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～芥末、神乐、还有温暖的人们在这里等你
丰富多彩的益田之行
道川神乐
天然芥末
民宿“三四四”的魅力

さまざまな旅がある
益田

丰富多彩的益田之行
刘 莉莎

益田市位于日本岛根县西部，北望日本海，南连中国地区
山地，
是岛根县面积最大的城市，
人口不足五万人。
虽然益田并
非日本的热门旅游地，
但其恬静的风光和清爽的空气却向生长
在城市的我展现了一个又一个的新鲜魅力。这里有多彩的自
然，
有近在咫尺的历史风光，
还处处洋溢着人情味儿。
在九月秋
老虎的炎热中，
我们一行到访益田，
尽情享受了这里的魅力，
满
载感动而归。

～ 浪边的神社 绝佳景色之旅 ～
风平浪静万里无云的一天，
我们来到了位于益田市小浜海
岸的绝佳景点“宫之岛 衣毘须神社”。宫之岛是一座浮在海上
的岛礁，
“衣毘须神社”就伫立在这座岛礁之上，供奉着祈祷渔
业丰收和航海安全的神灵。
这里也是日本绘画大师东山魁夷创
作皇居墙上壁画
《晨曦之潮》
的取景地。
这片曾俘获东山魁夷的
美丽大海，时至今日依然让我们心驰神往。通往神社的参拜小
路被蔚蓝的大海环抱着，
与白色的沙滩相连，
随着潮起潮落，
时
刻变换着不同姿态。
这次我们运气好，
得以登岛参观神社，
据说
如果涨起潮来小路就会被海水淹没，无法走到神社跟前了。登
上小岛，眺望远方是碧蓝的海平线，俯瞰脚下是透过岩礁闪耀
着的蓝宝石一样的海洋。沿着海岸线散步，此刻治愈的浪潮之
音仿佛把心中的烦恼都一吹而散。

～ 怀念的街道 探访历史之旅 ～
益田市与日本画圣雪舟渊源颇深，
保存着很多雪舟相关的
文化遗产，历史风韵浓厚。据说雪舟晚年就是在益田度过并在
此逝去的。
我们在原市立历史民俗资料馆馆长新松晴美女士以
及曾做过京都导游的大里雅男先生的带领下，
散步参观了雪舟
建造的庭院以及中世时代在武将益田氏管辖下兴盛了400年的
城下町。
益田氏是当地平安时代至安土桃山時代的领主，
镰仓初期
曾管辖了石见地区约三分之一的土地，巩固了石见地区的统
治。益田氏对文化造诣颇深，他邀请了曾在中国修习绘画的画
僧雪舟来到益田，
并请雪舟在这里建造了医光寺庭院和万福寺

旅
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さまざまな旅がある益田
益田市は、
島根県の西部に位置し、
北は日本海を望み、
南は中国山地が連なっ
ている町。
島根県内では最も広大な面積に対して、
人口はわずか5万人弱。
日本で
は大人気の観光地ではないが、
そこに広がるのどかな風景と爽やかな風は、
都会
で生まれ育った私にとっては一つ一つ新鮮な魅力があふれている。
豊かな自然、
手の届きそうな歴史風景、そして人情あふれる地元のおもてなしが楽しめる場
所。九月とは思えない厳しい暑さの中、私たち一行はそんな益田を訪れ、地元の
魅力を思う存分満喫し、
感動して帰った。

～ 絶景スポット 波打ち際の神社 ～
穏やかな波の日、雲一つない空に連れられ到着した先は、小浜海岸にある“絶
景スポット”
「宮ヶ島 衣毘須神社」
（みやがしま えびすじんじゃ）
。
海に浮かぶ岩礁
宮ヶ島の上に立つ
「衣毘須神社」
は豊漁と海の守護神が祀られているそうだ。
ここ
は日本絵画の巨匠・東山魁夷が皇居壁面画
「朝明けの潮」
のモデルとした場所で
もある。
東山魁夷の心を捉えた海の美しさは、
今日も私たちの心をふるわせる。
碧
く美しい海に囲まれ、
白い砂浜でつながる神社への参道は、
潮の満ち引きにより
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劉 莉莎
刻々と姿を変える。
潮が満ちてくると参道が消え、
島に渡れなくなるそうだが、
今回
訪れた際には運良く島に渡って参拝することができた。
紺碧の水平線から視線を
転じて眼下を見れば、
岩礁を透かして映すサファイア色の海。
海岸沿いを歩き、
波
の音が心を癒やし、
悩みごとも吹き飛ばされそうなほどスッキリとする一時を味わ
えた。

～ 懐かしいまち 歴史を巡る旅 ～
益田市は画の聖・雪舟との関りが深く、
関連する文化遺産が多く残る情緒あふ
れる町。
雪舟は晩年を益田で過ごし、
この地で生涯を閉じたと言われている。
この
日、私たちは市立歴史民俗資料館の元館長である新松晴美さんと京都で訪日客
の案内経験のある大里雅男さんの案内で、雪舟が作った庭園や、中世の時代約
400年栄えた武将・益田氏の城下町を歩いた。
益田氏は平安時代から安土桃山時代の領主。
鎌倉時代初期には石見地方の約
3分の1を治めるようになり、
石見での地盤を強固なものにしていた。
益田氏は文
化への造詣が深く、
中国での画法修業を終えて帰国した画僧雪舟を益田に招き、
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关怀。
在这里，
绝对没有大城市的沉默和人情淡薄，
我们一起聊
着家人聊着如何学习外语，
谈天直到深夜，
忘记了时间的流逝。

庭院。这两所庭院汲取了雪舟的中
国水墨画色彩和道教佛教思想，四
季景致不同，风格变幻，至今仍然吸
引着来访的游客。能够这样身临其
境感受热爱这片土地并在这片土地
逝去的伟人的气息，让我涌起了一
种莫名的骄傲与欣喜。
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～ 人情味儿浓厚的城市 ～
自然之旅、历史之旅固然完美，但最让我印象深刻的还是
本次负责接待我们的益田市市民。
他们的温暖和热情让初来乍
到的我们有种宾至如归的回家之感。
来到益田的第二天，我们一行在体验过盐烤鲇鱼后，参加
了当地市民在万福寺召开的交流宴会，
进一步加深了和益田的
感情。大家一起聊着益田，聊着在岛根的经历，气氛融洽。最让
我深受感动的是元正章先生说的一句话，他说，你们虽然国籍
各不相同，
但是在益田，
你们不再叫做外国人，
你们和日本人没
有什么不同，
我们大家都是
“国际人”
。
当晚，
我们住在了当地市
民的家中，
体验到了在别处难有的亲人一般的温柔笑容与招待

此次丰富多彩的益田之行还有很多其他让我心仪的场所。
比如为日本医学做出贡献的当地著名医学家秦八佐郎的纪念
馆。比如美浓地旧宅，它曾是当时总管附近村庄租税治安事务
的割元庄屋（江户时代的行政单位），因冶铁业而繁荣一时，其
壮观的主屋建筑和厚重的茅葺屋檐至今仍述说着这里曾为富
硕庄屋的威严。
湛蓝的日本海、翠绿的群山、清新的空气——这片温暖的
土地就像是心灵故土一般让我感怀。
当然益田的魅力远不止于
此，
还有美味天然的食物、
石见自豪的神乐表演、
农家民宿体验
等等，
请您继续阅读接下来的文章吧！
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「医光寺庭園」
と
「萬福寺庭園」
を作庭させた。
「医光寺庭園」
と
「萬福寺庭園」
は、
雪舟が中国の水墨画と道教思想、
仏教思想を取り入れながら表現した名庭で、
四
季折々の表情を変え、
訪れる人を今も魅了し続けている。
益田の地を愛し、
この地
で自ら人生の幕引きをした偉人の遺跡が、
私たちのすぐそばで息吹いていること
に、
なぜだか誇りと喜びを感じた。

～ 人のつながりが濃い町 ～
ありのままの自然、
歴史めぐりの旅も素晴らしかったが、
何よりもその時に案内
してくださった益田の方々が皆暖かく、
初めての地とは思えないほどの触れ合い
があり、
故郷に帰ったような感覚を覚えたのが印象的だった。
2日目、私たちは鮎の塩焼き体験などを楽しんだあと、萬福寺で開かれた地元
の人々主催の交流会に参加し、益田との絆を深めた。益田の話や島根滞在体験
談などについて地元の方々と和やかに歓談した。
益田の元正章さんは、
「君たちは
国籍それぞれである。
ただここ益田では、
君たちは外国人ではなく、
私たち日本人
と一緒に、
みんな国際人だ。
仲間だ。
」
と暖かく語り、
安心、
勇気、
力を与えてくださ
り、
私の心に響く嬉しい一言となった。
その夜、
私たちは地元の方の家に泊めてい
ただくことになった。
まるで家族であるかのように歓待され、
他では体験できない

優しさと笑顔に出会った。
都会だと人のつながりが薄く、
話す機会がないなど言わ
れているが、
ここならそんなことは絶対にない。
遅くまでお互いに外国語勉強や家
族の話などをして、
時間の流れを忘れたぐらいだった。
さまざまな旅がある益田では、
お気に入りの場所はほかにもたくさんあった。
日
本の医学発展に努めた益田出身の細菌学者・秦佐八郎博士の生涯について展示
されている秦記念館もおすすめ。
また、美濃地屋敷もなかなか立派である。美濃
地家は付近を総括する割元庄屋（村の租税の取り立てから治安の確保まですべ
て把握する）
を務め、
たたら業で栄えた。壮大な母屋と分厚い茅葺きの屋根が富
裕な庄屋であった威厳を今に伝えている。
青い日本海、緑の山々、濁りのない清んだ空気に包まれた暖かい益田の大地
は、私にとっては懐かしい心の故郷のようだ。
自然の恵みを受けた美味しい食材
や、
石見の誇りある神楽、
農家民泊など様々な魅力も益田には詰まっているので、
ぜひ他の記事もご覧になってください。
3

道川神楽

道川神乐
Donovan Goto

众多文化所呈现的神话，
讲述的都是人类历史、
文化、
以及
最重要的宇宙和生命的起源。自人们信奉神灵以来，那个讳莫
如深的世界便以神话的形式广为流传。通过歌曲、舞蹈和对白
来表现神话故事及人物的石见神乐，
过去是为众神助兴的祭祀
活动，在当时只有神官才有资格表演，但后来为了让普通人也
能欣赏得到，
现已发展成为一种不局限于祭祀活动的表演了。
石见神乐以其明快的伴奏、豪华绚丽的服装和超具震撼力
的动作闻名，这三项的完美结合，刺激了人们的感官，把人们迅
速带进了日本的神话世界。不过，这次我想谈一谈石见神乐中常
常被人们忽略的部分－对白。就像美国人看不懂莎士比亚的戏
剧一样，不管你懂不懂日语，都很难听懂神乐的台词。不过，如果
事先知道故事梗概，
倒是大致可以推测出正在发生的情节。
最近，石见神乐在海外颇受欢迎。特别是今年被评为日本
遗产后，
更是名声大噪。
但是，
对于有着不同文化背景的观众而
言，对故事的理解程度能有多少呢？关于这个问题，一个独创
的神乐社班给出了答案。
这次我有幸到访益田市匹见町，
观看了当地的道川神乐社
班演出的两个神乐剧目。
因我看过很多次石见神乐，
所以对
《八
岐大蛇》
的故事很了解，
但是观看
《日本武尊》
还是第一次。
入座后，工作人员立刻递给我一份资料，上面是英文的道
川神乐社班介绍、剧目故事梗概和石见神乐历史介绍。这样的
资料会定期发给外国观众。
表演揭开帷幕，
表演者首先用日语和英语两种语言做了开
场白。在向观众表达谢
意之后，第一个角色在
轰鸣的鼓声和缭绕的烟

神

雾中登场了。听到表演者准确无误的英语对白，属实让我怀疑
起了自己的耳朵！第二个剧目
《日本武尊》
，
也是从开始到结束
全程用英语表演。由于我工作的特殊性，通常看神乐时不看故
事情节介绍，
只专注拍摄。
但是这次在同样的工作状态下，
我可
以非常自信的说，
我听懂了这部剧的全部内容！
这就是道川神乐社班给出的答案 ：为外国观众准备全程
英语对白的神乐表演。
作为观众，
也许只是观看这么简单，
但对
于表演者来说，
做这样的努力实属不易。
道川社班的负责人介绍道，
“两年前，我们开始挑战用英语
表演《日本武尊》等两个剧目。我们用了六个月进行了专门的英
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道川神楽
多くの文化の中に見られる神話は、
人々の歴史、
文化、
そして最も重要な創造神
話を語っている。
神々の時代以来、
人々はその計り知れない世界の神話を語って
きた。神話のストーリーとキャラクターを唄・舞・口上を通して表すのが石見神楽
だ。かつては神々が楽しめるように、神職だけが演じる神事的なパフォーマンス
だったが、
今では地元の人たちが楽しむ為に、
神事だけに限らない芸能になって
いる。
石見神楽は、
その明るい囃子、豪華な衣装、
ダイナミックな動きで知られてい
る。
その三つのポイントに感覚を刺激され、
日本の神話世界に引き込まれる。
しか
し、
よく見落とされている口上のやりとりが今回のトピックだ。
日本語を知っていて
も、知らなくても、
セリフを聞き取ることが難しい。
アメリカ人が、
シェイクスピアの
演劇を観ることと同じことだ。
でも、事前にあらすじが分かると、起こっていること
をなんとなく推測できる。
最近、海外では石見神楽が人気になっている。今年日本遺産に認定されたた
め、
評判が爆発的に上がった。
しかし、
特に異なる文化背景を持つ観客にどのぐら
いストーリーが通じているのか？この問いに一つの独創的な神楽社中が答えを
4

ドノヴァン・ゴトウ
出した。
益田市の匹見町に行く機会があり、
地元の道川神楽社中の2つの演目を鑑賞さ
せてもらうことになった。
すでに石見神楽を見たことがある僕は、
「ヤマタノオロチ」
の話はよく知っているけど、
「日本武尊（ヤマトタケル）」
の物語を観るのは初めて
だった。
席を見つけるとさっそく、英語で用意された社中の紹介、今回の物語のあらす
じ、
石見神楽の歴史を説明する資料が配布された。
このような資料は定期的な外
国からの客へのサービスになっている。
公演の開始は、
日本語と英語でのオープニングアナウンス。
観客への感謝、
そし
て公演を楽しんでくださいと告げられた。
それから太鼓の鼓動と煙の演出で、
最初
のキャラクターが現れた。間違えなく英語を聞くことができている？と耳を疑って
みた。2演目のうち
「日本武尊」
は最初から最後まで、口上がすべて英語で行われ
た。
常に、
ストーリーが書かれた資料を見ることなく、
僕は完全にカメラに集中して
いた。
最初から最後まで話の全部をはじめて理解できたと自信を持って言える。
道川神楽社中の前述の問いの解決策は、
口上全体を英語で行うことだった。
観
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那么，
用日语以外的语言表演石见神乐会不会影响它的神
韵呢？你也许会有这样的疑问。
其实，
我倒认为这是好事。
表演
者用外语表演，不丢掉日本精髓的同时，将故事原汁原味百分
百呈现出来，就可以让外国人像日本人一样欣赏石见神乐。道
川社班所做的努力，
就是希望让外国观众更直接地接触和感受
石见神乐。而我，也期待能够再次欣赏到道川社班在日本和海
外的演出。

道川神楽

A magazine about

语训练，在专业翻译指导下纠正
发音，
用英语准确地传递感情。
”
问他为什么要下这么大功
夫练习英语对白？他回答：为
了让外国观众也能够看懂石见
神乐的故事，
我们值得一做。
在益田市，几乎每个周六
都有面向日本观众的神乐公
演，唯独道川社班有面向外国
观众的演出，而且也只有在道
川社班才能看到如此新颖的石
见神乐。道川社班的负责人介
绍说，
“ 到目前为止，我们已经
成功地上演了六场以上英语版
神乐公演，如果有机会，我们还
想尝试用西班牙语、葡萄牙语
表演。
”

●Japanese
客としては、
単純に見えるかもしれないけど、
ここに至るまでは簡単な道のりでは
なかったらしい。
道川社中は、
「日本武尊」
を含め2演目についてこの新しい神楽に2年前に挑戦
し始めた。
6ヶ月間練習し、
プロの翻訳者の助けを借りて、
発音を正しくし、
英語で
正確に感情を伝えることに取り組んだ。
なぜそこまでするのかと聞くと、外国人の観客に石見神楽のストーリーを分
かってもらうために、
やる価値があると答えが返ってきた。
益田市では、
ほぼ毎週土曜日に主に日本人の観客向けに公演しているが、
道川
社中は外国人の観客向けにイベントを開催することもある。
そんなとき、
道川社中
にしかできない新しい石見神楽を見せる。今までにもう6回以上英語で公演して
おり、
もし機会があれば、
スペイン語やポルトガル語でも試してみたいそうだ。
日本語以外の言語での口上が石見神楽の雰囲気に影響を与えるかどうか疑問
に思うかもしれない。
しかしそれは良いことだと思う。外国語で表現しても日本ら
しさを捨てずに、
物語の概念を100％日本のままにしている。
日本人と同じように
石見神楽の鑑賞がスムーズにできた。
彼らは観客が石見神楽体験に直接触れる
ことができるよう、配慮している。そして、僕は日本や海外での道川社中のパ
フォーマンスをまた楽しみにしている。
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自然任せの
ワサビ
天然芥末
Felipe Nascimento

提起芥末，大多数人想到的都是那种放在寿司里的辛辣的
芥末。芥末可以刺激味觉，提升寿司米饭的甜味和馅料的香味。
在各类芥末中，益田市匹见町的芥末的美味程度可以不需任何
其他食物就独唱主角。品尝匹见芥末，会在入口的辛辣过后，还
有一种柔和的甜味在口腔中蔓延。
芥末的吃法多种多样，
本文介
绍的是一种用芥末的茎、
叶、
嫩芽做成的匹见芥末叶酱油咸菜。
在我们入住的民宿
“三四四”
，
老板娘三好成子女士教给了
我们芥末叶酱菜的做法。首先将芥末的茎、叶、嫩芽放入锅中，
倒入70°的热水。然后三四分钟后再将热水倒掉，接下来就进
入了最关键的步骤——用双手稳稳端住锅柄，
持续抖动着摇晃
锅。不要思考到底要摇多久，就想象自己是在参加庆典活动一
样，一边流着汗水，一边把锅当成乐器，从胸前摇到头的左侧，
再摇到头的右侧。期间双脚是可以任意活动的。好啦～终于摇
到位了！放置好锅，
掀开锅盖，
一股辛辣的蒸汽喷涌而出，
呛得

●Japanese

自然任せのワサビ
「ワサビ」
と言うと、ほとんどの人がおそらく寿司に入っているあのピリッと辛
いワサビのことを思い浮かべるでしょう。味覚に刺激を与え、寿司のしゃりの甘
みとネタの旨味を引き立たせてくれるワサビです。
しかし、様々なワサビの産
地がある中、
ワサビそのものが主人公になりえると言ってもいいほど美味しい
のは匹見ワサビです。益田市匹見町で栽培されるそのワサビは、
ピリッとした
辛さのあと、口の中で優しい甘みが徐々に広がっていきます。調理方法も様々
ありますが、
この記事で強調し伝えたいのは茎、葉、
ガニ芽を使った匹見ワサ
ビの醤油漬けです。
民泊「三四四」に泊まらせていただき、オーナーの三好成子さんが漬け方を
教えてくださいました。
ワサビの茎、葉、
ガニ芽を鍋に入れて、70℃のお湯を加
えます。3～4分後、お湯を捨て、一番大事な作業に入ります。それは、蓋をした
鍋を両手でしっかり持って、思いっきり振って、振って、振っていきます。
「もう疲
れた」
と思っても、そのまま振り続けます。
もう何分も振っているなど考えずに、
お祭りの気分になって、汗をかきながら鍋を胸の前、頭の右横と左横、移動し
ながら楽器のように振ります。足も勝手に動いてしまいます。
よ～し、
もう充分
6

然
フェリペ・ナシメント
振りました。やっと鍋を置いて蓋を開けると、目から涙が噴出しそうなほど辛い
蒸気がでてきます。そう、鍋を振っていたのは、
ワサビの辛味を目覚めさせるた
めでした。
そのワサビをよく搾る、搾り汁を捨て小さくて可愛い瓶に分けて、醤油のたれ
を 加えます。一 晩 お
いて食 べてみたら、
食感からその美味し
さが分かります。
シャ
キシャキとして、前の
日の辛～い蒸気とは
違うピリッとした辛さ
の刺激を受け、醤油
のたれのまろやかな
甘味とワサビそのも
ののさっぱりとした甘

自然任せのワサビ

人眼泪都快要流出来。没错，持续让锅抖动就是为了让芥末的
辣味更好地发散出来。
紧接着，我们将锅中的芥末取出，用手挤压除去水分，放进
小小可爱的瓶子中，
再往瓶中倒入酱油汤汁，
静置一夜后就可以
食用了。
做好的芥末叶酱菜口感清脆，
味道变得不那么辛辣刺鼻
了，
温柔的辣味配上酱油润滑的甜味，
再加上有叶子本身的清爽
甘甜，
一起在口中融化。
此时如果再配上岛根当地的清酒就更加
完美了。啊，就算没有清酒，来一碗热气腾腾的白米饭或者烤鱼
也一定很搭。
真想买很多芥末叶酱菜作为伴手礼带走。
品尝过匹见芥末美味的第二天，
我们参观了当地的芥末农
田。我们一行人走入森林，
努力保持着身体的平衡，徒
步登上了狭窄的坡道。面前
的风景让我心仪。森林里的
石头就像是自然摆成了阶
梯的形状，清水自上而下温
柔地流淌着，滋润着在石头
阶梯中栽培的一颗颗芥末。
农家说，田地周遭的树荫可
以保护芥末免受日光照射，
自然而然地保持了适宜的
温度，所以才能培育出不使
用任何农药的天然芥末。也
正因如此，昨天的芥末叶酱
菜才会如此美味吧。
这次在益田受到了认
真种植芥末的各方相关人
士的热情款待，当然，在这
里吃到的芥末也是最好吃
的。同时，我也由嘴及心感
受到了保护自然的重要性，
只有保护自然，才能孕育出
这样的美食。请大家来到益
田市，一起探索匹见芥末的
魅力吧！
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みが口内を撫でてくれます。島根の地酒があればもう最高な組み合わせでたま
りません。
あ、
お酒はともかく、熱々の白ご飯や焼き魚との相性も抜群です。
お土
産でも沢山持って帰りたいです。
その美味しさが分かったと翌日、
ワサビを栽培している場所へ行きました。森
に入って、体のバランスを頑張って保ちながら狭い道を登っていくと、
とても気
になる風景がありました。
まるで自然の石で作られた階段のような所に水がや
さしく流れて、
その段々の中に育つワサビの中を通っていました。生産者による
と、周りの木々の陰がワサビを日差しから守って適切な気温を保ち、
そして農薬
を使わずに自然任せでワサビを育てているそうです。道理であの美味しい醤油
漬けが出来るはずです。
益田市まで行って、
ワサビを大切に育てている方々に温かく歓迎されたので、
間違いなくその場ではワサビを最も美味しくいただけるのです。
そして、
その美
味しさを作ってくれる大自然を守る大切さを、味覚を通して肝に銘じました。ぜ
ひ益田市へ匹見ワサビの魅力を発見しに来てください。
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民泊「三四四」
の魅力

民宿“三四四”的魅力

Shimane

Liliya Khakimova

谁都想来一场说走就走的旅行吧？不管是国外旅行还是
国内旅行，试着沉浸在全新的环境中，把自己从忙碌的工作状
态中解放出来，
怡然自得地关注周围的事情。
要是能和家人、
朋
友分享这一路变换的沿途风景，还有焕然一新的体验和感想，
那更是一件快乐的事情。
当我们确定了旅行的目的地以后，
一般首先会考虑住宿问
题。
爱好旅行的我，
最常用的方式是上网搜索当地的酒店，
多家
对比之后选定心仪的一家，再查阅当地的景点等信息，这样下
来旅行的计划大致就形成了。
不过最近不知为何，
我多了一个奢侈的小烦恼。
因为同等价
位酒店的房间大体相似，
而且只参观景点总觉得有些略显单调，
于是内心渴望旅途中要是能有一些有趣的体验活动就好了。
今年秋天，我想与大家分享日本民宿的住宿体验，因此我
去了岛根县益田市一家名为
“三四四”
的民宿。
“三四四”本是一家历史悠久、独具日本特色的独栋民宅，
2006年经过一番修缮后，作为民宿出现在人们的视野里。
“三四
四”
旧貌保存完好，
屋内古朴美丽、
宽
敞干净。
在这传统与现代和谐的空间
里，
目光所及之处都装饰着艺术品和
妙趣横生的摆件，
让人不由得对在它
们身上曾经发生的历史故事充满遐
想。墙壁各处工整地贴着手书格言，
我想正是从繁忙的都市生活中抽离
出来的时候看到这些格言，
才更有心
境去重新审视自己的人生吧？
选择这里的住客不仅有日本和
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外国的游客，
还有渔夫和学生，
听说前几天还有警察入住。
这次我选择的是一晚两餐，
所以很期待能品尝到什么样的
料理。
晚餐前，
屋主细心地询问了我有无忌口和过敏的食物。
不
知是这个原因，还是屋主的厨艺高超，向来对食物挑剔的我居
然觉得每一道菜都如此美味可口！听说料理使用的食材都是
从自家菜园里采摘的应季蔬菜，
大米也出自门前的自家稻田。
屋主还精心准备了一个有趣的料理体验－腌制芥末菜叶。
“啊！原来芥末出自这种植物啊！”，更新了我对芥末的认识。
据说屋主有时还会请住客参与体验手擀荞麦面、做寿司、编日
式稻草绳等活动。
令人惊叹的是，经营这家民宿的只有这位叫三好成子的屋主
一人！听说她曾经是一位有着40年教学经验的教师，退休后开始
了经营民宿的生活。看着精力充沛的三好女士愉快而忙碌的身
影，让我深深的体会到做自己喜欢的事情整个人都会熠熠生辉。
缘于这次民宿体验，
让我今后旅行更倾向于选择住在民宿
或者寄宿当地人家这种方式了。

民
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民泊「三四四」
の魅力

リリヤ・ハキモヴァ

誰でも旅行へ行きたいという気持ちが生まれるとまずどこへ行きたいか考える
でしょう。
海外旅行か国内旅行に関わらず旅先で新しい環境に浸ってみて毎日の
ルーティンから解放されると他のことに気付く余裕が出来ます。
周りの景色が変わ
り気分も一新された経験や感想を家族や友達と共有できればさらに楽しいと思
います。
旅行先が決まれば次のステップはやっぱり宿泊地を検討することです。
旅行が
好きな私の、
一般的な探し方はインターネットでホテルのリストを出してそこから
見て選ぶことです。
その後は観光地を調べてだいたいそれで計画もまとまります。
…ですが最近はなんだか物足りないなという少し贅沢な悩みを持ち始めていま
す。同じ価格帯のホテルの部屋はだいたい似ているし、観光地を回ることだけで
はなく面白い体験も出来たらなとも思うようになりました。
今年の秋は日本の民泊について知り皆さんにも感じたことを共有したいと思い
ました。
そのために島根県益田市の
「三四四（みよし）」
という民泊を取材で訪れて
みました。
古くから綺麗に保存された自宅を民泊にしたのは2006年からです。
民泊
「三四
四」
は部屋が広くて昔ながらの美しい和風の一軒家です。
目をどこにやっても美術

品や普通に面白い物が多く飾ってあってそれぞれには歴史がありそうだと想像し
てしまいます。
壁に所々格言が貼ってあって、
ルーティンから離れたこんな時こそ、
それを見て自分の人生を見直してみる余裕が生まれるのではないでしょうか。
ここに泊まるお客さんはそれぞれで日本人や外国人の旅行者はもちろん、
他に
も漁師、
学生、
先日はおまわりさんも泊まったそうです。
今回は一泊二食で泊まることとなっていて、
どんな料理が出るか楽しみにして
いました。
夕食は事前に伝えておいたらアレルギーや苦手な物まで考慮していた
だけたお陰か、
料理の腕がいいお陰か、
食べ物で好き嫌いの激しい私にとっても
全てが美味しく感じました。食材になるべくその季節の野菜を庭から採っている
そうで、
お米までも家の前の田んぼの物を使っています。
そして楽しいこともここで
用意してありました。
それは体験でやってみたわさび漬けです。
「あ、わさびってこんな植物だったんだな」
と改めて思いました。他にもそば打ち、
寿司やしめ縄作りなどの体験が出来るそうです。
驚いたことに、
こんな民泊の経営を維持しているのはオーナーの三好成子さん一
人です。
40年も学校の先生をやってきて退職してから民泊を営業し始めたそうです。
楽しく好きなことをやっていると一番元気が出ると三好さんを見て実感しました。
今回の民泊体験のお陰で、
またどこかへの旅行で民泊やホームステイをもう少
し積極的にしてみたいと思いました。
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