平成31 年度
4 月26 日

犬島自然の家 ＆ キャンプ場

風景

心のカメラのシャッターチャンスがいっぱい！

第1 号

いいねっ！

岡山市立犬島
自然の家発行

新年度がスタートしました
～ 「みんなで」を合言葉に頑張ります ～
所長 岸本伸一
犬島自然の家にさわやかな風が吹き渡っ

キャンプ場から眺めた景色です。青い空、白い雲、穏やかな海…
波の上を船がゆっくり滑っていきました。心が癒される一コマです。

ています。中庭の桜も今年はいつもより長
く咲き誇っています。新しい年度を迎えて、
職員全員が新たな気持ちでやる気満々。こ
の度は職員の異動もありましたが、ベテラ
ンも新人もみんなで共通理解を図りながら

自然の家の学習棟はかつての犬島中学校の校舎です。

協力して職務に取り組んでいきます。

教室は今でもいろいろな体験や研修にしっかり活用されています。

４月１５日（月）、キャンプ場がオープンし
ました。本格的なシーズン到来を前に、職員が
みんなで力を合わせてカヤック置き場の屋根

廊下 ― 犬島の歴史や生活の様子をたくさんの写真で紹介しています。

に葭簀（よしず）を張りました。これで炎天下

懐かしいあの日にタイムスリップしたようで、胸がいっぱいになります。

でも随分しのぎやすくなりました。

今年のＧＷは何と１０連休。また、３年に１度
の瀬戸内国際芸術祭も開催されます。犬島も大勢
の観光客でにぎわうことでしょう。自然の家とキ
ャンプ場も４月下旬からの予約がいっぱい。職員
は嬉しい悲鳴を上げながら、みんなで頑張ろうと
張り切っているところです。

犬丸のあしあと
●ポストの上に桜の盆栽
備前犬島郵便局のポストの上に桜の盆栽が乗っ
ていて、しかも、きれいに花が咲いていました。
郵便局長さんが置かれたのだそうです。
今年も、犬島で見つけた「うわっ！」をお伝えし
たいと思います。

（指導員

髙畠）

令和元年度
6 月21 日
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「天文王国おかやま」星めぐりスタンプラリー実施中！
～岡山に星を見においでんせぇ！

犬島自然の家も参加しています～
指導員 髙畠 徹

岡山市立犬島
自然の家発行

「天文王国おかやま」
（＝岡山県）では、現在、県内の天文関連施設をめぐって

サツマイモ栽培体験＆犬島探検（ウォークラリー）

スペシャルスタンプを集める星めぐりスタンプラリーを 5 月 24 日より実施中です。
スタンプのデザインは、デザイナーで星空準案内人（準ソムリエ）の篠原とも
えさんが、自ら県内各施設をめぐり、インスピレーションを得て制作したもので

６月１日（土）、今年度最初の主催事業「サツマイモ栽培体験＆犬島探検（ウ
ォークラリー）」を行いました。当日は心地よい風が吹き渡るさわやかなお天気
でした。

す。
“夜空をずっと見上げていたい”そんな篠原さんの想いが詰まったスタンプを、
天文関連施設を巡りながら集めてみませんか？集めたスタンプの数に応じて、素

まず、講師の石原秀夫さんのご指導に

敵な景品が抽選で当たるお楽しみ企画も同時に実施中！

よるサツマイモの苗の植付けです。今回

ぜひ、
「天文王国おかやま」星めぐりスタンプラリーにご参加ください。

の品種は「紅あずま」。強い甘みとほく

開催期間

2019 年 5 月 24 日（金）～10 月 31 日（木）

ほくした食感が特徴とか。秋の収穫が今

応募期間

2019 年 5 月 24 日（金）～10 月 31 日（木） 当日消印有効

から楽しみです。早々と作業を終わらせ

参加施設

た子どもたちは、畑のそばの野生のイチ

・人と科学の未来館 サイピア（岡山市）

ゴや草むらの生き物に夢中でした。

・ライフパーク倉敷科学センター（倉敷市） ・美星天文台（井原市）

続いて、「犬島再発見の会」代表の在本桂子さんによる犬島の歴史と文化につ
いてのお話です。１万年前の犬島貝塚、採石や銅の精錬の移り変わり、アートの

8 施設

・竜天天文台（赤磐市）

・犬島自然の家（岡山市）
・岡山天文博物館（浅口市）

・矢掛屋 ＩＮＮ ＡＮＤ ＳＵＩＴＥＳ（矢掛町）

島になった現在などを写真を交えて分

・アストロコテージ ガリレオ（吉備中央町）

かりやすく話してくださいました。

応募用紙

上記施設にて配布

応募条件

上記施設に設置しているスタンプを 4 個以上集める。

午後は実際に犬島を散策するウォー
クラリーです。精錬所の煙突が見える場
所や山神社などで、在本さんのお話を振

犬丸のあしあと

り返りながらクイズを出題しました。お

●笹に花が咲いていました

話をしっかり聞いていた子どもたちに

少し前（4 月 20 日）の話になりますが、犬島自然の家から

は簡単だったようで元気な声で答えて

カヤック場へ行く途中、道のわきにある笹に花が咲いていまし

いました。
大人も子どもも、のんびりとした犬島時間を満喫したようです。

た。イネなどと同様に花びらはありませんが、おしべの先端が
たくさんのぞいていました。

（指導員

髙畠）

令和元年度
8 月29 日
第3 号

主催事業が悪天候で連続中止に
～「五目釣り体験」
「夏の星空観望」「夏の釣り体験」～
指導員 髙畠 徹

岡山市立犬島
自然の家発行

犬島自然の家が取り組んでいる主催事業が 3 回連

日帰りシーカヤック体験Ⅰ

7 月 31 日(水)

続で中止になりました。
中止になったのは、6 月 15 日（土）～16 日（日）

指導員 神垣 歩

の「五目釣り体験」
、7 月 6 日（土）～7 日（日）の

最近天候の変化がはげしいため心配でしたが、当日は雨も降らず良い天気で実

「夏の星空観望」、7 月 20 日（土）～21 日（日）の

施することができました。36 度の猛暑での実施となりましたが、熱中症対策で用
意した塩分タブレット、塩飴を参加者に配布したところ大好評でした。
いざシーカヤック体験が始まり、上達が

「夏の釣り体験」です。
いずれも、大変人気の事業で、定員を大きく上回る応募がありましたが、悪天
候の予報で、中止にしました。

早い人、恐る恐る漕いでいる人など様々で

実際、6 月 15 日は、定期船あけぼの丸も欠航するなど、当初の予報以上に海が

したが、自由時間になると皆さん自分の好

荒れました。「釣り」という屋外での活動なので、参加者の安全を考えると、早

きなようにカヤックを操り、すいすいと楽

めに中止を決定してよかったと思っています。

しげに漕いでいました。お昼休みには、風

一方、7 月 6 日は、梅雨前線と低気圧の接近で大雨になるという予報から、中

に当たりながら海を眺めたりグループで楽

止を決め、当選者に連絡しました。ところが、皮肉なことに中止を決定した直後

しそうにお話をしたりしながら持参したお

から、予報が変わり、実際には、6 日の夕方に小雨が降った程度で、夜には雲間

弁当を食べました。午後の活動では、練習

から木星も時おり見えていました。

で身に着けたスキルを使って親子対抗リレーを行い、盛り上がりました。参加者

講師の畠先生も、悪天で星が見えないときの裏番組まで準備していただいてお

の「がんばれー！」「まけるなー！」という素晴らしい応援もあり、楽しく活動

り、わくわくフーズの中居さんも早くから食事の材料を準備してくださっていま

できました。猛暑の中体調を崩す人も出ず、「シーカヤックって気持ちいいです

した。

ね」
「またやりたいです」と言ってもらい担
当者として嬉しく思いました。

日帰りシーカヤックⅡ
前日まで悩みましたが、雷注意報等の
天候不良のため中止となりました。

中止の決定のタイミングは、本当に難しく、いつも頭を悩ませます。

犬丸のあしあと
●今年はビワが豊作でした
キャンプ場のビワの木に実が鈴なりでした。やや小粒です
が、とても甘いビワでした。
また今年は、自然の家のヤマモモも豊作でした。食べると、
サクランボのような甘酸っぱい味です。

（指導員

髙畠）

令和元年度
10 月25 日
第4 号

秋の犬島キャンプ場に紅白のサクラが咲きました
～今年度のキャンプ場、シーカヤック体験が終了～
指導員 髙畠 徹

岡山市立犬島
自然の家発行

10 月 15 日をもって、今年度のキャンプ場利用とシーカヤック体験の期間が終
了しました。

子ども絵画教室

今年度も、とてもたくさんの方にキャンプやシーカヤックを楽しんでいただく
指導員 厚地 倫枝
まだまだ暑さの残る 8 月 26 日、毎年恒例
の夏休み宿題応援企画である子ども絵画教
室を開催しました。講師は、昨年の犬島絵画
教室に引き続き徳長章先生です。
犬島港に到着し、まずは精錬所美術館の近
代化産業遺産を見学しました。ここに多く使
われているカラミ煉瓦は、銅の精錬の過程で
金属から分離した鉱物成分を含む物質から作られたものです。参加者は「この煉
瓦、普通の煉瓦と違ってきれい」と感想を話していました。
開講式を終えたら、好きな場所を選んで描画開始です。暑さを心配し日陰や建
物内での描画を勧める付添のご家族の気持ちを余所に、子どもたちは太陽の下へ
飛び出していきます。
今回で子ども絵画 3 回目、

ことができました。
なかには、ゴールデンウィークに初めて犬島キャンプ場を利用した方で、とて
も気に入られ、その後、さらに 2 回も利用された方もいらっしゃいました。
さて、人の気配のなくなった 10 月 18 日、キャンプ場のサクラの枝に季節外れ
の花が咲いているのを見つけました。しかも探してみると、花が咲いている木は、
1 本ではなく、数本ありました。
花が咲いている木をさらによく見ると、葉が茶色に
枯れ、かわりに新しく若い葉が芽吹いています。
もしかすると、今年、いくつも日本列島に上陸や接
近した台風による塩害の影響で、葉が枯れたのかもし
れません。
ピンクと白の花弁が同じ枝についている木があり、
とても不思議でした。

という参加者は慣れたもので、自然の家の 2 階

来年の春も、忘れずに花を咲かせてほしいものです。

にある、全面が窓になった廊下で描画していま

なお、8 月 21 日の「日帰りシーカヤック体験Ⅱ」と 9 月 7～8 日の「犬島親子

した。なかには、絵を描くよりも指導員と遊び

キャンプ＆磯遊びと砂浜遊び」は、天候不良のため中止しました。

たい！という参加者も。主催事業で多くの子ど
もと接する機会がありますが、本当に個性はそ

犬丸のあしあと

れぞれ、色々な子どもがいますね。

●オキザリスが咲いています

講評会でみんなの絵を鑑賞した後、徳長先生が、子どもたちの絵はとても自由
でおもしろいと仰っていました。同じものを見ても、感じ方は人それぞれです。
「みんなちがってみんないい」とは大正末期に活躍した童謡詩人金子みすゞの詩
の一節です。閉講式後の参加者の表情は「みんないい」笑顔でした。

犬島自然の家の玄関先に、葉や花弁が大きいオキザリス（園
芸用のカタバミ）が咲いています。
この花は、島内のいろいろな場所でも咲いていて、目を引
きます。

（指導員

髙畠）

令和元年度
11 月29 日

サツマイモ収穫体験
指導員 厚地 倫枝
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10 月 19 日にサツマイモ収穫体験を開催し
ました。この主催事業は、6 月 1 日に行われ
たサツマイモ栽培体験で参加者が植えたも

主催事業「カニ＆ハゼ釣り体験」

のを自身で収穫するというものです。雨が続
～釣りって楽しいな！！～

いたこともあり、19 日の開催もぎりぎりまで
指導員 小橋 成人

10 月 26 日（土）～27 日（日）
、
「カニ＆ハゼ釣り体験」を行いました。
100 名を超える応募者の中から抽選で選ばれた家族 11 組 33 名のみなさんが参
加されました。天気は快晴、風もなく絶好の釣り日和です。
1 日目は、カニ釣りです。開講式、昼食を
済ませ、カニ釣りの講習を受けたら、いよい

悩んだのですが、天気予報を信じて開催した
ところ、なんとか天気ももってくれました。
畑に到着し、スコップを片手にサツマイモを収穫していきます。土を掘り返し
ていると出てくるミミズに、捕まえようとする子、いや！と逃げる子など、子ど
もたちは大騒ぎです。去年に比べると、今年はどれもたくさん実っており、参加
者は大喜びでサツマイモを持って帰っていました。

よ釣り開始です。みかんネットにサンマの切

サツマイモの保存についても、少しお話をさせ

り身を入れ、竹にくくりつけた凧糸の先に結

ていただきました。前日までの雨で土が湿ってい

びつけます。岩と岩との隙間にみかんネット

たため、収穫したサツマイモも濡れた土が多くつ

を上手に落とし、カニがみかんネットに抱き

いていました。まずは天日干しでしっかり乾かす

着いたところを持ち上げ、下から網ですくい

こと、乾いたら風通しがよく日が当たらないとこ

ます。これが、なかなか難しくおとなも子どもも、いつの間にか夢中になってし

ろで保存すること、この 2 点です。

まいます。釣れたカニは、みんなで調理し夕食のカニ鍋に入れて美味しくいただ
きました。
2 日目は、ハゼ釣りです。この日も快晴で釣り日和です。まず、初心者向けの

植え付け、収穫体験共に、参加者にとても楽しんでいただけたようです。作物
の種類によっては、ベランダなどでも簡単に栽培できるそうです。この体験を機
に今度は、ご家庭でも栽培、収穫体験に挑戦していただければ、と思います。

釣り教室で、糸の結び方、仕掛けのつけ方、仕掛けの投げ方を学び、いよいよ釣
り開始です。ハゼが釣れるたびに歓声が上がります。
皆さんに時間いっぱい釣りを楽しんでいただき、昼食のカレーもあっという間
になくなってしまいました。
今年は、天候に恵まれず、思うように主催事業ができず、歯がゆい思いをして
きましたが、
今回は 2 日とも天候に恵まれ、
予定通り主催事業を行うことができ、
本当にうれしく思っています。ありがとうございました。

犬丸のあしあと
●宝伝港にツバメが集結
10 月 25 日朝、宝伝港の電線にとても多くの
ツバメが集結していました。
「秋の彼岸に南に帰る」と言われていますが、
今年は遅いようです。

（指導員

髙畠）

令和元年度
12 月12 日
第６号

主催事業「秋の五目釣り体験」
～めざせ

金メダル！！～
指導員 小橋 成人

岡山市立犬島
自然の家発行

11 月 16 日（土）～11 月 17 日（日）
、秋の五目釣り体験を行いました。
秋の五目釣り体験は、
「子ども体験遊びリンピック」登録事業として賞状、金、

犬島絵画教室

銀、銅メダルを用意しました。種目は、釣った魚数、釣った魚の大きさ、釣った
～ さわやかな青空の下で ～

魚の種類の多さの３種目です。個人ではなく家族単位で行いました。
所長

岸本 伸一

11 月９日（土）10 日（日）
、晴れ渡った青空の下、岡山県立高松農業高校の徳
長章先生を講師にお迎えして「犬島絵画教室」を行いました。

今回は、抽選で選ばれた 27 名 11 家族の皆
さんが参加されました。犬島も釣りも初めて
という方も何人かおられました。開講式、昼

まずは、徳長先生から「絵に上手下手はない。自分の思うままに描いていけば

食、初心者講習会が終わり、いよいよ 13 時半

いい」とのアドバイス。参加者は「絵は初心者だから…」「普段あまり描かない

から釣りが始まりました。ベテランの方も初

から緊張する」と言いながらも、それぞれじ

心者の方もメダルを目指してやる気満々です。

っくり画用紙に向かって絵筆を走らせる姿は

そして 17 時の釣り終了時間いっぱい釣りを

真剣そのもの。好きなことに集中して取り組

楽しまれました。自然の家に帰ったら釣果報告です。家族ごとに釣った魚の数、

むことの心地よさが確実に伝わってきました。

大きさ、種類を報告してもらいました。結果は食堂のホワイトボードに掲示しま

完成した作品は一人一人の個性あふれる自分

した。1 日目は、ハゼ、メバル、カサゴ、フグ、タイ、グレ、チヌ、キスなどが

らしいものばかり。徳長先生からは「絵の上

釣れました。さすがに 20ｃｍを超えるカサゴは立派でした。食堂では、参加者同

達は描き慣れること。普段からどんなことで

士がお互いの釣果を称えあったり、情報交換をしたりでとてもにぎやかでした。

も対象をしっかり見ることが大切」と、まとめの言葉をいただきました。

２日目は、８時 30 分からです。昨日の釣果を参考により大きい魚、よりたく

また、参加した皆さんは、お互い

さん釣れる魚をねらい、時間を忘れて釣りを楽しまれていました。あっという間

にすっかり意気投合。
「また一緒に参

に 11 時の終了時間が来ました。２日目の釣果を報告してもらい、閉講式の中で

加しましょう」
「いつでも気軽に声を

３つの部門の１～３位までの家族にメダルと賞状を渡しました。メダルを首から

かけてね」と、にこやかな笑顔で話

ぶら下げて嬉しそうに帰りの船に乗る子

に花が咲いていました。これも、私

どもたちの顔がとても印象に残っていま

たち犬島自然の家が実施する主催事

す。この２日間の釣りを通して新しい釣

業の大きな成果だと考えます。

り仲間ができ、親子の絆も一層深まった
のではないでしょうか。

自慢の作品を持ってにっこり →

ありがとうございました。
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犬島感謝の集い 12 月 10 日（火）
～餅つき・豚汁とふるまい餅、今年もありがとうございました～
指導員 森 誉史

岡山市立犬島
自然の家発行

毎年恒例の餅つき、今年も島民の方にご参加いただ

冬の星空観望

11 月 30 日（土）
・12 月 1 日（日）

き、無事に開催することが出来ました。感謝の集いと
して餅つきをさせていただいておりますが、皆様の楽

～ 一晩で月と太陽系すべての惑星を見ることに成功しました ～

しみの一つになっているでしょうか？当日はあれや

指導員 髙畠 徹

これやと、皆様の助けなしに出来ない行事で申し訳な

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

く思いますが、楽しみにしていただけているなら幸い

「冬の星空観望」を実施しました。今回、11 月 30 日から 12 月 1 日にかけては、

です。年々、参加される顔ぶれが減っていくこともあ

一晩で月と太陽系すべての惑星が見える絶好のチャンスでした。

り、とても寂しく思います。ご自愛ください。そして

はた

まず、日没前の 16 時 20 分から「一番星を見

来年も、再来年も、餅つきの会に参加していただけれ

つけよう」というテーマで、西の空に見える金

ばと思います。

星、木星、三日月、土星を見ました。自然の家

臼の中から聞こえる、杵と餅がぶつかり合う音、食

の望遠鏡は、目的の天体をパソコンで自動導入

堂で楽しくおしゃべりをしながら餅を切り、丸める女

し、追尾できます。青空を背景に少し欠けた白

性陣の声、この光景が毎年続いていく、そんな施設を

い金星から観望スタート。少しずつ日が暮れ、

目指して、これからも餅つきをしていきますのでどう

肉眼で確認できる星が増えていきました。

ぞよろしくお願いいたします。

観望の後は、天体講習室での講義、夕食、入浴。

また私事ですが、来年の 3 月いっぱいで犬島自然の

そして 20 時 30 分から２回目の観望です。秋から冬

家を退職いたします。犬島自然の家で働かせていただ

の星座、すばるなどこの季節の代表的な天体に加え、

き、たくさんのご迷惑をお掛けしました。皆様からた

太陽系の惑星である海王星、天王星、さらに小惑星

くさんの事を学ばせていただいたお陰で、少しは成長できたのではないかと自分

ベスタを観望。天の川も薄っすらと確認でき、時お

では思っております。あと 3 か月ありますが、約 6 年間有難うございました。

り流星も流れました。
一旦就寝し、翌朝５時に起床。薄明が始まりかけた東の空に昇ってきた火星と
水星を観望し、ついに月と太陽系すべての惑星を見るという目的を達成しました。
星座の間を移動する人工衛星もいくつか確認できました。
好天に恵まれ、参加者からは、
「星が今まで見たことのないくらいきれいだっ
た。
」
、
「こんなに星があるって、びっくりした。」などの感想をいただきました。

犬丸のあしあと
●ヒクラゲが出現しました。
11 月 29 日、自然の家の前に珍しい形のクラゲが数匹、泳いで
いました。調べてみると「ヒクラゲ」といい、瀬戸内地方で晩秋
から初冬によく現れるクラゲだそうです。

（指導員 髙畠）

