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八朔斗牛

牛

Liliya Khakimova
大约八百年前，后鸟羽上皇被流放到隐歧。当时，岛上的人民
为了慰藉后鸟羽上皇而开始了斗牛。八朔斗牛就是位于隐歧岛町
的坛镜神社的例行祭祀活动之一。这次我们采风的地点是距离神
社两公里的佐山斗牛场。
斗牛比赛中，备受瞩目的除了牛之外，还有被称作“牵绳人”
的斗牛士。每个牛的鼻子都里穿着鼻绳，被“牵绳人”牵引着缰绳
控制着行动。
要成为优秀的“牵绳人”有一条漫长的道路要走，大部分人都
要从孩童时期开始接受训练。
公牛进入斗牛场，和“牵绳人”一起展现共同练习的成果。就

像相扑手一样，公牛们把身体养得壮硕，犄角削得尖锐，挺起胸膛
去和对手战斗。牛犄角被雕削得形形色色，据说饲牛主不同，犄角
的形状也不同。
全世界有很多和牛有关的表演。其中以西班牙斗牛最富盛
名，但是我个人觉得西班牙的斗牛过于悲惨，可怜的牛们让人不
忍直视。与此相对，隐歧的斗牛则传达出一种人们珍惜着牛的氛
围。这是牛与牛的对战。不是人去攻击牛，而是人一直在旁边为牛
加油助威，牵引着缰绳引导
它前行。
虽说“牵绳人”年龄不同
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八朔牛突き
約800年前、後鳥羽上皇が隠岐に配流された。島の人々は上皇を慰めたい気
持ちで牛突きを始めた。八朔牛突きは、隠岐の島町にある壇鏡神社の例大祭の
行事として行われる。
この神社から2キロ離れた佐山牛突き場に取材のために
向かった。
牛の他に大会の活躍者は牛とともに土俵に入る綱取りという人だ。牛は鼻に
鼻綱を通され、綱取りが綱と牛を操れるようになっている。
優秀な綱取りになるまでの道が長い為、殆どの人は子供の頃から練習を始
める。
雄牛が土俵に出て、綱取りと今まで一緒に練習してきた技を見せて力比べを
する。相撲の力士のように頑張って体を大きくし、角も鋭く削ってもらい、胸を反
らして、相手と向き合う。角の削り方には色々あって、牛を飼っている家によって
角の形が異なるそうだ。
世界中で牛を使った様々なショーが行われている。
スペインのコリーダが一
番有名だが、個人的にはコリーダの牛は可哀想で見ていられない悲惨な光景だ
と思う。
2

リリヤ・ハキモヴァ
隠岐の牛突きの場合は、牛が人々にとても大切にされている雰囲気が伝わっ
てくる。
それは牛対牛の戦いだ。人間は牛を攻撃するのではなく、常に横から応援役
をして、綱を取って、取り組み指導までしてくれている。
大会に参加する年齢はそれぞれ実力によって違うが、今回は小学校6年生の
男の子も綱を取って、土俵に出た。
とてもいい綱さばきを見せてくれたと思う。
子供は大会へ観客としても見に来たり、大会前に牛の踊りを披露し観客を楽
しませたりもする。
年に3回行われる本場所大会における勝負は、
一方の牛が逃げ出すまで続く。
私が見た壇鏡神社の神事である八朔牛突き大会の流れは以下のようになる。
複数の点が日本相撲と似ている。最初は土俵を塩で清め、座元の土俵入りが
先に土俵を踏み切る。少しお洒落した牛は、若い牛から横綱の順序で堂々と気
高い姿を見せてくれる。それから寄方が現れ、応援しに来た観客の歓声が聞こ
える。
牛突き大会が始まる前に会長が挨拶のスピーチをし、
それから去年取った優
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八朔牛突き

牛

实力也有所不同，但是这次“牵绳人” Shimane
里还有一位小学六年级的小男孩，我
Here
觉得他也毫不逊色。
这次观众中有很多孩子的身影，
孩子们在比赛前还表演了斗牛之舞，
给大家带来了欢乐。
斗牛比赛一年中在这里举办三
次，比赛直到以一方的牛逃跑而分出胜负。坛镜神社的八朔斗牛
大会的流程如下。
这种斗牛比赛很多地方与日本的相扑很像。先是主场方进入
被称作“土表”的赛场，并在赛场上撒盐。随后稍被打扮过的牛们
按照从小牛到横纲的顺序，雄赳赳气昂昂地入场。之后客场方入
场，赛场也开始响起了观众们的欢呼声。
比赛开始前，会长进行了致辞，并将去年的冠军旗帜交还给
大赛主办方。在聚集于赛场周围的饲牛主饮下象征着清洁心灵的
隐岐酒后，比赛就正式开始了。
为了炒热气氛，首先进行的是叫做“芝切”的表演赛，让体重
大约是500-600公斤的最年轻的“小型”牛之间相互争斗，不分胜
负，只做表演。
然后才终于进入到了大关、横纲的比赛。横纲牛体重重达1
吨，如果防守不当可能会严重受伤，所以作为经验丰富的老牛，它

们一开始的势头并不像初生牛犊一样急急躁躁。但是，老牛们也
并不服输，经过长时间的对决，终于，其中一方因疲惫失去战意而
败下阵来。听说，牛是一种自尊心很强的动物，如果在某次比赛中
失败逃走，今后就再也不会参加这样的战斗了。
斗牛比赛是禁止金钱交易的，即使自己养的牛胜出了也得不
到奖金。大家最重视的是家族的名誉和传统的继承。对于隐岐的
外来客来说，只有深处自然界，才有机会能看到这种大型动物的
力气角逐。但是在这个地方，人们可以身历其境地观看这让人惊
心动魄的比赛，感受牛儿的勇猛与帅气。

●Japanese
勝旗が大会主催者に戻される。牛の飼い主が土俵に集まり、
自分の身を隠岐の
酒で清めてから、やっと大会が始まる。
少しずつ熱を入れていく為、芝切という一番若くて体重が500－600キロぐら
いの
「小柄」
な牛の角の突き合いで始まる。芝切も前頭も突き合いに勝負をつけ
ず引き分けで終わらせる。
そしてようやく大関と横綱の勝負に入る。横綱の体重は1トンもあって、下手に
衝撃を受けたら、大怪我になり得るので、やっぱり経験を積んだ牛は若い牛み
たいに突き合いに急がないと思った。負けず嫌いな性格の牛は長い時間突き
合い、最後に一頭が疲れ、戦意を失って退く。牛は基本的にとても誇り高い動物
なので、一回勝負に負けて逃げた牛はもう今までのように闘えないこともあるそ
うだ。
大会ではお金のやりとりが禁止になっているので、勝った牛の飼い主は賞金
を貰わない。家の名誉と伝統の継続が一番重んじられる。隠岐の外から訪れた
だけの人間にとって、巨体の動物が力比べで頭をぶつけ合うのは普通だと自然
の中でしか見られないことだと思ってしまうが、
ここだと息を飲むような戦いの
シーンを目の前で見ることができて、牛のことを勇敢でかっこいいと思った。
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海鮮料理好きに
とっての天国、
隠岐

海鲜爱好者的天堂——隐岐
Oliver Marshall

隐岐，
它与一直以来我所看到的日本完全不同，
让我有一
种旅游海外的错觉。
三天的时间里，
我与同事一起享用岛上的
美食，
每种食物都饱含了这座岛的用心，
这样的传统料理即使
在日本也实属特别。隐岐的美食，同隐岐的美景、隐岐人民的
热情、
隐岐岛的传说一样，
让我印象深刻。
Jagoda Woloszyn是负责介绍隐岐联合国科教文组织世界
地质公园的国际交流员。这次为了让我们品尝到隐岐最高品
质的料理，
她精心安排了日程。
隐岐和日本其他地方一样，
习惯吃海鲜，
并且以当地食材
居多。其中最常见的就是海螺。据Jagoda介绍，隐岐富产海螺，
由于海螺富含蛋白质，
以前曾代替肉类被广为食用。
现在岛上
的海螺料理依然随处可见。
为了品尝著名的海螺，
我们专程来
到知夫村的“Resthouse 神岛”饭店。我点的是天妇罗海螺盖
饭——将微炸过的海螺、
茄子覆盖在米饭上，
再在上面铺好一
层切得细碎的海苔。海螺新鲜又有嚼劲，美味又易入口。我还
试吃了饭店独具特色的海螺咖喱。温和的辣度完美地平衡了
甜度，
让人完全吃不出是贝类，
感觉像是在吃肉一样美味。
此次品尝的海鲜鲜度均堪称一绝。即使是在东京最豪华
的海鲜料理店，想要一口气弄到这么多高级食材都要花费好
大的功夫。隐岐被渔场包围，在隐岐岛町“味之藏”饭店，不仅
可以饱尝鲣鱼、鱿鱼、鰤鱼、贝类等豪华生鱼片，还可以吃到
大众口味的天妇罗、盖饭类食物，店内还有各种各样的当地

Shimane
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Map
美酒。
隐岐每家店的菜品装盘都让我印象深刻。在位于隐岐岛
町的“隠岐景观酒店”用早餐时，早在入座前店家就将饭菜准
备妥当了。盐烤鲭鱼、半熟鸡蛋、豆腐、海带满满的味增汤、土
豆沙拉、鱿鱼生鱼片、甜汁拌海藻等传统菜品种类之丰富，加
起来竟有10样之多。
当天的晚餐是在隐岐岛前（由西岛、中岛、知夫里岛组成
的群岛）的西岛町“Mistuke 岛庄”旅馆享用的。这是我吃过的
最豪华的海鲜大餐了。
贝壳状的盘子里盛满了料理和生鱼片。
一碗鸡蛋汤不仅饱含鱼肉的鲜美，
同时又有黑胡椒提味。
此外
还有海藻沙拉等小菜。主菜则是用甜酱汁熬煮的隐岐特产白
鱿鱼，还有填满味增的烤鲷鱼。可以看出，这里的老板娘在非
常注重传统的同时，
努力将每种食材的本味发挥到极致，
力争
做出最好吃的料理。对于我这个海鲜控来说，只为了“Mistuke
岛庄”
这顿大餐都值得专程来一趟隐岐。

●Japanese

海鮮料理好きにとっての天国、隠岐
今まで私が見てきた日本と全く違う隠岐。
そこに行った私は外国に旅行したよう
に感じた。
同僚と一緒に三日間島の食、
日本の中でも特別で島の心が入った伝統
料理をいただいた。
その料理は隠岐の絶景、
地元民のおもてなしや島の伝説と同
じほど印象的であろう。
隠岐ユネスコ世界ジオパークのために働く国際交流員ヤゴダ・ヴォウォシェンさ
んは、
最高品質の料理を紹介するため、
細心の注意を払って私たちのスケジュー
ルを立ててくれた。
日本の他の地域と同じく海鮮を食べる習慣の強い隠岐では、
島ならではの食材
が中心となる。
その中で特に食べられているのがサザエである。
ヤゴダさんによる
と、
豊富に採れるサザエは良いたんぱく源になるため、
歴史的に肉の代わりに多く
使われ、現在隠岐のどこでもサザエ料理を見つけることができる。
この名物を食
べるために、知夫村にある
「レストハウス神島」
を訪れた。私の注文したサザエ天
丼は、
ご飯の上に軽く揚げたサザエやナス、
細切りの海苔が乗せられていた。
サザ
エはとても新鮮で歯ごたえがありながらとても食べやすく、旨味があった。
このレ
ストランで人気のあるサザエカレーを味見してみた。
優しい辛さと甘さのバランス
4

オリバー・マーシャル
が完璧にとれていると思った。
そのカレーは貝の後味がなく、
まるで肉料理の風味
がした。
私たちが味わった海鮮の新鮮さは何ものにも劣らなかった。
隠岐が豊かな漁場
に囲まれる結果は、
東京の最も立派な海鮮料理店でも、
こんなに高級な食材を手
に入れるのは苦労するだろう。隠岐の島町の
「味の蔵」
ではカツオ、白イカ、
ブリ、
バイなどの贅沢な刺身を堪能できた。
海鮮以外に、
誰の口にも合う
「味の蔵」
の広
範囲にわたるメニューには天ぷら、
お肉、
ご飯もの、
そして色々な種類の地酒が提
供された。
全てのお店で、
料理の盛り付けのこだわりが私に強い印象を与えた。
隠岐の島
町にある
「隠岐ビューポートホテル」
で提供された朝ご飯は、
私がテーブルに着く
前に早くも丁寧に用意されていた。
塩サバ、
半熟卵、
豆腐、
わかめたっぷりの味噌
汁、
ポテトサラダ、
イカ刺身、
甘いソースに付けた海藻などの伝統的な料理も含め
た１０品をいただいた。
隠岐島前の西ノ島町にある
「みつけ島荘」
の晩ご飯は、
ここより豪華な海鮮を食
べたことはない。
貝の形をした皿に料理や刺身が多めに盛られていた。
魚本来の

海鮮料理好きにとっての
天国、隠岐

食
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“美食之旅”的终点是位于西岛西部的“隐岐龙宫堂”。午
饭是蛋黄酱桧扇贝、特制土豆沙拉、海螺生鱼片、味增汤以及
岛根县产的越光大米饭等。
让人敬佩的是，
这里和其他饭店一
样，
虽然使用的食材常见，
但是每道菜都富有自己的特色。
“隐
岐龙宫堂”的美味私房菜与“Mistuke 岛庄”的高级料理、
“Resthouse 神岛”
的质朴氛围彼此相互衬托、
辉映。
对隐岐的人们来说，
地域文化传统是他们的骄傲。
这份骄
傲也深深体现在了“食物”之中。希望来日本游玩的人们能够
探索这座岛的名胜、聆听这座岛的声音、品尝这座岛的味道、
踏上隐岐之旅⋯说不定，
对日本的看法也会随之改变呢。

●Japanese
風味にバランスのよいコショウのきいた卵スープとモズクのサラダもあった。
主な
料理は、
テーブルの上でまさに私の目の前で甘いだしに煮込まれた隠岐の名物で
ある白イカ、
味噌のペーストが詰め物にされた焼き鯛であった。
女将さんは伝統を
大事にしながら、
各食材そのものの味を活かすこだわりで最上級の料理を目指し
ていることがよく分かった。
海鮮料理が大好きな私にとって、
「みつけ島荘」
の料理
だけのために隠岐に訪れる価値があると思う。
「食の旅」
の終点として、西ノ島町の西部にある
「おき龍宮堂」
を訪問した。
ラン
チはタルタルソース付きのヒオウギ貝、
自家製ポテトサラダ、サザエ刺身、味噌
スープと島根県産コシヒカリご飯の定食であった。
他に訪れた店のように、
このレ
ストランでは隠岐どこでも見られる食材が使われていても、
その店なりの特徴を
料理に添えていることに私は感心した。
「おき龍宮堂」
のほっぺが落ちそうな家庭
料理は、
「みつけ島荘」
の上品な料理や
「レストハウス神島」
の質朴な雰囲気によく
対照して引き立っていた。
隠岐の人々にとって地域文化や伝統は誇りそのものである。
その気持ちが
「食」
に表れている。私は日本に来る観光客に隠岐の名所を探り、島の音を聞き、食を
味い、
島の旅へ踏み出していただきたいと思っている…日本への目線が変わるで
あろう。
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飽きない
絶景に囲まれて

置身于永不厌倦的美景中
Jagoda Woloszyn

我现在在隐岐教科文组织世界地质公园推进协议会从事国
际交流员的工作。因为工作关系，我有很多欣赏到隐岐的美景的
机会。虽说已经习惯了这里的生活，每天都看着隐岐的景色，但是
我仍然会对这里美丽的景观和丰富的自然惊叹不已。
为了这期的报导，我和岛根县文化国际课的国际交流员们一
起在岛上采风。
就我个人而言非常想带他们去一些哪怕去过多少遍都不会
生厌的地方，于是首选知夫里岛。知夫里岛是隐岐群岛有人岛里
最小的岛屿，人口只有600人。这里虽然到处洋溢着安静祥和的氛
围，景色却极富生机。我特意选择了两处带大家去采风。
我们最先去知夫里岛最高山赤秃山采风。从山顶不仅可以将
知夫里岛的风景尽览无余，还可以远眺巨大火山喷发和日益侵蚀
形成的破火山口及岛后岛（隐岐群岛中最大的岛屿）风景。如果天
气好的话，还能看到岛根半岛和大山（山名，位于鸟取县，海拔
1729米，为日本中国地区最高山）。从隐岐群岛中最小的岛来看广
阔的世界，能够深切感受到远在天边的东西其实近在眼前。
不幸的是，天气非常恶劣，起了大雾什么都看不到。当时只能

想着要是运气好的话也许
会云开雾散。到了山顶，完
全就像置身于云中一样。
虽然没能看到破火山口，
但是在下山途中停车去看
古代农业使用的石墙时，
竟然奇迹般地晴了30多秒。
眼前呈现一片梦境般的景
象。雾气随着风移动，眼前的风景若隐若现，极富神秘感。对于初
访隐岐的交流员们来说是非常遗憾的事，但是对我而言看到了赤

景
●Japanese

飽きない絶景に囲まれて
現在、隠岐ユネスコ世界ジオパーク推進協議会で国際交流員の仕事をさせて
いただいており、業務の関係で隠岐の絶景を見に出かける機会が多くあります。
隠岐での暮らしになれてきたとは言えますが、隠岐の景色をずっと見ていても、
美しい景観と豊かな自然にはまだ驚いています。
今回の取材で、島根県文化国際課の国際交流員が隠岐に来島し、一緒に島を
廻りました。
最初は、個人的に何回見ても絶対に飽きない場所に皆さんを連れていきたく
て、一番目の案内場所として知夫里島を選びました。知夫里島は、隠岐諸島の中
で人が住んでいる島では最も小さな島で、人口は600人しかいません。穏やか
な雰囲気の場所でもありますが、圧倒されるほどダイナミックな景色もあります。
その中でも、特に二か所を選びました。
始めに訪れたのは、
知夫里島の最も高い山、
赤ハゲ山です。
そこの山の頂上か
らは、
知夫里島の風景だけではなく、
巨大な火山の噴火とその後の浸食によって
形成された島前カルデラと島前の後ろにある島後を眺めることができます。天気
が良くて空気が澄んでいる日は島根半島や大山まで見えます。
隠岐諸島の最小の
6
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島から広い世界が見え、
遠くに感じても実際には近いと実感できます。
しかし、当日は天気が悪くて、霧で何も見えないかもしれないという状況でし
た。運が良ければ、霧が晴れると信じるしかない！と思い、赤ハゲ山に向かいま
したが、やはり山の頂上に着いたら、
まるで雲の中のような世界でした。
カルデラ
は見えませんでした
が、帰る途中で、昔、
農業で利用されてい
た石垣を近くから見
られる場 所 で 車 を
ちょっと停 め たとこ
ろ、奇跡的に30秒ぐ
らい晴れて、夢のよう
な風景が目の前で現
れました。風によって
霧が動いていて、周り
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岛后岛
隐岐岛町

隐岐群岛
西之岛
西之岛町

中之岛
海士町
知夫里岛
知士村

飽きない絶景に囲まれて

秃山别样的风景，非常高兴。
接着，我们向知夫里岛的第二名胜--赤壁出发了。名如其实，
赤壁就是一面红色的岩壁。红色的岩壁是由于地质原因造成的。
其实，那里的山崖原本都是小火山。火山喷发时含有铁成分的熔
岩接触到空气，氧化变成红色。之后，受到海水和风力一点一点侵
蚀，形成现在的样子。也正是由于侵蚀作用，我们才可以看到火山
内部。每次看到赤壁，都会不由得想到地球和大自然的神奇力量。
在日本海面，众多小岛组成的隐岐群岛上，还有很多这样由
于火山活动形成的壮丽景观。我的故乡远离山海，身边的自然就
是浓密的森林、河流湖泊。所以就我而言，隐岐的自然是让人印象
深刻的，极富魅力的。日本本来就是岛国，在隐岐每天都能感受大
海的方方面面，每日都被这看也看不够的美景包围着。

岛前岛

http://www.oki-geopark.jp/zh/

●Japanese

の風景が見えたり見えなかったりして、神秘的な瞬間でした。隠岐を初めて訪れ
た皆さんには大変残念だと思いましたが、私は赤ハゲ山の新しい顔を体験でき
て良かったと感じました。
その次に、知夫里島の第二の名勝、赤壁に向かいました。名前通りに、赤い岩
石によって作られた絶壁です。赤色の原因はその岩石の地質にあります。実際
は、
そこの崖は元々小さな火山でした。噴火の時に流れた溶岩に含まれていた
鉄分は空気と接し、酸化して、赤い色になりました。
その後、海と風の力でだんだ
んと削られ、現在の形になりました。浸食のおかげで、私達は火山の中を覗くこ
とができます。赤壁を見に行くと、
そのたびに毎回毎回地球と自然の力について
考えさせられます。
日本海にある小さな島々の隠岐諸島では、
このような火山活動で形成された
ダイナミックな風景がとても多いです。私の故郷は海と山から遠く、周りの自然
と言えば深い森、川、湖です。私にとって隠岐の自然は印象的で、魅力的な場所
に富んでいます。
日本自体は島国ですが、隠岐にいると毎日海の様々な面をさ
らに実感でき、毎日眺めても飽きない絶景に囲まれています。
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時間が止まった
国賀海岸

定格时空的国贺海岸
张

Shimane

玲

Here

在距离岛根县本土50km的海面上，
有一个由大小180个小岛组成的隐岐群
岛。这片远离本土的安静的小岛因为独
特的
“大地的形成”
“独立的生态体系”
“人
类活动”，被联合国教科文组织认定为世
界地质公园，也是日本大山隐岐国家公园。隐岐群岛中四个面
积较大的岛上（他们分别是岛后、西之岛、海士岛和知夫里岛）
居住着大约两万居民，在岛上过着与世无争的祥和生活。从踏
上小岛的那一刻，
被尽在咫尺的山、
海相拥，
抬眼望去郁郁葱葱
的大山和碧蓝的海水将内心的疲倦一扫而空，此刻，脑海中想
的只是醉身于这人间美景。
其中最具代表的就是有着日本最严
峻、
最美丽景观的国贺海岸。
国贺海岸富于变化景色优美，漫步于花草中的栈道更是心旷
神怡。柔软的牧草和随处可见的牛马，总会让人有身在欧洲国家
的恍惚感觉。这里是牛马的天然牧场，在徒步途中
偶尔会与牛马相遇，他们或是平静地站在马路中
央，或是温柔地舔舐自己的孩子（隐岐的和牛产业
主要是繁殖子牛），或是卧在高处静静的眺望着大
海，这些都是在日本别处无法见到的景观。自古以
来隐岐就是和牛的领地，所以他们一点儿不介意
过往的人车，一副傲然的样子，根本不会与人发生
任何冲突。身在隐岐，人类没有了支配自然的欲
望，想到的只是尽情享受这安详世界。

Map

岸
位，
最终穿透整块岩石，
顶部呈拱门形状的的天然景观。
名副其
实，看上去如同通往天上的桥梁一样。就在我们感叹大自然的
鬼斧神工时，
不经意回头看到摩天崖
如同天空中的草原一样的崖顶和被
日本海汹涌的波浪冲刷的岩壁造成
的鲜明对照时，内心被深深震撼。脑
中根本无法想象的是这眼前平静的
海水如何将坚硬的岩石一点点凿刻，
在山水中不停演绎着平静与狂暴，安
详与粗犷交织的画面。
在这里时空仿佛定格。漫步于国
贺海岸，一边在还没有被观光商业化
的原始自然中感受海风的轻拂，一边
听着海浪、小鸟、牛马的鸣叫，就这样
忘记生活，忘记时间，深呼吸，放松我
们疲惫的身心！

沿着徒步栈道向下走去，
海拔257米的海蚀
崖如同被刀斧劈过一般，垂直矗立在海面上。
被大风大浪冲刷掉落的岩石堆积在国贺海岸
线上。继续向下，来到国贺海岸的地标--通天
桥。通天桥是由于海水不断冲刷岩石的中心部

●Japanese

「時間が止まった国賀海岸
張 玲
島根半島から50ｋｍ離れている海に、
大小180余りの島々からなっている隠岐諸
島がある。
「大地の成り立ち」
「
、独自の生態系」
「
、人の営み」
の三大要素で、
ユネスコ
世界ジオパークに登録された。
隠岐諸島には四つの大きな島
（島後、
西ノ島、
中ノ島、
知夫里島）
で約2万人が平穏に過ごしている。
この島々に足を運ぶと、一瞬で山と海
に囲まれ、
あたりを見渡すと、
うっそうとした森と紺碧の海が心の疲れをふき取ってく
れる。ただただ、
まだ観光化されていない無垢のままの大自然に魅せられるだけ
だった。
もっとも印象的なのは厳しく、
美しい景観美を誇る西ノ島の国賀海岸だ。
国賀海岸の景観は変化に富んでいて素晴らしい景色を持ち、草の中を進む遊
歩道は心地よい。柔らかい雰囲気の牧場とどこにいても見られる牛馬は、人々を
ヨーロッパの草原にいるかと錯覚させるぐらいだった。
この天然牧場には牛が放牧
されている。牛が穏やかに道の真ん中に立ったり、優しく子牛を舐めたり
（隠岐の
和牛産業は子牛繁殖が中心）
、
高い所に座って日本海を眺めたりしている様子は、

日本ではなかなか見られない景色だ。
ここはずっと昔から牛たちのテリトリーだか
ら、
人や車に目もくれず、
いさかいを起こさずに我が物顔で泰然と過ごしている。
隠
岐の大自然の中にいると、
人間は自然を支配する欲望がなくなり、
この穏やかな世
界を思う存分に満喫するような思いしか浮かばなくなるのではないだろうか。
遊歩道に沿って降りて見ると、海面から257メートルの高さで垂直にそそり立った
険しい海蝕崖の摩天崖が目の前に迫って来た。波と風の力で削り取られてしまった
岩がごろごろと海岸線を埋め尽くしている。
さらに遊歩道を歩けば、
国賀海岸の象徴
である景勝地の通天橋近くにたどり着いた。
崖のもろい部分が削られてアーチのよう
な形として残り、
その名のごとく天上界への架け橋のように見える。大自然の造形美
に圧倒されてから摩天崖を振り向いたら、天空の草原のように見える頂上部と日本
海の荒波で削り取られた壁の明暗のコントラストに感動を覚えずにはいられない。
目の前に広がる静かな海はどのように硬い山を削ったのか、山と海はどのように静
まったり、
荒れ狂ったり、
穏やかさと荒さを演じているのか想像も及ばなかった。
時間が止まったかのような国賀海岸を歩くと、
潮風に包まれ、
波の音、
鳥や牛馬
の鳴き声が聞こえる。
疲れた心と体がすっかりリラックスできる。
日常を忘れ、
時間
を忘れ、
深呼吸してリセットできた感じがする。
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