら日本人に愛され、水産経済動物としては世界最大の年間生産量を持つと言われ
ております。ヨーロッパなどで当地のカ
キが大量に病死したときも日本から大量

〜美味しい、楽しい、日帰り体験〜
指導員 爲延 邦俊

に種を移植したこともあるそうです。

1 月 20 日(日)。26 組 86 名の応募から抽選で 9 組

そんな牡蠣ですが、今年も日生、笠岡な

34 名が当選です。しかしインフルエンザで、最終 2

どで牡蠣祭りがあります。どこも少し遠

3 名 6 組の参加となりました。当日は残念ながら雨。

いですが興味がある方は是非とも行って

その中、23 名が予定通り 9 時のチャーター船で到着

みて下さい。私はよく寄島まで買いに行

しました。

っておりましたが、寄島の牡蠣が不調で

食堂での開講式の後、午前中は焼き芋です。①さ

数が少なく牡蠣祭りが危ぶまれていましたがどうやら中止とのこと。今年は日生

つまいもを受け取る、②新聞紙で包む、③水に浸す、④アルミホイルで包む、⑤

で買おうかなと考えております。ちなみに日生の牡蠣祭りは 2 月 24 日です。

空気が残らぬようしっかり押さえる。これを各自 2 本作ります。そして焼釜に並

真牡蠣の旬は、1 月終わりから 2 月で、身太りがよく一番美味しい時だと言われ

べます。2 時間後が楽しみです。幸い、小雨になっていました。

ています。ムキ身は、身が盛り上がって丸みのあるもの・艶のあるものを選ぶと

次はクラフトです。まずは海岸での材料集めです。石、流木、貝殻を拾い集め
ました。綺麗な貝殻にみんな大喜びです。雨はほぼ止んでいました。
自然の家に戻り、食堂で持参のお弁当を食べた後、午後は、木造校舎の工作室

よく殻付きは、細長いものより殻が深くなっているものの方が、大粒でよく太っ
た牡蠣が入っているそうです。旬の牡蠣、ぜひ味わって下さい。

犬丸のあしあと

で犬島クラフト作りです。時間は 2 時間。慣れないグルーガンを使い、
全員がアーティスト。アイデアいっぱいの素晴らしい作品を作りました。それ
を手に記念写真です。
次はいよいよ焼き芋をいただきます。
出来てるかな？

やった！焼けてました！

「あぁ！美味しかった！」
一本は食べ、一本はお土産です。
閉講式です。みんな笑顔一杯です。 今日は残り時間、
各自で犬島を散策してもらえるようこの場で解散です。
いかがでしたか、犬島の一日は？ みなさん、又お待ちしています。

●部分日食が見られました
1 月 6 日、部分日食を観察することができました。
日食は、新月が太陽の前を通過して、太陽をかくす現
象です。今回、岡山で最も大きく欠ける予定時刻 9 時 54
分を過ぎても、犬島自然の家の上空は、雲でおおわれた
ままで、日食を観察できませんでした。
あきらめかけていた 10 時 30 分過ぎ、やっと雲が薄くなり、雲越しにちょっ
ぴり左上の部分が欠けた太陽を見ることができました。

（指導員 髙畠）
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海の恵み〜食材採取と生物観察〜
指導員 厚地

3 月 13 日
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一年間を振り返って

倫枝

今年度最後の主催事業となる「海の恵み〜生物観察と食材採取〜」を 3 月 2 日〜3
日に開催しました。2 日はよく晴れた暖かい一日となり、海辺での活動にはぴったり
のお天気でした。
まずは、犬島港の浮桟橋でワカメ採りです。今年

所長

成本 智幸

はワカメが少なかったので心配していましたが、し

20 年目の今年は、どんな年だったのかデータを基に考えてみました。

っかり採れました。今度は場所を南側の海岸へ移し

まず、今年度１５の主催事業を計画し、１３実施しました。中止の理由は台風と雨

て、タマキビやカメノテなどを採りました。海での

です。１泊２日(3 食付 3000 円)は９事業、日帰りは６事業です。釣り､天体観望､キ

活動を終えた後は、中居さんに、採ってきた食材の

ャンプ 海の恵み､絵画､アート･歴史巡り等を実施し、体験活動の充実と犬島らしさを

下処理の仕方を教えてもらいました。みんなで貝や

演出しました。 申込者は 953 名、定員 402 名ですから、2.37 倍となります。ありが

ワカメを洗って、夕食前に試食をしました。自分で採って食べるおいしさは格別のよ

たいことです。抽選で当選者 435 名とし、中止を除いた実際の参加者は、289 名でし

撮影：爲延

うでした。

た。急なキャンセルが 88 名 23.3％でした。仕方のないことかもしれませんが、希望

次の日はストーンクラフトをしました。ストーン
クラフトを行うのは旧校舎の教室です。今、旧校舎

者に報えるようにしていきたいと思っています。
次に、自然の家の宿泊者は、3 月末までの予想で 2675 名です。宿泊者が多いのは、

の廊下には在本さんから寄贈していただいた、犬島

土曜日、3 連休等、夏休みなどです。繁忙期と閑散期の差が大きいことが課題です。
課題解決の特効薬はありませんが、事業所や学校園が数年に一度でも宿泊研修(1 泊

の色々な写真パネルが展示されています。銅の製錬

撮影：厚地

2050 円)に犬島を利用していただければ、大いに改善します。宿泊すると、必ず神秘

的で魅惑的な天体観測を行いますので、心も体もリフレッシュできます。また、キャ

所や、旧校舎を前に整列した生徒の白黒写真を興味
深そうに眺めていました。

水産資源の状態は色々な理由で変わります。犬島でも、昔より魚が獲れなくなった、

ンプ場は 4/15〜10/15 までですが、のべ 1345 名の利用がありました。持参品は米と

という声をききます。この大事な海を大切にしたいという人が増えていくことを願っ

味噌と醤油だけのサバイバルキャンプをした学校、父子で 3 泊していた家族、ともに

ています。

犬丸のあしあと

いい人間関係づくりを見させていただきました。

●カヤック置き場にもスイセンが咲きました

私たち自然の家職員は、ハッとする体験が毎日の

立春が過ぎ、犬島のあちこちにスイセンの花が咲いて

忙しい生活をより豊かにするものと信じています。
ハッとする体験とは、天体観望やシーカヤックなど

います。この写真は、2 月 6 日にカヤック置き場に咲いて

の自然体験活動です。ドキドキワクワク感は体験で

いたスイセンです。夏の間、砂の中で、何度も上から人

しか味わえないのです。このような時間を意図的に

に踏まれたり、重いカヤックを置かれたりした球根が、

過ごすことが今の時代、大切ではないでしょうか。

冬に芽を出し、早春に咲く。そのたくましい生命力に感

ご利用をお待ちしています。

夕日に浮かぶ犬石様

撮影 髙畠 徹

動しました。

（指導員

髙畠）

